
【２５日(土)】 【２６日(日)】

飛び入り 飛び入り 飛び入り 飛び入り 飛び入り

11:00 11:00 開会式 11:00 旗の競演/まげわっぱ太鼓 11:00 旗の競演/まげわっぱ太鼓 11:00 旗の競演/まげわっぱ太鼓
開会式 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓
御所野ほたるキッズ 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓
のしろWIND　Jr. 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓
明徳KIDS 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓 旗の競演/まげわっぱ太鼓
金西どじょふなKIDS 闘心乱華 美咲華 よさこい　－残－
みなとWAKAHATO　Jr. 宮城学院女子大学　よさこい部　Posso ballare? MG TEAM SAKURA みちのく秋田　おきみ組 飛び入り可能

港北MATURIっ子 『華・from KAMI』 乱舞姫 紅翔蘭舞會
寺内こまち　はやて組 虹（ｱｲﾘｽ）明徳 飛び入り可能 Эиii 秋田まるまる愛好会 飛び入り可能

楽心舞夢 御所野ほたるキッズ 東北公益文科大学よさこいソーラン部「蒼嵐」 飛び入り可能 新屋なるこKIDS
12:00 開会式 12:00 横手舞組 12:00 出羽天神連　群青 12:00 大仙こまち百蓮會 12:00 さくらYOSAKOI PR隊

秋田大学　よさこいサークル　よさとせ歌舞輝 TEAM SAKURA　スマイルキッズ 横城小町 西目よさこい 大東Yosakoi 恋・来い連「菅原組」 飛び入り可能

保戸野ニレの木キッズ 笑歓星 神崋夜 遊め組 由利本荘いなせ組
燦々倶楽舞 crab　ひろおもて 笑泉百景 飛び入り可能 舞姿道みろく MEGERE
虹（ｱｲﾘｽ）明徳 飛び入り可能 ホリデイスポーツクラブ秋田 羽跳天 神威 遊舞
新屋なるこKIDS チームわげもん 二ツ井恋舞 煌姫神 風舞 飛び入り可能

ヤートセ秋田　酔楽天 紅翔連 華風舞 蒼華天夢 みちのくYOSAKOI　THE！！駆波”乱
馬花道 乱舞姫 郷友連合　とめっきゅう 江刺華舞斗 舞斗音納
踊り子集団乱乱流 飛び入り可能 秋田大学　よさこいサークル　よさとせ歌舞輝 のしろWIND　Jr. 十六夜桜組 チーム風子
チーム風子 Эиii 桜秀心舞 明徳KIDS 鳳翔乱舞

13:00 よさこい　－残－ 13:00 よさこい　－残－ 13:00 やまがた　乃舞士 飛び入り可能 13:00 乱姫龍 飛び入り可能 13:00 港北MATURIっ子
笑泉百景 飛び入り可能 西目よさこい フリーダンス「POWER」 踊り子集団乱乱流 飛び入り可能 本荘舞夢「踊らん会」
紅翔蘭舞會 出羽天神連　群青 フリーダンス「愛日本」 ステータス in 本荘・にかほ 笑歓星 飛び入り可能

遊舞 『華・from KAMI』 楽心舞夢 夢湊烈風 美咲華
神崋夜 新屋なるこKIDS ホリデイスポーツクラブ秋田 AIUヤートセチーム亜瑠団 飛び入り可能 みなとWAKAHATO　Jr.
神威 羽跳天 ヤートセ秋田　酔楽天 萌芽笑天 チームわげもん
ステータス in 本荘・にかほ 秋田まるまる愛好会 飛び入り可能 闘心乱華 虹（ｱｲﾘｽ）明徳 飛び入り可能 寺内こまち　はやて組
チームわげもん 大東Yosakoi 恋・来い連「菅原組」 飛び入り可能 煌姫神 由利本荘いなせ組 東北公益文科大学よさこいソーラン部「蒼嵐」 飛び入り可能

秋田まるまる愛好会 飛び入り可能 郷友連合　とめっきゅう 大館よさこいチーム鳳翔華 秋田大学　よさこいサークル　よさとせ歌舞輝 みちのく秋田　おきみ組 飛び入り可能
燦々倶楽舞 さくらYOSAKOI PR隊 十六夜桜組 crab ひろおもて 金西どじょふなKIDS 飛び入り可能

14:00 保戸野ニレの木キッズ 14:00 まげわっぱ太鼓 14:00 明徳KIDS 14:00 横手舞組 14:00 のしろWIND　Jr.
踊り子集団乱乱流 飛び入り可能 まげわっぱ太鼓 やまがた　乃舞士 飛び入り可能 チーム風子 華風舞
旭川清流キッズ まげわっぱ太鼓 遊め組 港北MATURIっ子 大仙こまち百蓮會
さくらYOSAKOI PR隊 まげわっぱ太鼓 舞姿道みろく 紅翔連 本荘舞夢「踊らん会」
風舞 飛び入り可能 まげわっぱ太鼓 神威 ホリデイスポーツクラブ秋田 紅翔蘭舞會
フリーダンス「よっちょれ」 ヤートセ秋田　酔楽天 夢湊烈風 TEAM SAKURA 西目よさこい
フリーダンス「いやさかAKITA」 宮城学院女子大学　よさこい部　Posso ballare? MG 羽跳天 よさこい　－残－ フリーダンス「愛日本」
秋田大学　よさこいサークル　よさとせ歌舞輝 MEGERE みなとWAKAHATO　Jr. 鳳翔乱舞 フリーダンス「いやさかAKITA」
保戸野ニレの木キッズ 江刺華舞斗 風舞 飛び入り可能 みちのくYOSAKOI　THE！！駆波”乱 みちのく秋田　おきみ組 飛び入り可能

