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メイン会場となる大通公園は様々なイベントがもりだくさん！
「踊る」「観る」「食べる」「買う」などなど、楽しみが満載です！

大通公園  会場図
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大通パレード会場 北コース

大通パレード会場 南コース パレード（2回目） パレード（3回目）

アリーナ席 特別観覧席

大型ビジョン

クラウドファンディング
景品交換所

大型ビジョン

北の
ふーど
パーク

8日（水）～12日（日）の
5日間にわたって
メインステージの模様を中継！

10日（金）～12日（日）
メインステージの模様を中継！

札幌大通西4ビル
●大通献血ルーム（11F）
●イシヤ札幌大通本店
　（1F）
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※こちらの『イベントMAP』の内容については2022年4月末日現在の予定であり、変更になる可能性があります。

公式グッズ販売売 チケット売り場
西5～7丁目の各チケット売り場では
その丁目のチケットのみお買い求めいただけます。
※西8丁目のチケットは西7丁目チケット売り場で取り扱い。

チ

救護ブース救イインフォメーション

来場・観覧の際の注意事項

※表示価格は全て消費税込みです。 ※グッズのデザイン・価格は変更になる可能性があります。

今年も特別アイテムが多数登場!!
会場ではこの他にもたくさんのグッズが！
ぜひ会場でチェックしてください！

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

36.5

お祭り情報は公式HPや公式SNSでもお知らせしています。リアルタイムな情報を手に入れよう！

@YosakoiSoranFes@yosakoisoran www.yosakoi-soran.jp YosakoiSoranOC

祭りの熱狂をお手元に！
第31回YOSAKOIソーラン祭り
公式DVD

期間限定!
チームオリジナルDVDセットも!
お好きなチームの西8丁目メインステージの演舞を
1曲分完全収録したチームオリジナルDVDがつい
てくる期間限定セットも！なんとお値段そのまま！
▶詳細は公式ホームページにて

予約受付中! 予約受付中!

入場入場 入場

入場入場 入場

入場入場 入場

入場入場 入場

鳴子イヤリング・鳴子ピアス 各¥800 よさこいベア 各¥1,200

Tシャツ ¥2,500
フェイスタオル
¥1,200

発行｜YOSAKOIソーラン祭り実行委員会
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4月4日（月）～6月12日（日）
第31回YOSAKOIソーラン祭りのクラウド
ファンディングを実施いたします。

第31回YOSAKOIソーラン祭りを、街の舞台を、一緒に創ってください。

みんな一緒に！ラバーバンド
5日間定点映像DVDセット

30周年記念オリジナルピンバッヂ
演舞以外で！？ステージ登壇権利

パレードコースで写真が撮れる権利

札幌の目抜き通り、大通が舞台に!
観客の目の前で繰り広げられる迫力の演舞は必見!
札幌の目抜き通り、大通が舞台に!
観客の目の前で繰り広げられる迫力の演舞は必見!

大通南北パレード会場

多くのYOSAKOIソーランチームが熱い競演を魅せる!!
大通公園西8丁目メイン会場は、臨場感あふれる会場です!
多くのYOSAKOIソーランチームが熱い競演を魅せる!!
大通公園西8丁目メイン会場は、臨場感あふれる会場です!

大通公園西8丁目ステージ会場
特別観覧席で、ステージ正面から演舞を堪能する
特設ステージでの演舞を正面からご覧いただけるのが、この特別観覧席です。全会場中
唯一、参加全チームが登場するほか、オープニングやファイナルステージなどのイベント
もこのステージで行われます。是非、特別観覧席からお楽しみください。
ステージ目の前！アリーナ席で観覧する
メインステージの目の前のアリーナ席では、至近距離で椅子に座りながら演舞を観覧す
ることができます。
※例年「フリースペース」として無料開放しているスペースですが、第31回は感染対策（入
場者管理等）のため、「アリーナ席」として販売します。
※アリーナ席ご購入の方には、特典として限定オリジナルグッズ（非売品）をプレゼント！

桟敷席で迫力の演舞をゆったりと楽しむ
メインパレード会場となる大通パレード会場では、南
北のコースそれぞれの西5・6・7丁目に桟敷席が設
置されています。迫力の演舞を間近で、座りながら
じっくりと観覧することができます！
※例年とはパレードの進行が逆向きになります（西7
丁目→西5丁目に進行）
※飛沫防止のため桟敷席と演舞スペースの間には
透明幕を設置します。

感染対策に伴う変更点
《パレードコースの一部縮小》
●西9～10丁目コースは桟敷席を設置しないため、沿道の歩行者と観覧者との区別
を付けられないこと、および観客数の管理が困難なことから中止とします

