
時間 大手前公園 城見台公園 駅前芝生広場 西二階町商店街 イーグレ前～本町商店街

9:30 オープニング

10:00 我楽多 いろは。 ほろろ一座
10:06 おどり屋笑颱 WEST夢音舞 播州わらべ
10:12 純大恋 八琴栾 裏播州鬼ほおずき灯
10:18 丹波篠山楽空間 踊っこひおか 我夢者羅
10:24 「○」屋～祭流屋～ チーム鬼灯 なにわ舞人 桔梗
10:30 姫龍ｚ 舞乱～MAIRAN～ 咲夢麗衣 チーム満天星
10:36 破天荒 よさこい播州櫻組 華鹿 クラーク高校「百花繚乱」
10:42 御津の踊り子 恋 天晴！舞道連
10:48 風火雷霆 翔～tsubasa～ 丹波沼貫よさこいチーム　一心貫
10:54 そうさ俺達ジョニー一家！只今参上RollingSpecial 輝楽 合点
11:00 麗舞 播磨乃國☆よさこい衆　嵐華龍神 よさこいち～夢　　笑輝 いろは。
11:06 いちえもん 我楽多 WEST夢音舞
11:12 浜っ子２０００ おどり屋笑颱 八琴栾

11:18 えぇもんひろめ隊 純大恋 舞ええ華 踊っこひおか
11:24 SMILEひろめたらん会 丹波篠山楽空間 フレンドリー絆 ほろろ一座 チーム鬼灯
11:30 碧空～ciel～ 「○」屋～祭流屋～ 篠恋 播州わらべ 舞乱～MAIRAN～
11:36 和笑 姫龍ｚ 舞鶴よさこい連 裏播州鬼ほおずき灯 よさこい播州櫻組
11:42 風舞輝～fubuki～ 破天荒 なにわ舞人 我夢者羅
11:48 Nalko連おどりや 御津の踊り子 咲夢麗衣 桔梗
11:54 京丹後よさこい連 風火雷霆 華鹿 チーム満天星
12:00 天晴！舞道連 クラーク高校「百花繚乱」
12:06 丹波沼貫よさこいチーム　一心貫 いろは。
12:12 合点 WEST夢音舞
12:18 よさこいち～夢　　笑輝 八琴栾
12:24 踊っこひおか
12:30 チーム鬼灯
12:36 舞乱～MAIRAN～
12:42 よさこい播州櫻組 SMILEひろめたらん会
12:48 碧空～ciel～
12:54 和笑

13:00 篠恋 そうさ俺達ジョニー一家！只今参上RollingSpecial ほろろ一座 風舞輝～fubuki～
13:06 舞鶴よさこい連 麗舞 播州わらべ 我楽多

13:12 なにわ舞人 いちえもん 裏播州鬼ほおずき灯 おどり屋笑颱
13:18 咲夢麗衣 浜っ子２０００ 我夢者羅 純大恋
13:24 華鹿 えぇもんひろめ隊 桔梗 丹波篠山楽空間
13:30 天晴！舞道連 舞ええ華 チーム満天星 「○」屋～祭流屋～
13:36 丹波沼貫よさこいチーム　一心貫 フレンドリー絆 クラーク高校「百花繚乱」 姫龍ｚ
13:42 合点 Nalko連おどりや いろは。 破天荒
13:48 よさこいち～夢　　笑輝 京丹後よさこい連 WEST夢音舞 御津の踊り子
13:54 SMILEひろめたらん会 風火雷霆
14:00 ほろろ一座 碧空～ciel～ 八琴栾 そうさ俺達ジョニー一家！只今参上RollingSpecial

14:06 播州わらべ 和笑 踊っこひおか 麗舞
14:12 裏播州鬼ほおずき灯 風舞輝～fubuki～ チーム鬼灯 我楽多 いちえもん
14:18 我夢者羅 舞乱～MAIRAN～ おどり屋笑颱 浜っ子２０００
14:24 桔梗 なにわ舞人 よさこい播州櫻組 純大恋 えぇもんひろめ隊
14:30 チーム満天星 咲夢麗衣 恋 丹波篠山楽空間
14:36 クラーク高校「百花繚乱」 華鹿 翔～tsubasa～ 「○」屋～祭流屋～
14:42 舞ええ華 天晴！舞道連 輝楽 姫龍ｚ
14:48 フレンドリー絆 丹波沼貫よさこいチーム　一心貫 播磨乃國☆よさこい衆　嵐華龍神 破天荒
14:54 合点 SMILEひろめたらん会 御津の踊り子

15:00 いろは。 よさこいち～夢　　笑輝 碧空～ciel～ 風火雷霆
15:06 WEST夢音舞 ほろろ一座 和笑 そうさ俺達ジョニー一家！只今参上RollingSpecial

15:12 八琴栾 播州わらべ 風舞輝～fubuki～ 麗舞
15:18 踊っこひおか 裏播州鬼ほおずき灯 Nalko連おどりや いちえもん
15:24 チーム鬼灯 我夢者羅 京丹後よさこい連 浜っ子２０００
15:30 舞乱～MAIRAN～ 桔梗 我楽多 えぇもんひろめ隊 なにわ舞人
15:36 よさこい播州櫻組 チーム満天星 おどり屋笑颱 咲夢麗衣
15:42 恋 クラーク高校「百花繚乱」 純大恋 華鹿
15:48 翔～tsubasa～ 篠恋 丹波篠山楽空間 天晴！舞道連
15:54 輝楽 舞鶴よさこい連 「○」屋～祭流屋～ SMILEひろめたらん会 丹波沼貫よさこいチーム　一心貫
16:00 播磨乃國☆よさこい衆　嵐華龍神 姫龍ｚ 碧空～ciel～ 合点
16:06 破天荒 和笑 よさこいち～夢　　笑輝
16:12 御津の踊り子 風舞輝～fubuki～
16:18 風火雷霆
16:24 そうさ俺達ジョニー一家！只今参上RollingSpecial

16:30 麗舞
16:36 いちえもん
16:42 浜っ子２０００

16:48 えぇもんひろめ隊
16:54
17:00
17:06
17:12
17:18
17:24

17:30 ファイナル出場チーム発表

17:42 総踊り（part1）
18:00

19:10 大旗・フラフ共演タイム

19:40 総評及び審査発表
授賞式
大賞演舞

総踊り（part2）
20:30 終了

ファイナル審査演舞（10チーム）～

地元団体によるパフォーマンス、
近隣のよさこい祭りPRタイム等

■第20回　ひめじ良さ恋祭り　タイムスケジュール

南中ソーランタイム


