
１日目

神宮道 岡崎第二会場 梅小路公園 京都駅ビル ゼスト御池 イオンモールKYOTO

11:00 夢源風人 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 嘉們-KAMON-

11:07 京炎そでふれ！輪舞曲 京炎そでふれ！Tacchi 桜道里

11:14 なかとさもん 大和 ダンス集団カザミドリ

11:21 京炎そでふれ！彩京前線 バサラ風流倭尽心舞 京炎 そでふれ！京小町

11:28 つるみまんてんYo！∞ ＊ 結（つなぐ）

11:35 みのおよさこい踊り子隊“凛” 夢舞隊 チーム鬼灯

11:42 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」 よさこい連「わ」 不知火組

11:49 龍谷大学　華舞龍 神戸大学よさこいチーム山美鼓 京炎そでふれ　!　花風姿

11:56 ＊ 浪花乱風 京炎そでふれ！京躍華 京都チーム「櫻嵐洛」

12:03 大阪市立大学チーム朱蘭 狼煙 ＊ ＊ 京炎そでふれ！華羅紅

12:10 Encore 結（ゆい） 京炎 そでふれ！普及チーム 同志社大学 京都よさこい連 心粋 関西大学学生チーム"漢舞"

12:17 岡山うらじゃ連 楽鬼 福井大学よっしゃこい 岡山うらじゃ連笑輝 かんしゃら 金澤こまち

12:24 京炎そでふれ！チーム大曇天返し 夢源風人 京炎　そでふれ！おどりっつ 同志社大学よさこいサークル  よさ朗 京炎 そでふれ！志舞踊

12:31 京都八木よさこい 京炎そでふれ！輪舞曲 仁愛大学"我楽" 京炎そでふれ！咲産華

12:38 音錦 なかとさもん チーム鬼灯 ＊

12:45 ＊ 京炎そでふれ！彩京前線 不知火組 TUNAMIK-ai

12:52 ＊ 大阪市立大学チーム朱蘭 京炎そでふれ　!　花風姿 楽踊　ばおばお

12:59 ＊ Encore 京都チーム「櫻嵐洛」 よさこいにっぽん聖 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 夢舞隊

13:06 嘉們-KAMON- 岡山うらじゃ連 楽鬼 ＊ 勝山組 京炎そでふれ！Tacchi よさこい連「わ」

13:13 桜道里 京炎そでふれ！チーム大曇天返し 同志社大学 京都よさこい連 心粋 ＊ 大和 神戸大学よさこいチーム山美鼓

13:20 ダンス集団カザミドリ 京都八木よさこい かんしゃら 京炎 そでふれ！普及チーム バサラ風流倭尽心舞 京炎そでふれ！京躍華

13:27 京炎 そでふれ！京小町 音錦 同志社大学よさこいサークル  よさ朗 岡山うらじゃ連笑輝 つるみまんてんYo！∞

13:34 結（つなぐ） ＊ 京炎そでふれ！咲産華 京炎　そでふれ！おどりっつ みのおよさこい踊り子隊“凛”

13:41 ＊ ＊ 仁愛大学"我楽" 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」

13:48 ＊ TUNAMIK-ai ＊ 龍谷大学　華舞龍

13:55 嘉們-KAMON- 楽踊　ばおばお 浪花乱風

14:02 桜道里 よさこいにっぽん聖 狼煙 同志社大学 京都よさこい連 心粋

14:09 京炎そでふれ！華羅紅 ダンス集団カザミドリ 勝山組 結（ゆい） かんしゃら

14:16 関西大学学生チーム"漢舞" 京炎 そでふれ！京小町 ＊ 福井大学よっしゃこい 同志社大学よさこいサークル  よさ朗

14:23 金澤こまち 結（つなぐ） 大阪市立大学チーム朱蘭 ＊ 京炎そでふれ！咲産華

14:30 京炎 そでふれ！志舞踊 Encore 夢源風人

14:37 ＊ 岡山うらじゃ連 楽鬼 京炎そでふれ！輪舞曲 夢舞隊

14:44 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 京炎そでふれ！チーム大曇天返し なかとさもん よさこい連「わ」