旭川清流キッズ 桜秀心舞 大東Yosakoi 恋・来い連「菅原組」 飛び入り可能 フリーダンス「よっちょれ」 二ツ井恋舞
15:00 虹（ｱｲﾘｽ）明徳 飛び入り可能 15:00 闘心乱華 15:00 乱姫龍 飛び入り可能 15:00 フリーダンス「いやさかAKITA」 15:00 蒼華天夢

新屋なるこKIDS チーム風子 舞斗音納 楽心舞夢 横手舞組
馬花道 大仙こまち百蓮會 神崋夜 横城小町 ステータス in 本荘・にかほ
ヤートセ秋田　酔楽天 舞姿道みろく 笑泉百景 飛び入り可能 『華・from KAMI』 笑歓星 飛び入り可能

チーム風子 TEAM SAKURA 秋田まるまる愛好会 飛び入り可能 遊舞 新屋なるこKIDS
よさこい　－残－ 美咲華 AIUヤートセチーム亜瑠団 飛び入り可能 大館よさこいチーム鳳翔華 出羽天神連　群青
笑泉百景 飛び入り可能 虹（ｱｲﾘｽ）明徳 飛び入り可能 乱舞姫 萌芽笑天 由利本荘いなせ組
紅翔蘭舞會 風舞 飛び入り可能 Эиii 煌姫神 鳳翔乱舞
遊舞 二ツ井恋舞 江刺華舞斗 踊り子集団乱乱流 飛び入り可能 神威
神崋夜 遊め組 紅翔連 MEGERE 夢湊烈風

16:00 神威 16:00 華風舞 16:00 東北公益文科大学よさこいソーラン部「蒼嵐」 飛び入り可能 16:00 桜秀心舞 16:00 郷友連合　とめっきゅう
ステータス in 本荘・にかほ 神崋夜 チーム風子 乱姫龍 飛び入り可能 チームわげもん
チームわげもん 笑泉百景 大館よさこいチーム鳳翔華 金西どじょふなKIDS 飛び入り可能 やまがた　乃舞士 飛び入り可能

秋田まるまる愛好会 飛び入り可能 ステータス in 本荘・にかほ 大仙こまち百蓮會 本荘舞夢「踊らん会」 十六夜桜組
踊り子集団乱乱流 飛び入り可能 蒼華天夢 楽心舞夢 出羽天神連　群青 闘心乱華
さくらYOSAKOI PR隊 みちのくYOSAKOI　THE！！駆波”乱 紅翔蘭舞會 羽跳天 虹（ｱｲﾘｽ）明徳 飛び入り可能

風舞 飛び入り可能 鳳翔乱舞 遊舞 宮城学院女子大学　よさこい部　Posso ballare? MG AIUヤートセチーム亜瑠団 飛び入り可能

ステータス in 本荘・にかほ 神威 萌芽笑天 秋田大学　よさこいサークル　よさとせ歌舞輝 Эиii
遊舞 由利本荘いなせ組 踊り子集団乱乱流 飛び入り可能 紅翔連 みちのく秋田　おきみ組 飛び入り可能

チーム風子 煌姫神 横手舞組 よさこい　－残－ フリーダンス「POWER」
17:00 よさこい　－残－ 17:00 夢湊烈風 17:00 江刺華舞斗 17:00 華風舞 17:00 フリーダンス「よっちょれ」

笑泉百景 飛び入り可能 横城小町 笑泉百景 飛び入り可能 フリーダンス「愛日本」 終了
紅翔蘭舞會 舞斗音納 神崋夜 フリーダンス「POWER」
神崋夜 本荘舞夢「踊らん会」 フリーダンス「よっちょれ」 終了
チームわげもん やまがた　乃舞士 飛び入り可能 フリーダンス「いやさかAKITA」
秋田大学　よさこいサークル　よさとせ歌舞輝 TEAM SAKURA　スマイルキッズ 終了
ヤートセ秋田　酔楽天 大館よさこいチーム鳳翔華
神威 東北公益文科大学よさこいソーラン部「蒼嵐」 飛び入り可能

さくらYOSAKOI PR隊 十六夜桜組
風舞 飛び入り可能 乱姫龍 飛び入り可能

18:00 馬花道 飛び入り可能 18:00 萌芽笑天 18:00 18:00 18:00
踊り子集団乱乱流 飛び入り可能

AIUヤートセチーム亜瑠団 飛び入り可能

チームわげもん
秋田大学　よさこいサークル　よさとせ歌舞輝

TEAM SAKURA
紅翔蘭舞會
ヤートセ秋田　酔楽天
閉会式
閉会式

19:00 19:00 閉会式 19:00 19:00 19:00

審査演舞

審査演舞

審査演舞

大町ステージ会場 大町ステージ会場（ステージ形式） 通町第２会場（パレード形式） 通町第３会場（パレード形式）通町第１会場（パレード形式）

審査演舞


