
時間 時間 時間
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みちYOSAを支援する旗士会 おどっちゃ矢→もっと

東京農業大学　YOSAKOIソーラン部　大黒天 MEGERE 水戸藩YOSAKOI連

宮城学院女子大学よさこい部 Possoballare?MG 岩楽清風隊 砦焔 魂舞

聖和学園短期大学よさこい部和敬 我流 Ace

ヤートセ秋田酔楽天 凜牙 羽跳天

舞TAKANE 楽楽踊蘭会

弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣 古城松千代kid's 福島学生"源種" ～seed～

六葉～むつは～ 『華・from KAMI』 踊り子集団乱乱流

RHKせんだい さくらYOSAKOI天花 鳳翔乱舞

角田いなせ組 そらいろ みちのくYOSAKOI大漁連

かざね 會舞道郷人 海童いしゃり

グァテマラ

Smile for 山元 YOSAKOIとみや大清水 紺青八乙女 灯志

Smile for Japan Project 柴田よさこい美翔連 笑n結 遊美YOSAKOIおどり隊

酪農学園大学 紅翔連 南仙台桜獅子連

会津大学　慧 桜家一門YOSAKORI隊 舞紅萩

SJPCheers チェリーズ

百華夢想　東京支部 チェリーズ仙南 加茂綱村太鼓

伊達たぬき 天真　馬陵玄武 北海道学生合同「北人」

彩音舞 みちYOSAを支援する旗士会

Smile for 山元 水戸藩YOSAKOI連

Smile for Japan Project 羽跳天 宮城学院女子大学よさこい部 Possoballare?MG

にゃんぽんたん　YOSAKOI選抜チーム 華風舞 よさこい走乱白石城

公立千歳科学技術大学「光一天」 魂舞 弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣

『華・from KAMI』 ヤートセ秋田酔楽天 Ace

魂響 舞TAKANE 福島学生"源種" ～seed～

NTTりんりんYOSAKOI連 ダンスよさこいチーム「神樂～kagura～」 角田いなせ組

凜牙 會舞道郷人 六葉～むつは～

みちのくYOSAKOI大漁連 鳳翔乱舞 みちのくYOSAKOIひとめぼれ

笑n結 神威 東京農業大学　YOSAKOIソーラン部　大黒天

さくらYOSAKOI天花 遊美YOSAKOIおどり隊 柴田よさこい美翔連

みちのくYOSAKOI THE!!駆波゛乱 海童いしゃり

桜家一門YOSAKORI隊 華日和 やまがた月の山

そらいろ 紅翔連 チェリーズ

酪農学園大学

東山道三蔵 おどっちゃ矢→もっと

Excla!matioN 伊達たぬき チェリーズ仙南

南仙台桜獅子連 彩音舞 天真　馬陵玄武

百華夢想　東京支部 MEGERE

轍-wadachi- 華風舞 我流

仙台コミ団 魂舞 よさこい走乱白石城

水戸藩YOSAKOI連 公立千歳科学技術大学「光一天」

踊り子集団乱乱流 にゃんぽんたん　YOSAKOI選抜チーム 『華・from KAMI』

羽跳天 舞TAKANE 岩楽清風隊

ダンスよさこいチーム「神樂～kagura～」 砦焔 NTTりんりんYOSAKOI連

福島学生"源種" ～seed～ 魂響 楽楽踊蘭会

加茂綱村太鼓 東京農業大学　YOSAKOIソーラン部　大黒天

會舞道郷人 古城松千代kid's

RHKせんだい グァテマラ 聖和学園短期大学よさこい部和敬

鳳翔乱舞 みちのくYOSAKOI大漁連 かざね

紺青八乙女 みちのくYOSAKOIひとめぼれ 神威

海童いしゃり 酪農学園大学 みちのくYOSAKOI THE!!駆波゛乱

灯志

舞紅萩 華日和 桜家一門YOSAKORI隊

やまがた月の山 おどっちゃ矢→もっと 伊達たぬき

南仙台桜獅子連 百華夢想　東京支部 SJPCheers

北海道学生合同「北人」 Excla!matioN 彩音舞

会津大学　慧 東山道三蔵 天真　馬陵玄武

みちYOSAを支援する旗士会

そらいろ 轍-wadachi- 華風舞

よさこい走乱白石城 MEGERE

我流 砦焔

宮城学院女子大学よさこい部 Possoballare?MG 弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣 NTTりんりんYOSAKOI連

にゃんぽんたん　YOSAKOI選抜チーム

公立千歳科学技術大学「光一天」 凜牙

Ace 聖和学園短期大学よさこい部和敬 古城松千代kid's

魂響 角田いなせ組 RHKせんだい

ダンスよさこいチーム「神樂～kagura～」 グァテマラ さくらYOSAKOI天花

六葉～むつは～ かざね 笑n結

みちYOSAを支援する旗士会 みちのくYOSAKOIひとめぼれ 紺青八乙女

東北音頭をおどろう会

神威 楽楽踊蘭会 華日和

遊美YOSAKOIおどり隊 柴田よさこい美翔連 紅翔連

やまがた月の山 灯志 舞紅萩

東山道三蔵 SJPCheers Excla!matioN

チェリーズ 会津大学　慧 百華夢想　東京支部

みちのくYOSAKOI THE!!駆波゛乱 おどっちゃ矢→もっと

桜家一門YOSAKORI隊 南仙台桜獅子連 轍-wadachi-

天真　馬陵玄武 チェリーズ仙南 そらいろ

みちのくYOSAKOI THE!!駆波゛乱 北海道学生合同「北人」 伊達たぬき

大賞チーム演舞 酪農学園大学 踊り子集団乱乱流

定禅寺通（パレード） 市民広場 勾当台公園 仙台駅前 あすと長町杜の広場公園
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GGSO
（Golden Group Sounds
Orchestra）

砦焔

聖和学園短期大学よさこい部和敬

RHKせんだい

古城松千代kid's

彩音舞

よさこい走乱白石城

華風舞

にゃんぽんたん　YOSAKOI選抜チーム

公立千歳科学技術大学「光一天」

NTTりんりんYOSAKOI連

魂響

ダンスよさこいチーム「神樂～kagura～」

みちのくYOSAKOIひとめぼれ

神威

東京農業大学　YOSAKOIソーラン部　大黒天

華日和

やまがた月の山

みちのくYOSAKOI THE!!駆波゛乱

Excla!matioN

東山道三蔵

みちのくYOSAKOI THE!!駆波゛乱

轍-wadachi-

岩楽清風隊

MEGERE

我流

仙台コミ団

踊り子集団乱乱流

楽楽踊蘭会

グァテマラ

かざね

紺青八乙女

灯志

舞紅萩

会津大学　慧

SJPCheers

北海道学生合同「北人」

Smile for 山元

Smile for Japan Project

宮城学院女子大学よさこい部 Possoballare?MG

ヤートセ秋田酔楽天

弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣

Ace

チェリーズ仙南

凜牙

角田いなせ組

六葉～むつは～

笑n結

さくらYOSAKOI天花

みちのくYOSAKOI大漁連

水戸藩YOSAKOI連

羽跳天

舞TAKANE

『華・from KAMI』

柴田よさこい美翔連

遊美YOSAKOIおどり隊

紅翔連

チェリーズ

YOSAKOIとみや大清水

鳳翔乱舞

加茂綱村太鼓

魂舞

會舞道郷人

海童いしゃり


