
第1４回東京よさこいコンテスト １０月１２日（土）前夜祭

池袋西口駅前広場
時間 （メイン会場）

11:24 早稲田大学“踊り侍”
11:30 弥生桜 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

11:36 東京よさこい池袋笑來會 よさこい　ときめき
11:42 音ら韻 東京よさこい　大塚華麗
11:48 湊や 東京よさこい　紅踊輝
11:54 Summer Zipper 東京よさこい　なな丸隊
12:00 ＲＨＫ　Bay　Dream 朝霞翔舞
12:06 笑´ 舞幻
12:12 銀輪舞隊 ＲＨＫ熱波
12:18 燦－ＳＵＮ－ 百物語
12:24 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING

12:30 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 越谷福来龍隊
12:36 江戸の華 猿霞
12:42 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛 東海大学　響
12:48 よさこい明日花 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組
12:54 早稲田大学“踊り侍” 茜丸 重夢逗
13:00 弥生桜 人祭会 おどりんちゅ
13:06 東京よさこい池袋笑來會 散斬トーキョー　 東京学生生っ粋
13:12 音ら韻 華燈（ＨＡＮＡＢＩ）
13:18  湊や 北斗☆踊り子本舗 ＲＨＫ大河
13:24 Summer Zipper 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 桜舞
13:30 ＲＨＫ　Bay　Dream よさこい　ときめき けやきッズ
13:36 笑´ 東京よさこい　大塚華麗 伽宮弥
13:42 銀輪舞隊 颯爽ＪＡＰＡＮ
13:48 燦－ＳＵＮ－ 東京よさこい　紅踊輝　 國府よさこい
13:54 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 東京よさこい　なな丸隊 ＴＡＫＥＫＯ
14:00 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 朝霞翔舞 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”

14:06 江戸の華 舞幻 東京よさこい“池袋ヴィーナス”
14:12 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛 ＲＨＫ熱波 早稲田大学よさこいチーム　東京花火
14:18 よさこい明日花 百物語 ところざわ武蔵瀧嵐
14:24 茜丸 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING しん
14:30 人祭会 越谷福来龍隊 早稲田大学“踊り侍”
14:36 散斬トーキョー　 猿霞 弥生桜
14:42 華燈（ＨＡＮＡＢＩ） 東海大学　響 東京よさこい池袋笑來會
14:48 北斗☆踊り子本舗 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組 音ら韻
14:54 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 重夢逗 湊や
15:00 よさこい　ときめき おどりんちゅ Summer Zipper
15:06 東京よさこい　大塚華麗 東京学生生っ粋 ＲＨＫ　Bay　Dream
15:12 ｋａｇｕｒａ 笑´
15:18 東京よさこい　紅踊輝 ＲＨＫ大河 銀輪舞隊
15:24 東京よさこい　なな丸隊 桜舞 燦－ＳＵＮ－
15:30 朝霞翔舞 けやきッズ 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天
15:36 舞幻 伽宮弥 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU-
15:42 ＲＨＫ熱波 颯爽ＪＡＰＡＮ 江戸の華
15:48 百物語 國府よさこい 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛
15:54 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING ＴＡＫＥＫＯ よさこい明日花
16:00 越谷福来龍隊 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” 茜丸
16:06 猿霞 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 人祭会
16:12 東海大学　響  早稲田大学よさこいチーム　東京花火 散斬トーキョー　 
16:18 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組  ところざわ武蔵瀧嵐  華燈（ＨＡＮＡＢＩ）
16:24 重夢逗  しん 北斗☆踊り子本舗 
16:30 おどりんちゅ ｋａｇｕｒａ 
16:36 東京学生生っ粋
16:42 ＲＨＫ大河
16:48 桜華
16:54 けやきッズ
17:00 伽宮弥
17:06 颯爽ＪＡＰＡＮ
17:12 國府よさこい
17:18 ＴＡＫＥＫＯ
17:24 ｋａｇｕｒａ
17:30 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”

17:36 東京よさこい“池袋ヴィーナス”
17:42  早稲田大学よさこいチーム　東京花火
17:48  ところざわ武蔵瀧嵐
17:54  しん

西口公園会場 アゼリア通り（池袋西口）会場



第1４回東京よさこいコンテスト １０月１３日（日）

時間 駅前メイン会場 西口公園会場 みずき通り会場 アゼリア通り会場 四商店街会場 巣鴨駅前会場 目白駅前会場 大塚駅北口会場
11:00 舞人 早稲田大学“踊り侍”
11:06 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱  Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲

11:12 雁微笑連  伽宮弥 音鳴會
11:18 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会  踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ 遊め組
11:24 燦－ＳＵＮ－  颯爽ＪＡＰＡＮ 福乃神 東京よさこい　紅踊輝
11:30 よさこい塾☆よっしゃ　 群青 陵－ＲＹＯ－ 東京よさこい　大塚華麗 よさこいそうか連  鳴子光丘 GOGO'S＆クワザワグループ
11:36 遊人 舞ルネサンス ＲＨＫ　Bay　Dream 粋  法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 重夢逗 ＳＵＢＡＲＵ南
11:42 坂戸楽天 ひらり 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天  北桜連 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 ｋａｇｕｒａ
11:48 湊や 東京学生生っ粋 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”  筑波大学　斬桐舞 朝霞翔舞 百物語
11:54 弥生桜 音鳴會 猿霞 いとう舞士童 東海大学　響  よさこい新発田～和っしょい 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛
12:00 笑´ 遊め組 響 チーム龍舞隊稲城  よさこい明日花 姫楽童 ～Ｆａｎ～
12:06 よさこい　ときめき 福乃神 舞人 桜舞   Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲 江戸の華 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組

12:12 輝楽楽 陵－ＲＹＯ－ 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱 響楽  伽宮弥 北斗☆踊り子本舗 銀輪舞隊
12:18 うしく河童鳴子会翔舞美人隊 ＲＨＫ　Bay　Dream 雁微笑連 ＴＡＫＥＫＯ  踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ  大江戸東京音頭連 しん
12:24 散斬トーキョー　 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会 新松戸雅ノ會  颯爽ＪＡＰＡＮ ところざわ武蔵瀧嵐 音ら韻
12:30 華燈（ＨＡＮＡＢＩ） 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 燦－ＳＵＮ－ よさこいソーラン清瀬 群青 疾風乱舞 舞幻
12:36 ＲＩＫＩＯＨ 猿霞 よさこい塾☆よっしゃ　 ＢＢＣ元気っす！！ 舞ルネサンス 東京よさこい　なな丸隊 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING

12:42 无邪志府中魁星 響 遊人 休憩 ひらり 茜丸 西伊興龍巳組
12:48 音鳴會 けやきッズ 坂戸楽天 よさこいそうか連 東京学生生っ粋 Summer Zipper にらさき秀麗
12:54 遊め組 好舞衣流 湊や 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 早稲田大学“踊り侍” ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 東京よさこい　紅踊輝
13:00 福乃神 池袋小学校 東京よさこい　大塚華麗 北桜連 GOGO'S＆クワザワグループ 中目黒ＭＧよさこいくらぶ 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 

