
YOSAKOIぶち楽市民祭２０１８ with 第１７回よさこい山口県大会
タイムスケジュール

12
17

広島県 福山市

大阪府 貝塚市

山口県連企画　『維新』合同演舞

表彰式

山口県 岩国市 下関市立大学よさこいダンスサークル  震 山口県 下関市

舞龍人 山口県 下関市山口県 宇部市

馬関奇兵隊 山口県 下関市
山口県 下関市

Kagashi無限隊（初） 福岡県 うきは市吉井町

山口県 山陽小野田市
岩国よさこい舞　我楽 山口県 岩国市

山口県 萩市 肥後荒尾さのよい踊り子隊　　 熊本県 荒尾市

山口県山口市 よさこい 雅月 広島県 広島市

15

21

馬関社中 山口県 下関市

甦町屋社中 山口県山口市山口県 下関市

一蓮 山口県 萩市
山口県 下関市

長州青組 山口県山口市
福岡県 うきは市吉井町

爽風恋 福岡県 北九州市

山口県 宇部市 よさこいドリームキッズ（初） 福岡県 福岡市

熊本県 荒尾市 長州南蛮連 山口県 宇部市

山口県 山口市

21

27

島根県立大学よさこい橙蘭 島根県 浜田市

黒崎よさこい連 福岡県 北九州市山口県 下関市

夢舞隊（初） 大阪府 貝塚市
広島県 尾道市・三原市

菊川よさこい蓮合 山口県 下関市菊川町

山口県山口市
備後ばらバラよさこい踊り隊（初） 広島県 福山市

熊本県 熊本市 さるくCity４〇３遊歩隊～一蓮風雅～ 長崎県 佐世保市

山口県 宇部市 山口大学よさこいやっさん！！ 山口県山口市

33

27広島県 広島市

14:03

山口県山口市

降松星組 山口県 下松市

長州蛮子隊（初） 山口県 宇部市山口県 岩国市

蕾-tsubomi-（初） 福岡県 北九州市
山口県 下関市

仁双弐心 山口県 山陽小野田市

山口県 下関市
わん！〜WAN〜 山口県 下関市

福岡県 北九州市 山口県立大学よさこい部 奄美連合萩組 山口県山口市

山口県 宇部市 福山市役所連 幸盛隊（初） 広島県 福山市

13:03

21

9

あとう桜舞withよさこい連～忍～ 山口県 山口市

山口県 下関市 錦よさこい連　螢 山口県 岩国市

梅光学院大学よさこいダンス部LUCIS 山口県 下関市福岡県 北九州市

岩国いいとも隊 山口県 岩国市
広島県 福山市

縁結び 山口県 宇部市
山口県山口市

伽羅 山口県 下関市

山口県 下関市 岩国よさこい連『姫竜』 山口県 岩国市

山口県 宇部市 門司よさこい連 〇哩 福岡県 北九州市

45
長州青組

39

広島県 尾道市・三原市

山口県 宇部市

熊本県 熊本市

山口県 下関市

よさこいチーム　刻

宇部フロンティア大学 よさこい 桜翔連

肥後真狗舞～九州がっ祭～

雅楽艶

総踊り（山口県総踊り曲：よさざんまい）

審査委員紹介

10:55

11:00

10:35

10:45

10:50

11:30 馬関奇兵隊 山口県 下関市

み ず ほ 銀 行 前 会 場
10:20

10:25

銀座通り商店街振興組合　理事長挨拶

YAMADA　DANCE　パフォーマンス

徳山中央保育園　パフォーマンス

開会式（山口県よさこい連絡協議会県会長挨拶）

大賞カップ返還（仁双弐心）

踊り子宣誓（馬関社中）

銀座通り（練り歩き）会場 駐 車 場 会 場

山口県 下松市

山口県山口市

山口県 宇部市
山口県 宇部市

14 翔華舞心 11:15
12

7 甦町屋社中6

11:00 降松星組

27

33

28 蕾-tsubomi-（初）3

2 24 山口県立大学よさこい部 奄美連合萩組 山口県山口市
21 わん！〜WAN〜 21

1 18 よさこい舞遊団 華舞姫（初）

49

5 42 岩国よさこい舞　我楽 山口県 岩国市 42

35 福山市役所連 幸盛隊（初）4 36 仁双弐心 山口県 山陽小野田市

下関市立大学よさこいダンスサークル  震 51
6 48 長州わ組（初） 山口県 宇部市

12:03 長州南蛮連

5756 よさこい舞遊団 華舞姫（初）

12:03

9

山口県 宇部市

福岡県 北九州市

15

8 12:00 山口大学よさこいやっさん！！ 山口県山口市

7 54 よさこい 雅月 広島県 広島市

10 黒崎よさこい連10 12 舞龍人 山口県 下関市

