
かすやドームメイン会場 交流広場会場 かすや商工祭り会場 イオンモール福岡会場
【オープニング】

10 00 須賀IZANAI連

06 Ａブロックチーム･審査員紹介

12 新煽組

18 北九州市立大学 よさこいサークル 灯炎

24 粋

30 嘉人恋 【オープニング】 【オープニング】

36 威吹 粕屋東中中学連　輝龍天翔 我白天晴

42 APUよっしゃ虎威 よさこい踊り屋『菊頭』 仁双弐心

48 よさこい連みづま 舞うた！内橋ＴＳＵＢＯＭＩ組 若翔連

54 Breath 結連 Team Tachibana

11 00 紀道 【オープニング】 山口大学よさこいやっさん！！ 黒崎wavsav

06 響’連 新煽組 あかし 大和撫子ひなあられ隊

12 桜舞連 九州看護福祉大学 飛羽隊 眞空羽-MAKU- 速来舞人

18 ふくこい連 草野キッズビクス 威吹 志免清龍隊

24 DocoSoy竹松ゆかた組 ＩＺＡＮＡＩ北海道 嘉人恋 ＫＡＷＡＴＡＮＡおどり連～孔雀～

30 かごしま新世界 肥後真狗舞～九州がっ祭～ さるくCity4○3遊歩隊～一蓮風雅～

36 わん！～wan！～ よさこいドリームキッズ 太宰府まほろば衆　梅王

42 佐賀大学 嵐舞 大分大学「獲天」 周防紅華連

48 博多よさこい連 よさこい連みづま 流

54 舞うた！内橋ＴＳＵＢＯＭＩ組 千福・紫琉海都 佐世保男子学生チーム～大和～

12 00 紀道 APUよっしゃ虎威 新羅

06 桜舞連 Breath 粋

12 Bブロックチーム･審査員紹介 下関市立大学よさこいダンスサークル震 あっぱれ青組 よさこい踊り屋『菊頭』

18 JR九州櫻燕隊 北九州市立大学 よさこいサークル 灯炎 西鉄よさこい連 粕屋東中中学連　輝龍天翔

24 仁双弐心 若翔連 ENTORANCE102 錦よさこい連 螢

30 山口大学よさこいやっさん！！ DocoSoy竹松ゆかた組 GO　GO　CLAP☆　Honeys

36 草野キッズビクス 佐世保女子高校生チーム　雅～MIYABI～ あかし

42 肥後真狗舞～九州がっ祭～ かごしま新世界 ふくこい連

48 大和撫子ひなあられ隊 博多よさこい連 威吹

54 九州看護福祉大学 飛羽隊 大分大学「獲天」

13 00 よさこいドリームキッズ 一喜一遊

06 黒崎wavsav 志免清龍隊

12 Ｙｏｓａｋｏｉ戸原たい！ 須賀IZANAI連 下関市立大学よさこいダンスサークル震

18 周防紅華連 ENTORANCE102 速来舞人

24 太宰府まほろば衆　梅王 ＫＡＷＡＴＡＮＡおどり連～孔雀～ 桜舞連

30 Team Tachibana あっぱれ青組 新煽組

36 よさこい踊り屋『菊頭』 佐賀大学 嵐舞 千福・紫琉海都

42 大分大学「獲天」 新羅 嘉人恋

48 さるくCity4○3遊歩隊～一蓮風雅～ 佐世保女子高校生チーム　雅～MIYABI～ ＩＺＡＮＡＩ北海道

54 粕屋東中中学連　輝龍天翔 JR九州櫻燕隊 結連

14 00 山口大学よさこいやっさん！！ 佐世保男子学生チーム～大和～ わん！～wan！～

06 錦よさこい連 螢 流 紀道

12 Cブロックチーム･審査員紹介 西鉄よさこい連 仁双弐心 Breath

18 あっぱれ青組 周防紅華連 粋 眞空羽-MAKU-

24 ＫＡＷＡＴＡＮＡおどり連～孔雀～ 我白天晴 Ｙｏｓａｋｏｉ戸原たい！ 肥後真狗舞～九州がっ祭～

30 一喜一遊 太宰府まほろば衆　梅王 DocoSoy竹松ゆかた組

36 志免清龍隊 須賀IZANAI連 博多よさこい連

42 下関市立大学よさこいダンスサークル震 大和撫子ひなあられ隊 草野キッズビクス

48 あかし 響’連 舞うた！内橋ＴＳＵＢＯＭＩ組

54 若翔連 佐賀大学 嵐舞 よさこい連みづま

15 00 GO　GO　CLAP☆　Honeys APUよっしゃ虎威 北九州市立大学 よさこいサークル 灯炎 大分大学「獲天」

06 錦よさこい連 螢 黒崎wavsav さるくCity4○3遊歩隊～一蓮風雅～ かごしま新世界

12 ENTORANCE102 Team Tachibana JR九州櫻燕隊 九州看護福祉大学 飛羽隊

18 佐世保女子高校生チーム　雅～MIYABI～ よさこい踊り屋『菊頭』 ふくこい連 よさこいドリームキッズ

24 新羅 粕屋東中中学連　輝龍天翔 新煽組 桜舞連

30 西鉄よさこい連 一喜一遊

36 流 Ｙｏｓａｋｏｉ戸原たい！

42 速来舞人 わん！～wan！～

48 佐世保男子学生チーム～大和～ Breath

54 我白天晴 威吹

16 00

06

12 千福・紫琉海都

18 眞空羽-MAKU-

24 ＩＺＡＮＡＩ北海道

30 結連

36 フレンズ音頭

42 輝縁

48 第16回YOSAKOI九州中国祭り～させぼオールスターズ

54 須賀IZANAI連

17 00 踊ッ天童！かすや親善隊

06 筑前かすや一番隊

12 実行委員長・町長挨拶

18

24

30

36 奨励賞チーム①演舞

42 奨励賞チーム②演舞

48 Aブロック優秀賞チーム演舞

54 Bブロック優秀賞チーム演舞

18 00 Cブロック優秀賞チーム演舞

06

12

18

24 Aブロック大賞チーム演舞

30 Bブロック大賞チーム演舞

36 Ｃブロック大賞チーム演舞

42

48

54 閉　会　式

※太枠内演舞は審査

【 総 踊 り 】
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ブロック大賞チーム発表及び表彰

アトラクション
須賀IZANAI連

会場賞・奨励賞・優秀賞
発表及び表彰
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夢♡かすや

アトラクション
プルメリア信子教室（フラダンス）

アトラクション
プルメリア信子教室（フラダンス）

第17回　YOSAKOI かすや祭り　タイムスケジュール

時間 ブロック
8　日　（日）
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アトラクション
新潟下駄総踊り

アトラクション
ベリーツインズ