《パレード運営方式》
●例年とは逆向き（西7丁目→西5丁目）にパレードを実施し、踊り子待機エリアを確
保します
●パレードコースの長さが例年より若干短くなる予定です
《観覧エリア》
●桟敷席には踊り子からの飛沫防止のための透明幕を取り付けます
●踊り子が桟敷席に近づきすぎないよう、「演舞禁止空間」を設けます（幅約1ｍ）
●桟敷席の脇に観客が滞留しないよう、目隠しの幕を取り付けます
●政府の示す「映画館等（飲食を伴うものの発声がないもの）における感染防止策」
に基づき、観客席の収容や感染予防対策を実施します

感染対策に伴う変更点
《チーム演舞時》
●口上が使用したマイクは、演舞後にチームごとに消毒します
●演舞後、待機スペース(8丁目コントロールエリア)を出る前に呼吸を整える時間を
設けます
●チームの滞留を防ぐため、西10丁目大型ビジョンでのディレイ放送は実施しません
《観覧エリア》
●特別観覧席、アリーナ席（ステージ前）共に、マスク着用必須・声援は禁止とします
●公園の樹林帯（緑地帯）に観客が滞留しないよう、また通路に人が滞留しないよう
に目隠しの幕を取り付けます
●無料観覧スペースについては、本年は設けず、すべて「アリーナ席」として販売い
たします
●全ての観覧において、チケットに名前と連絡先を記載していただきます

札幌の目抜き通り・大通を舞台に、踊り子達が全3回の迫力の演舞を繰り広
げる大通パレード会場。大通公園の南北の道路をコースに、西7丁目から5丁
目まで、パレードを行います。パレード審査が行われるほか、様々な特別企画パ
レードも実施されます。

感染症拡大防止対策のため、例年と会場づくりや観覧にあたってのルールが異なります。
以下の注意事項をご確認いただき、安心・安全な開催にご協力ください。

その他の注意事項
●雨天決行です。催行中止の場合を除き、チケットの払い戻し・交換は一切できません。
●観覧エリアでの三脚・傘の利用、喫煙、通路や座席での立見は禁止です。
●観覧チケットには、子供料金の設定はありません。未就学児無料、ただし座席を利用
の場合は有料となります。

大通会場の観覧について
●大通パレード会場および大通公園西8丁目会場の観覧には、必ずチケット（有料）が
必要です。

●チケット券面（もしくは購入時）にお名前・連絡先をご記入いただきます。 

来場にあたっての注意事項
●観覧の際は必ずマスクをご着用ください。
●観覧エリアへの入場には消毒・検温を行います。
●発熱、体調不良等の症状がある方は来場をお控えください。
●チームへの応援は拍手・手拍子で！（声援はご遠慮ください）
●観覧席でのご飲食はお控えください。

マスク着用 消毒・検温の実施 体調不良の方は
お控えください

声援禁止 観覧席での
飲食禁止

マスク着用 消毒・検温 ディスタンスの確保

※今後、感染状況の変化や国・自治体の指針の変更によって、記載の内容が変更になることがございます。　※最新情報・感染拡大防止対策の詳細は公式ホームページをご覧ください。

スタッフの
フェイスシールド着用

感染予防への
注意喚起

3年ぶりの市街地での開催となる第31回YOSAKOIソーラン祭り。
開催にあたっては、国や自治体が示すイベント開催要件に基づき
感染症予防対策を十分に整え、安全・安心な会場づくりを行います！
例年と大きく会場づくりが異なる部分や、参加者や来場者の皆様に
これまでとは違うルール・対応をお願いすることもございますが、
何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

36.5

感染対策として、各会場において「観覧エリア」とそれ以外のエリア
をしっかり区分します。観覧エリア以外からの観覧はできません。
●大通会場では桟敷席・特別観覧席・アリーナ席を設けます。観覧エリア
への入場はチケットが必要となります。
●大通会場では大型ビジョンを2か所設置し、来場者の分散によって混雑
を緩和します。
●大通以外の会場では、観覧にあたりチケットや予約は必要ありません。
ただし、観覧エリアへの入場にあたっては消毒や検温にご協力いただ
きます。

来場前や会場内でも感染予防について十
分な注意喚起を行います。
●マスク着用・手指消毒・３密の回避について、
公式ホームページや様々な媒体での事前周
知および会場内でのアナウンスを徹底します。
●来場者と接するスタッフはフェイスシールド
等を着用します。

参加者（チーム）は演舞時もマスクを着用
するほか、基本的な感染対策を徹底します。
●参加チーム向けの「感染拡大防止ガイドライ
ン」を作成し、日ごろの活動から注意徹底に
取り組んでいます。
●参加者は参加前に一定期間の健康観察を
行います。
●祭り期間中は演舞時・移動時ともに原則とし
てマスクを着用します。

