
【第31回YOSAKOIソーラン祭り　大通パレード会場】

チケット販売枠

【企画】OPパレード 【企画】OPパレード

【企画】OPパレード 【企画】OPパレード

【企画】合同パレード「Street of the Soran」 【企画】合同パレード「よっちょれ」

粋〜IKI〜 北海学園大学 屯田舞遊神

Re:Birth 札幌大学La fête

GOGO'S&クワザワグループ ソフトバンクよさこい部

SAPPOROこいこい RHKさっぽろ

名古屋学生チーム『鯱』 旭川北の大地

恵庭紅鴉 渚一世風美

炎-HOMURA- 百華夢想

テスク＆祭人 酪農学園大学

佛教大学よさこいサークル紫踊屋 東京理科大学Yosakoiソーラン部

REDA舞神楽 新琴似天舞龍神

コンサフリーク〜北海道武蔵女子短期大学〜 市立船橋高校吹奏楽部THEヨサコイ

女満別龍舞隊 ミナオ・ドーレくしろ

井原水産＆北星学園 百合文殊

CHIよREN北天魁 北翔大学〜友和〜

黎舞-Live- ＪＣＢ・夢翔舞

AJG　KIDS よさこいダンスチーム東海大学響

東海大学〜祭屋〜 YOSAKOIソーランチーム傾徒

東明館中学校2年生（※） さぁさ みんなで どっこいしょ 連続出場31年‼（※）

平岸天神ジュニア（※） とらっくよさこい（ちふれ）（※）

江別まっことえぇ＆北海道情報大学 北海道文教大学〜陽燕〜

藤・北大＆ホンダカーズ北海道 長崎大学「突風」

室蘭百花繚蘭 石狩流星海

札幌学院大学・文京台 公立千歳科学技術大学「光一天」

法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 平岸天神

平取義経なるこ会 SA:GA-彩雅-

劇団果実籠 グラフィックホールディングスpresents倭奏

夢想漣えさし 我流

みちのくYOSAKOI　THE!!駆波”乱（※） バサラ瑞浪（※）

夜桜金魚とまこまいJAPAN with 風雪太鼓（※） おみが和よさこい会和気藹藹（※）

一次審査

④ブロック

一次審査

③ブロック

【桟敷席】

2回目

12：10

↓

13：30

第31回YOSAKOIソーラン祭り　演舞スケジュール

【大通南北パレード会場】

※以下は、６月５日現在のスケジュールです。

　今後、演舞順・内容が変更になる可能性がございます。ご了承ください。

　（その場合もチケットの払い戻しは致しかねますのでご了承ください。）

6月11日（土）10:00～17:00　《本祭一次審査会場》
（※）は審査対象外チーム

北コース 南コース

【桟敷席】

1回目

10：00

↓

11：50

一次審査

①ブロック

一次審査

②ブロック

【桟敷席】

3回目

13：50

↓

15：20

一次審査

⑤ブロック

一次審査

⑥ブロック
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【第31回YOSAKOIソーラン祭り　大通パレード会場】

龍谷大学 華舞龍 朝倉無限隊　夢幻。

関東学院大学”誇咲” 東京農業大学「農天揆」

深華月（※） 北昴

天嵩〜Amata〜 心〜sin〜釧路学生魂

北海道大学"縁" Excla!matioN

函館学生連合〜息吹〜 弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣

踊るBAKA!TOKYO 早稲田大学"踊り侍"

北海道科学大学〜相羅〜 コカ·コーラ札幌国際大学

札幌新陽高校　紺碧（※） 祭りや（※）

バンザイ！！NARUKO CARNIVAL（※）

チケット販売枠

市立船橋高校吹奏楽部THEヨサコイ

北コース 南コース

夢想漣えさし平岸天神

■11日（土）の大通南北パレード会場は、本祭一次審査の会場となります。

■（※）がついているチームは、審査対象外演舞です。

■サタデーナイトパレードでは審査は行われません。

北海道大学"縁"