13:06 陵－ＲＹＯ－ 仰高よさこい！ 粋 筑波大学　斬桐舞 朝霞翔舞 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん よさこい飯能乱舞
13:12 ＲＨＫ　Bay　Dream おどりんちゅ 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 東海大学　響 よさこい新発田～和っしょい 人祭会 山村国際高校鳴子連
13:18 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま 躍動 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”  Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲 姫楽童 ＲＨＫ熱波  ＲＨＫ大河
13:24 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 瞬～きらら～ いとう舞士童  伽宮弥 江戸の華 北斗☆踊り子本舗 天華 東京よさこい池袋笑來會
13:30 猿霞 伊東よさ連 チーム龍舞隊稲城  踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ ＳＵＢＡＲＵ南 大江戸東京音頭連 舞人 弥生桜
13:36 響 わいわい連 桜舞  颯爽ＪＡＰＡＮ ｋａｇｕｒａ ところざわ武蔵瀧嵐 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱 笑´
13:42 よさこい明日花 木の花舞桜 響楽 群青 百物語 疾風乱舞 雁微笑連 よさこい　ときめき
13:48 茜丸 よさこいチーム葵 ＴＡＫＥＫＯ 舞ルネサンス 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛 東京よさこい　なな丸隊 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会 輝楽楽
13:54 Summer Zipper 桜華 けやきッズ ひらり ～Ｆａｎ～ ｄａｎｃｅ　company　REIKA組 燦－ＳＵＮ－  うしく河童鳴子会翔舞美人隊
14:00 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 七色七味 好舞衣流 東京学生生っ粋 音ら韻 銀輪舞隊 よさこい塾☆よっしゃ　 散斬トーキョー　
14:06 中目黒ＭＧよさこいくらぶ GOGO'Sによる 池袋小学校 早稲田大学“踊り侍” 舞幻 しん 遊人  華燈（ＨＡＮＡＢＩ）
14:12 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん よさこい教室 新松戸雅ノ會 鳴子光丘 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING 仰高よさこい！ 坂戸楽天 ＲＩＫＩＯＨ 
14:18 人祭会 よさこいソーラン清瀬 重夢逗 西伊興龍巳組 音鳴會 湊や 无邪志府中魁星 
14:24 ＲＨＫ熱波 ＢＢＣ元気っす！！ 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 にらさき秀麗 遊め組  Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲 大塚催事　
14:30 天華 休憩 おどりんちゅ 東京よさこい　紅踊輝 福乃神 伽宮弥
14:36 朝霞翔舞 よさこいそうか連 躍動 東京よさこい“池袋ヴィーナス”  陵－ＲＹＯ－ 踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ
14:42 よさこい新発田～和っしょい 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 瞬～きらら～ よさこい飯能乱舞 ＲＨＫ　Bay　Dream  颯爽ＪＡＰＡＮ
14:48 姫楽童 東京よさこい　大塚華麗 北桜連 伊東よさ連 山村国際高校鳴子連 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま 群青 
14:54 江戸の華 粋 筑波大学　斬桐舞 わいわい連  ＲＨＫ大河 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 舞ルネサンス 
15:00 ＳＵＢＡＲＵ南 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 東海大学　響 木の花舞桜 東京よさこい池袋笑來會 猿霞  ひらり
15:06 ｋａｇｕｒａ 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” 弥生桜 よさこいチーム葵 鳴子光丘 響  東京学生生っ粋
15:12 百物語 いとう舞士童 笑´ 桜華 重夢逗 新松戸雅ノ會 早稲田大学“踊り侍”  舞人
15:18 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛 チーム龍舞隊稲城 よさこい　ときめき 七色七味 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 よさこいソーラン清瀬 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱
15:24 ～Ｆａｎ～ 桜華 輝楽楽 所沢風炎祇神伝～雅～  おどりんちゅ ＢＢＣ元気っす！！ 雁微笑連
15:30 音ら韻 響楽 うしく河童鳴子会翔舞美人隊 けやきッズ 躍動 休憩 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会
15:36 舞幻 ＴＡＫＥＫＯ 散斬トーキョー　 好舞衣流 瞬～きらら～ よさこいそうか連 燦－ＳＵＮ－
15:42 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING 北斗☆踊り子本舗 華燈（ＨＡＮＡＢＩ） 池袋小学校 伊東よさ連 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 よさこい塾☆よっしゃ　
15:48 西伊興龍巳組 大江戸東京音頭連 ＲＩＫＩＯＨ よさこい明日花 わいわい連 北桜連 遊人
15:54 にらさき秀麗 ところざわ武蔵瀧嵐 无邪志府中魁星 茜丸 木の花舞桜 筑波大学　斬桐舞 坂戸楽天
16:00 東京よさこい　紅踊輝 疾風乱舞 所沢風炎祇神伝～雅～ Summer Zipper よさこいチーム葵 東海大学　響 湊や
16:06 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 東京よさこい　なな丸隊 鳴子光丘 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 桜華 粋 東京よさこい　大塚華麗
16:12 よさこい飯能乱舞 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組 重夢逗 中目黒ＭＧよさこいくらぶ 七色七味 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天

16:18 山村国際高校鳴子連 GOGO'S＆クワザワグループ 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 弥生桜 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”

16:24 ＲＨＫ大河 銀輪舞隊 おどりんちゅ 人祭会 笑´ いとう舞士童
16:30 東京よさこい池袋笑來會 しん 伊東よさ連 ＲＨＫ熱波 よさこい　ときめき チーム龍舞隊稲城
16:36 北斗☆踊り子本舗 よさこい明日花 わいわい連 天華 輝楽楽 桜舞
16:42 大江戸東京音頭連 茜丸 木の花舞桜 朝霞翔舞  うしく河童鳴子会翔舞美人隊 響楽
16:48 ところざわ武蔵瀧嵐 Summer Zipper よさこいチーム葵 よさこい新発田～和っしょい 散斬トーキョー　  ＴＡＫＥＫＯ
16:54 疾風乱舞 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 桜華 姫楽童  所沢風炎祇神伝～雅～ 躍動 
17:00 東京よさこい　なな丸隊 中目黒ＭＧよさこいくらぶ 七色七味 江戸の華  華燈（ＨＡＮＡＢＩ）  瞬～きらら～
17:06 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 音ら韻 ＳＵＢＡＲＵ南 ＲＩＫＩＯＨ 