9 6 馬関社中 山口県 下関市

17 島根県立大学よさこい橙蘭11 18 一蓮 山口県 萩市

12 24 Kagashi無限隊（初） 福岡県 うきは市吉井町 24 菊川よさこい蓮合 山口県 下関市菊川町

山口県 岩国市

27

21
島根県 浜田市

山口県 宇部市

長崎県 佐世保市 長州よさこい連 崋劉眞
36 肥後荒尾さのよい踊り子隊　　 熊本県 荒尾市

15 42 備後ばらバラよさこい踊り隊（初） 広島県 福山市

13 30 爽風恋 福岡県 北九州市 31 錦よさこい連　螢

14
33

38 さるくCity４〇３遊歩隊～一蓮風雅～ 39

翔華舞心

神～JiN～（初） 愛知県 名古屋市

52 岩国いいとも隊 51

45 集え！旗士狂演 45

57

20 12 長州青組

59 伽羅18 13:00 甦町屋社中 山口県山口市

17 54 あとう桜舞withよさこい連～忍～ 山口県 山口市

16 48 夢舞隊（初） 大阪府 貝塚市

19 6 梅光学院大学よさこいダンス部LUCIS 山口県 下関市 13:06 馬関奇兵隊

福岡県 福岡市

34 雅楽艶

27 よさこい 雅月

山口県山口市 13 門司よさこい連 〇哩

21
20 宇部フロンティア大学 よさこい 桜翔連

18 縁結び 山口県 宇部市

22 24 よさこいドリームキッズ（初）

25 42 わん！〜WAN〜 山口県 下関市

24 36 下関市立大学よさこいダンスサークル  震 山口県 下関市

23 30 岩国よさこい連『姫竜』 山口県 岩国市

あとう桜舞withよさこい連～忍～

27 54 降松星組 山口県 下松市 55 肥後真狗舞～九州がっ祭～

28

26 48 錦よさこい連　螢 山口県 岩国市 48 長州よさこい連 崋劉眞

舞龍人

福山市役所連 幸盛隊（初） 広島県 福山市 30 Kagashi無限隊（初）33 30

41 よさこいチーム　刻

23

29 6 蕾-tsubomi-（初） 福岡県 北九州市
14:02 長州蛮子隊（初）

14:00 岩国いいとも隊 山口県 岩国市

30 12 伽羅 山口県 下関市
9

32 24 門司よさこい連 〇哩 福岡県 北九州市

31 18 翔華舞心 山口県 宇部市 16

36 宇部フロンティア大学 よさこい 桜翔連 山口県 宇部市 37 縁結び

35

48 雅楽艶 山口県 下関市

42 黒崎よさこい連 福岡県 北九州市

34

38 15:00 長州よさこい連 崋劉眞 山口県山口市 58 長州わ組（初） 57
37 54 菊川よさこい蓮合 山口県 下関市菊川町

51 岩国よさこい連『姫竜』 51

15:05 馬関社中39 6 さるくCity４〇３遊歩隊～一蓮風雅～ 長崎県 佐世保市

36
44 肥後荒尾さのよい踊り子隊　　 45

41 18 よさこいチーム　刻 広島県 尾道市・三原市
19 一蓮

42

40 12 長州蛮子隊（初） 山口県 宇部市 12 仁双弐心

24 長州南蛮連 山口県 宇部市

長州わ組（初） 山口県 宇部市

42 神～JiN～（初） 愛知県 名古屋市

44 36 島根県立大学よさこい橙蘭 島根県 浜田市

40 山口県立大学よさこい部 奄美連合萩組45

43 30 肥後真狗舞～九州がっ祭～ 熊本県 熊本市
33 爽風恋

26 山口大学よさこいやっさん！！

山口県山口市

16:03

6

夢舞隊（初）
51

18

2446 24 我ッ彩 山口県 周南市

16:00

54 54

47 備後ばらバラよさこい踊り隊（初）48

48 36 周南誠友会 山口県 周南市 38

3147 30 くだまつ松笑連 山口県 下松市

49 42 周防紅華連 山口県 下松市 45

50 48 眞空羽-maku- 山口県 周南市
52

54

6

5 総踊り②

59 2020よさこいフラッグリレー
17:00

17:00 総踊り①

24 15 総踊り④

12

18

20 総踊り⑤

10 総踊り③

10

9

15

51

45

15

9

57

39

39

39

33

33

27

15:03

45

福岡県 北九州市

梅光学院大学よさこいダンス部LUCIS