14:51 京炎そでふれ！Tacchi 京炎そでふれ！彩京前線 神戸大学よさこいチーム山美鼓

14:58 大和 京炎そでふれ！京躍華

15:05 バサラ風流倭尽心舞 京炎そでふれ！華羅紅 ＊ 京都八木よさこい

15:12 京炎 そでふれ！普及チーム 関西大学学生チーム"漢舞" チーム鬼灯 音錦

15:19 岡山うらじゃ連笑輝 金澤こまち 不知火組 大阪市立大学チーム朱蘭

15:26 京炎　そでふれ！おどりっつ 京炎 そでふれ！志舞踊 夢源風人 つるみまんてんYo！∞ 京炎そでふれ　!　花風姿 Encore

15:33 仁愛大学"我楽" ＊ 京炎そでふれ！輪舞曲 みのおよさこい踊り子隊“凛” 京都チーム「櫻嵐洛」 岡山うらじゃ連 楽鬼

15:40 ＊ TUNAMIK-ai なかとさもん 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」 浪花乱風 京炎そでふれ！チーム大曇天返し

15:47 同志社大学 京都よさこい連 心粋 楽踊　ばおばお 京炎そでふれ！彩京前線 龍谷大学　華舞龍 狼煙

15:54 かんしゃら よさこいにっぽん聖 嘉們-KAMON- 結（ゆい）

16:01 同志社大学よさこいサークル  よさ朗 勝山組 桜道里 福井大学よっしゃこい

16:08 京炎そでふれ！咲産華 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 ダンス集団カザミドリ

16:15 京炎そでふれ！華羅紅 京炎そでふれ！Tacchi 京炎 そでふれ！京小町

16:22 関西大学学生チーム"漢舞" 大和 ＊

16:29 金澤こまち バサラ風流倭尽心舞 ＊

16:36 京炎 そでふれ！志舞踊 京炎 そでふれ！普及チーム ＊

16:43 ＊ 岡山うらじゃ連笑輝 京都八木よさこい

16:50 夢舞隊 京炎　そでふれ！おどりっつ 音錦

16:57 よさこい連「わ」 仁愛大学"我楽" つるみまんてんYo！∞

17:04 神戸大学よさこいチーム山美鼓 みのおよさこい踊り子隊“凛”

17:11 京炎そでふれ！京躍華 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」

17:18 TUNAMIK-ai 龍谷大学　華舞龍

17:25 楽踊　ばおばお

17:32 よさこいにっぽん聖

17:39 勝山組

17:46 ＊

17:53 浪花乱風

18:00 狼煙

18:07 結（ゆい）

18:14 福井大学よっしゃこい

18:21 チーム鬼灯

18:28 不知火組

18:35 京都チーム「櫻嵐洛」

18:42 京炎そでふれ　!　花風姿

18:49 ＊
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2日目

神宮道 岡崎第二会場 梅小路公園 ゼスト御池 イオンモールKYOTO 三条名店街商店街

11:00 京炎 そでふれ！京小町 輝粋 京炎そでふれ！彩京前線 大阪市立大学チーム朱蘭

11:07 チーム我楽者　長岡京市商工会青年部 京炎そでふれ！輪舞曲 大阪芸術大学よさこい×結び 同志社大学よさこいサークル  よさ朗

11:14 㐂燐 紀州床水組　翔凰会 一途＊iT＊ 笑舞翔華

11:21 京炎そでふれ！輝京 舞心座 蒼 京炎そでふれ！チーム大曇天返し かんしゃら

11:28 めいわこいや 京炎そでふれ！Tacchi 逢坂夢帆 和泉よさこい“りょく"

11:35 関西大学学生チーム"漢舞" 大和 嘉們-KAMON- 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」

11:42 大阪大学お祭りダンスサークル 祭楽人 同志社大学 京都よさこい連 心粋 仁愛大学"我楽" 岡山うらじゃ連 楽鬼

11:49 京都山城みつば家 京炎そでふれ！文舞蘭 天鵝絨 なかとさもん

11:56 みのおよさこい踊り子隊“凛” ダンス集団カザミドリ よさこい連「わ」 やいろ

12:03 〈仮称〉Dancing Mushrooms ＊ 結（つなぐ） 夢源風人 京炎そでふれ！咲産華

12:10 よさこい美山「山舞麗」 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 京都チーム「櫻嵐洛」 京炎 そでふれ！志舞踊 Encore