第1４回東京よさこいコンテスト １０月１３日（日）

時間 駅前メイン会場 西口公園会場 みずき通り会場 アゼリア通り会場 四商店街会場 巣鴨駅前会場 目白駅前会場 大塚駅北口会場
17:12 GOGO'S＆クワザワグループ 人祭会 舞幻 ｋａｇｕｒａ 无邪志府中魁星 
17:18 銀輪舞隊 ＲＨＫ熱波 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING 百物語
17:24 しん 天華 西伊興龍巳組 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛
17:30 早稲田大学“踊り侍” 新松戸雅ノ會 にらさき秀麗 　～Ｆａｎ～　　
17:36 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 よさこいソーラン清瀬 東京よさこい　紅踊輝 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 

17:42 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 所沢風炎祇神伝～雅～   東京よさこい　なな丸隊 よさこい飯能乱舞 
17:48 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”  東京よさこい池袋笑來會 山村国際高校鳴子連 
17:54 東海大学　響  GOGO'S＆クワザワグループ  ＲＨＫ大河
18:00 筑波大学　斬桐舞
18:06 おどりんちゅ
18:12 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING

18:18 瞬～きらら～
18:24 早稲田大学よさこいチーム　東京花火



第1４回東京よさこいコンテスト（池袋駅周辺会場） １０月１３日（日）

時間 駅前メイン会場 西口公園会場 みずき通り会場 アゼリア通り会場 四商店街会場
11:00 舞人 早稲田大学“踊り侍”
11:06 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱  Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲
11:12 雁微笑連  伽宮弥 音鳴會
11:18 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会  踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ 遊め組
11:24 燦－ＳＵＮ－  颯爽ＪＡＰＡＮ 福乃神 東京よさこい　紅踊輝
11:30 よさこい塾☆よっしゃ　 群青 陵－ＲＹＯ－ 東京よさこい　大塚華麗 よさこいそうか連 
11:36 遊人 舞ルネサンス ＲＨＫ　Bay　Dream 粋  法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

11:42 坂戸楽天 ひらり 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天  北桜連
11:48 湊や 東京学生生っ粋 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”  筑波大学　斬桐舞
11:54 弥生桜 音鳴會 猿霞 いとう舞士童 東海大学　響 
12:00 笑´ 遊め組 響 チーム龍舞隊稲城  よさこい明日花
12:06 よさこい　ときめき 福乃神 舞人 桜舞   Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲

12:12 輝楽楽 陵－ＲＹＯ－ 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱 響楽  伽宮弥
12:18 うしく河童鳴子会翔舞美人隊 ＲＨＫ　Bay　Dream 雁微笑連 ＴＡＫＥＫＯ  踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ 
12:24 散斬トーキョー　 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会 新松戸雅ノ會  颯爽ＪＡＰＡＮ
12:30 華燈（ＨＡＮＡＢＩ） 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 燦－ＳＵＮ－ よさこいソーラン清瀬 群青
12:36 ＲＩＫＩＯＨ 猿霞 よさこい塾☆よっしゃ　 ＢＢＣ元気っす！！ 舞ルネサンス
12:42 无邪志府中魁星 響 遊人 休憩 ひらり
12:48 音鳴會 けやきッズ 坂戸楽天 よさこいそうか連 東京学生生っ粋
12:54 遊め組 好舞衣流 湊や 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 早稲田大学“踊り侍”
13:00 福乃神 池袋小学校 東京よさこい　大塚華麗 北桜連 GOGO'S＆クワザワグループ
13:06 陵－ＲＹＯ－ 仰高よさこい！ 粋 筑波大学　斬桐舞 朝霞翔舞
13:12 ＲＨＫ　Bay　Dream おどりんちゅ 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 東海大学　響 よさこい新発田～和っしょい
13:18 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま 躍動 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”  Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲 姫楽童
13:24 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 瞬～きらら～ いとう舞士童  伽宮弥 江戸の華
13:30 猿霞 伊東よさ連 チーム龍舞隊稲城  踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ ＳＵＢＡＲＵ南
13:36 響 わいわい連 桜舞  颯爽ＪＡＰＡＮ ｋａｇｕｒａ
13:42 よさこい明日花 木の花舞桜 響楽 群青 百物語
13:48 茜丸 よさこいチーム葵 ＴＡＫＥＫＯ 舞ルネサンス 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛
13:54 Summer Zipper 桜華 けやきッズ ひらり ～Ｆａｎ～
14:00 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 七色七味 好舞衣流 東京学生生っ粋 音ら韻
14:06 中目黒ＭＧよさこいくらぶ GOGO'Sによる 池袋小学校 早稲田大学“踊り侍” 舞幻
14:12 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん よさこい教室 新松戸雅ノ會 鳴子光丘 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING

14:18 人祭会 よさこいソーラン清瀬 重夢逗 西伊興龍巳組
14:24 ＲＨＫ熱波 ＢＢＣ元気っす！！ 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 にらさき秀麗
14:30 天華 休憩 おどりんちゅ 東京よさこい　紅踊輝
14:36 朝霞翔舞 よさこいそうか連 躍動 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 
14:42 よさこい新発田～和っしょい 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 瞬～きらら～ よさこい飯能乱舞
14:48 姫楽童 東京よさこい　大塚華麗 北桜連 伊東よさ連 山村国際高校鳴子連
14:54 江戸の華 粋 筑波大学　斬桐舞 わいわい連  ＲＨＫ大河
15:00 ＳＵＢＡＲＵ南 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 東海大学　響 木の花舞桜 東京よさこい池袋笑來會
15:06 ｋａｇｕｒａ 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” 弥生桜 よさこいチーム葵 鳴子光丘
15:12 百物語 いとう舞士童 笑´ 桜華 重夢逗



第1４回東京よさこいコンテスト（池袋駅周辺会場） １０月１３日（日）

時間 駅前メイン会場 西口公園会場 みずき通り会場 アゼリア通り会場 四商店街会場
15:18 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛 チーム龍舞隊稲城 よさこい　ときめき 七色七味 早稲田大学よさこいチーム　東京花火

15:24 ～Ｆａｎ～ 桜華 輝楽楽 所沢風炎祇神伝～雅～  おどりんちゅ
15:30 音ら韻 響楽 うしく河童鳴子会翔舞美人隊 けやきッズ 躍動
15:36 舞幻 ＴＡＫＥＫＯ 散斬トーキョー　 好舞衣流 瞬～きらら～
15:42 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING 北斗☆踊り子本舗 華燈（ＨＡＮＡＢＩ） 池袋小学校 伊東よさ連
15:48 西伊興龍巳組 大江戸東京音頭連 ＲＩＫＩＯＨ よさこい明日花 わいわい連
15:54 にらさき秀麗 ところざわ武蔵瀧嵐 无邪志府中魁星 茜丸 木の花舞桜
16:00 東京よさこい　紅踊輝 疾風乱舞 所沢風炎祇神伝～雅～ Summer Zipper よさこいチーム葵
16:06 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 東京よさこい　なな丸隊 鳴子光丘 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 桜華
16:12 よさこい飯能乱舞 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組 重夢逗 中目黒ＭＧよさこいくらぶ 七色七味
16:18 山村国際高校鳴子連 GOGO'S＆クワザワグループ 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 弥生桜
16:24 ＲＨＫ大河 銀輪舞隊 おどりんちゅ 人祭会 笑´
16:30 東京よさこい池袋笑來會 しん 伊東よさ連 ＲＨＫ熱波 よさこい　ときめき
16:36 北斗☆踊り子本舗 よさこい明日花 わいわい連 天華 輝楽楽
16:42 大江戸東京音頭連 茜丸 木の花舞桜 朝霞翔舞  うしく河童鳴子会翔舞美人隊
16:48 ところざわ武蔵瀧嵐 Summer Zipper よさこいチーム葵 よさこい新発田～和っしょい 散斬トーキョー　 
16:54 疾風乱舞 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 桜華 姫楽童  所沢風炎祇神伝～雅～
17:00 東京よさこい　なな丸隊 中目黒ＭＧよさこいくらぶ 七色七味 江戸の華  華燈（ＨＡＮＡＢＩ）
17:06 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 音ら韻 ＳＵＢＡＲＵ南 ＲＩＫＩＯＨ 
17:12 GOGO'S＆クワザワグループ 人祭会 舞幻 ｋａｇｕｒａ 无邪志府中魁星 
17:18 銀輪舞隊 ＲＨＫ熱波 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING 百物語
17:24 しん 天華 西伊興龍巳組 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛
17:30 早稲田大学“踊り侍” 新松戸雅ノ會 にらさき秀麗 　～Ｆａｎ～　　
17:36 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 よさこいソーラン清瀬 東京よさこい　紅踊輝 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 
17:42 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 所沢風炎祇神伝～雅～   東京よさこい　なな丸隊 よさこい飯能乱舞 
17:48 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”  東京よさこい池袋笑來會 山村国際高校鳴子連 
17:54 東海大学　響  GOGO'S＆クワザワグループ  ＲＨＫ大河
18:00 筑波大学　斬桐舞
18:06 おどりんちゅ
18:12 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING

18:18 瞬～きらら～
18:24 早稲田大学よさこいチーム　東京花火



第1４回東京よさこいコンテスト（池袋以外１０月１３日（日）

時間 巣鴨駅前会場 目白駅前会場 大塚駅北口会場
11:00
11:06
11:12
11:18
11:24
11:30 鳴子光丘 GOGO'S＆クワザワグループ
11:36 重夢逗 ＳＵＢＡＲＵ南
11:42 早稲田大学よさこいチーム　東京花火 ｋａｇｕｒａ
11:48 朝霞翔舞 百物語
11:54 よさこい新発田～和っしょい 礼神伝ＳＨＡＬＬ稲毛
12:00 姫楽童 ～Ｆａｎ～
12:06 江戸の華 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組
12:12 北斗☆踊り子本舗 銀輪舞隊
12:18 大江戸東京音頭連 しん
12:24 ところざわ武蔵瀧嵐 音ら韻
12:30 疾風乱舞 舞幻
12:36 東京よさこい　なな丸隊 実践女子大学短期大学YOSAKOIソーラン部WING

12:42 茜丸 西伊興龍巳組
12:48 Summer Zipper にらさき秀麗
12:54 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 東京よさこい　紅踊輝
13:00 中目黒ＭＧよさこいくらぶ 東京よさこい“池袋ヴィーナス” 
13:06 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん よさこい飯能乱舞
13:12 人祭会 山村国際高校鳴子連
13:18 ＲＨＫ熱波  ＲＨＫ大河
13:24 北斗☆踊り子本舗 天華 東京よさこい池袋笑來會
13:30 大江戸東京音頭連 舞人 弥生桜
13:36 ところざわ武蔵瀧嵐 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱 笑´
13:42 疾風乱舞 雁微笑連 よさこい　ときめき
13:48 東京よさこい　なな丸隊 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会 輝楽楽
13:54 ｄａｎｃｅ　company　REIKA組 燦－ＳＵＮ－  うしく河童鳴子会翔舞美人隊
14:00 銀輪舞隊 よさこい塾☆よっしゃ　 散斬トーキョー　
14:06 しん 遊人  華燈（ＨＡＮＡＢＩ）
14:12 仰高よさこい！ 坂戸楽天 ＲＩＫＩＯＨ 
14:18 音鳴會 湊や 无邪志府中魁星 
14:24 遊め組  Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｔｉｓ！風舞菖蒲 大塚催事　
14:30 福乃神 伽宮弥
14:36 陵－ＲＹＯ－ 踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ
14:42 ＲＨＫ　Bay　Dream  颯爽ＪＡＰＡＮ
14:48 祭・ＷＡＩＷＡＩ・よこはま 群青 
14:54 学芸大学商店街　あきんどくらぶ 舞ルネサンス 
15:00 猿霞  ひらり
15:06 響  東京学生生っ粋
15:12 新松戸雅ノ會 早稲田大学“踊り侍”  舞人
15:18 よさこいソーラン清瀬 狭山ＹＯＳＡＫＯＩ紗恋乱
15:24 ＢＢＣ元気っす！！ 雁微笑連
15:30 休憩 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会
15:36 よさこいそうか連 燦－ＳＵＮ－
15:42 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 よさこい塾☆よっしゃ　
15:48 北桜連 遊人
15:54 筑波大学　斬桐舞 坂戸楽天
16:00 東海大学　響 湊や
16:06 粋 東京よさこい　大塚華麗
16:12 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天
16:18 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”

16:24 いとう舞士童
16:30 チーム龍舞隊稲城
16:36 桜舞
16:42 響楽
16:48 ＴＡＫＥＫＯ
16:54 躍動 
17:00  瞬～きらら～