新琴似天舞龍神REDA舞神楽

【桟敷席】

17：20

↓

19：00

GOGO'S&クワザワグループ

ＪＣＢ・夢翔舞

石狩流星海

北海道科学大学〜相羅〜

恵庭紅鴉

粋〜IKI〜 北海学園大学

劇団果実籠

井原水産＆北星学園

名古屋学生チーム『鯱』

グラフィックホールディングスpresents倭奏

天空しなと屋 RED ASIA

江別まっことえぇ＆北海道情報大学

SAPPOROこいこい

コカ·コーラ札幌国際大学

【桟敷席】

4回目

15：40

↓

17：00

一次審査

⑦ブロック

一次審査

⑧ブロック

サタデーナイトパレード

天嵩〜Amata〜

CHIよREN北天魁

藤・北大＆ホンダカーズ北海道

とらっくよさこい（ちふれ）

北昴

Excla!matioN
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【第31回YOSAKOIソーラン祭り　大通パレード会場】

チケット販売枠

東京理科大学Yosakoiソーラン部 旭川北の大地

公立千歳科学技術大学「光一天」 Excla!matioN

粋〜IKI〜 北海学園大学 北海道科学大学〜相羅〜

よさこいダンスチーム東海大学響 東京農業大学「農天揆」

屯田舞遊神 ＪＣＢ・夢翔舞

北昴 江別まっことえぇ＆北海道情報大学

おみが和よさこい会和気藹藹 YOSAKOIソーランチーム傾徒

天空しなと屋 RED ASIA 百合文殊

藤・北大＆ホンダカーズ北海道 夜桜金魚とまこまいJAPAN with 風雪太鼓

市立船橋高校吹奏楽部THEヨサコイ 室蘭百花繚蘭

弘前大学よさこいサークルHIRODAI焔舞陣 石狩流星海

法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 AJG　KIDS

GOGO'S&クワザワグループ

CHIよREN北天魁 平岸天神

東海大学〜祭屋〜 札幌学院大学・文京台

夢想漣えさし 酪農学園大学

新琴似天舞龍神 グラフィックホールディングスpresents倭奏

コカ·コーラ札幌国際大学 屯田舞遊神

REDA舞神楽 札幌大学La fête

渚一世風美 祭りや

函館学生連合〜息吹〜 東京理科大学Yosakoiソーラン部

北翔大学〜友和〜 北海道大学"縁"

我流 さぁさ みんなで どっこいしょ 連続出場31年‼

ソフトバンクよさこい部 佛教大学よさこいサークル紫踊屋

女満別龍舞隊 井原水産＆北星学園

天嵩〜Amata〜

コンサフリーク〜北海道武蔵女子短期大学〜 炎-HOMURA-

名古屋学生チーム『鯱』 平取義経なるこ会

踊るBAKA!TOKYO テスク＆祭人

龍谷大学 華舞龍 Re:Birth

北海道文教大学〜陽燕〜 長崎大学「突風」

みちのくYOSAKOI　THE!!駆波”乱 SAPPOROこいこい

黎舞-Live- 百華夢想

SA:GA-彩雅- 深華月

コンサフリーク〜北海道武蔵女子短期大学〜 早稲田大学"踊り侍"

祭りや 朝倉無限隊　夢幻。

ミナオ・ドーレくしろ 合同パレード「Street of the Soran」

心〜sin〜釧路学生魂

チケット販売枠

セミファイナル審査進出チームを中心に、

30周年を彩る多彩なチームが出演します。

※進出チームは6月12日（日）昼頃

発表予定です。

ファイナル審査進出チーム

10チームが演舞いたします

※進出チームは6月12日（日）昼頃

発表予定です。

南コース

6月12日（日）10:00～18:20頃

【桟敷席】

17：10

↓

終演

（18：20頃）

《ファイナルパレード》

北コース

北コース 南コース

【桟敷席】

1回目

10：00

↓

11：50

審査

対象外

演舞

審査

対象外

演舞

《30周年記念パレード》

【桟敷席】

2回目

12：10

↓

14：00

審査

対象外

演舞

審査

対象外

演舞

審査

対象外

演舞

審査

対象外

演舞

【桟敷席】

3回目

14：20

↓

終演

（16：10

頃）
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