12:17 京炎そでふれ！京躍華 有閑踊り子一座 飛舞人 佛教大学よさこいサークル紫踊屋 バサラ風流倭尽心舞 京炎そでふれ！華羅紅

12:24 奏流 安倉おきゃん 華鹿 京炎そでふれ！大宮炎龍舞連 結（ゆい）

12:31 京炎そでふれ！花風姿 よさこいチーム庵 桜道里 舞踏衆団 幸舞輝 舞鶴よさこい連

12:38 浪花乱風 金澤こまち よさこい踊り「さい」 絆百祭

12:45 輝粋 京炎 そでふれ！京小町 京都文教大学よさこいサークル風竜舞伝 *

12:52 京炎そでふれ！輪舞曲 チーム我楽者　長岡京市商工会青年部 皇學館大学よさこい部”雅” 京炎そでふれ！彩京前線

12:59 紀州床水組　翔凰会 㐂燐 狼煙 大阪芸術大学よさこい×結び 嘉們-KAMON- 13:00 大阪市立大学チーム朱蘭

13:06 舞心座 蒼 京炎そでふれ！輝京 葉月-HAZUKI- 一途＊iT＊ 仁愛大学"我楽" 13:06 同志社大学よさこいサークル  よさ朗

13:13 京炎そでふれ！Tacchi めいわこいや ＊ 京炎そでふれ！チーム大曇天返し 天鵝絨 13:12 笑舞翔華

13:20 大和 ＊ 京炎そでふれ！咲産華 逢坂夢帆 よさこい連「わ」 13:18 かんしゃら

13:27 同志社大学 京都よさこい連 心粋 京炎そでふれ！京躍華 Encore * 結（つなぐ） 13:24 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」

13:34 京炎そでふれ！文舞蘭 奏流 京炎そでふれ！華羅紅 * 13:30 岡山うらじゃ連 楽鬼

13:41 ダンス集団カザミドリ 京炎そでふれ！花風姿 結（ゆい） 関西大学学生チーム"漢舞" 13:36 なかとさもん

13:48 ＊ 浪花乱風 舞鶴よさこい連 大阪大学お祭りダンスサークル 祭楽人 13:42 やいろ

13:55 京炎 そでふれ！志舞踊 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 京都山城みつば家 13:48 夢源風人

14:02 バサラ風流倭尽心舞 有閑踊り子一座 飛舞人 みのおよさこい踊り子隊“凛” 京都文教大学よさこいサークル風竜舞伝

14:09 京炎そでふれ！大宮炎龍舞連 よさこいチーム庵 〈仮称〉Dancing Mushrooms 皇學館大学よさこい部”雅”

14:16 舞踏衆団 幸舞輝 金澤こまち * 狼煙

14:23 絆百祭 京炎そでふれ！彩京前線 よさこい美山「山舞麗」 佛教大学よさこいサークル紫踊屋 葉月-HAZUKI-

14:30 安倉おきゃん 大阪芸術大学よさこい×結び 京都チーム「櫻嵐洛」

14:37 大阪市立大学チーム朱蘭 一途＊iT＊ 華鹿

14:44 同志社大学よさこいサークル  よさ朗 京炎そでふれ！チーム大曇天返し 桜道里

14:51 笑舞翔華 逢坂夢帆 よさこい踊り「さい」

14:58 かんしゃら ＊ *

15:05 和泉よさこい“りょく" 京炎 そでふれ！志舞踊 関西大学学生チーム"漢舞" 京炎 そでふれ！京小町 輝粋

15:12 嘉們-KAMON- バサラ風流倭尽心舞 大阪大学お祭りダンスサークル 祭楽人 チーム我楽者　長岡京市商工会青年部 京炎そでふれ！輪舞曲

15:19 仁愛大学"我楽" 京炎そでふれ！大宮炎龍舞連 京都山城みつば家 㐂燐 紀州床水組　翔凰会

15:26 天鵝絨 舞踏衆団 幸舞輝 みのおよさこい踊り子隊“凛” 京炎そでふれ！輝京 舞心座 蒼

15:33 よさこい連「わ」 絆百祭 〈仮称〉Dancing Mushrooms めいわこいや 京炎そでふれ！Tacchi

15:40 結（つなぐ） 安倉おきゃん 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」 京炎そでふれ！京躍華 大和

15:47 京炎そでふれ！咲産華 京都文教大学よさこいサークル風竜舞伝 岡山うらじゃ連 楽鬼 奏流 同志社大学 京都よさこい連 心粋

15:54 Encore 皇學館大学よさこい部”雅” なかとさもん 京炎そでふれ！花風姿 京炎そでふれ！文舞蘭

16:01 京炎そでふれ！華羅紅 狼煙 やいろ 浪花乱風 ダンス集団カザミドリ

16:08 結（ゆい） 葉月-HAZUKI- 夢源風人 よさこい美山「山舞麗」

16:15 舞鶴よさこい連 和泉よさこい“りょく"

16:22 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凜憧 佛教大学よさこいサークル紫踊屋

16:29 有閑踊り子一座 飛舞人 京都チーム「櫻嵐洛」

16:36 安倉おきゃん 華鹿

16:43 よさこいチーム庵 桜道里

16:50 金澤こまち よさこい踊り「さい」
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