観覧エリアの設定 スタッフ・来場者 参加チーム

北の
ふーど
パーク

リターン（一例）
集まったお金は、第31回YOSAKOIソーラン
祭りの運営費用・新型コロナウィルス対策
費・クラウドファンディングのリターン制作費
などに使用させていただきます。

本年は感染対策のため
観覧エリア以外（沿道など）
からの観覧はできません。

■価格｜3,850円（税込）

※返礼品によっては申込期限が
　ございます。

ご
注
意

※入れ替えに要する時間を大通パレード桟敷席、8丁目ステージ特別観覧席ともに20分設けて
おります。※大通パレード桟敷席の観覧時間は西7丁目会場の時間を基準にしており、西7丁目
から西5丁目に向かって進みます。西6丁目は約10分後、西5丁目会場は約20分後となります。※
雨天決行となります。不測の事故（天災等）による催行中止の場合を除き、チケットの払い戻し・
交換はいたしません。予めご了承ください。※三脚を使っての撮影はできません。また、雨の場合
等に傘をさしてのご観覧はできませんので、レインコート等の準備をお勧めします。※通路や座席
の上での立ち見はご遠慮ください。※当日の諸事情によりタイムスケジュール
の変更の場合がございます。※全席禁煙となります。

特別観覧席・有料桟敷席
YOSAKOIソーラン祭り 2022年6月8日水～12日日第31回

※予定枚数になり次第、
　販売を終了させて
　いただきます。

各公演の
開演時間まで
販売！！

全席指定・税込
時間入替制
西8丁目ステージ会場に設置、ステージ形式の演舞を鑑賞！

大通公園西8丁目
ステージ会場 特別観覧席

南北大通の道路両側に設置、パレード形式の演舞を鑑賞！

大通西5・6・7丁目
南北パレード会場 有料桟敷席

エリア指定・税込
時間入替制

月日（曜） 観覧時間帯 コード

（水）
86

（木）
96

（金）
106

（金）106

（土）
116

（日）
126

（日）126

（水）
86
（木）
96

（土）
116
（日）
126

19100Lコード
647-901Pコード
095-3367コード

19100Lコード
647-901Pコード
095-3367コード

19200Lコード
647-931Pコード
095-3377コード

19400Lコード
647-903Pコード
095-3397コード

特
別
企
画

特
別
企
画

ソーランナイト前半
18：00～19：20頃

ファイナルステージ第1部
〈セミファイナル審査他〉
15：00～17：00頃予定
ファイナルステージ第2部
〈ファイナル審査他〉
18：30～21：00頃予定

2,000円

各1,000円

各1,000円

3,000円

3,000円

5,000円

500円

1,000円

販売価格（税込）

19500Lコード

095-3417コード
647-904Pコード

月日（曜） 観覧時間帯会場 コード

各1,000円

各1,000円

10：00～11：50※9：45頃開場
12：10～13：30
13：50～15：20
15：40～17：00頃予定

10：00～11：50※9：40開場
12：10～14：00
14：20～16：10頃予定

サタデーナイトパレード
17：20～19：00頃予定

サタデーナイトパレード
17：20～19：00頃予定

ファイナルパレード
17：10～18：20頃予定

各2,000円
5・6・7丁目
北

5・6・7丁目
南

5・6・7丁目
北

5・6・7丁目
南北

5・6・7丁目
南北

各2,000円

30周年企画パレード
17：10～18：20頃予定

5・6・7丁目
南

特
別
企
画

特
別
企
画

販売価格（1枚・税込）

（日）
126

（土）
116

18：00～19：20
19：40～21：00頃予定
18：00～19：20
19：40～21：00頃予定

10：00～12：20
12：40～14：30
14：50～16：40
17：00～18：50
19：10～21：00頃予定
10：00～11：20
11：40～13：00
13：20～14：40頃予定

ソーランナイト後半
19：40～21：00頃予定

ステージ演舞 各公演

19600Lコード
647-905Pコード
095-3427コード

19600Lコード
647-905Pコード
095-3427コード

19500Lコード
647-904Pコード
095-3417コード

19300Lコード
647-902Pコード
095-3387コード

ア
リ
ー
ナ
席
ソーランナイト前半・後半
ファイナルステージ1部・2部

チケットに関するお問い合わせ

桟敷席・特別観覧席に関するお問い合わせ

メール ticket@yosakoi-soran.jp　FAX（011）219-1551  営業時間 10：00～17：00  土・日・祝日休み

 https://l-tike.com/contact https://t.pia.jp/help/
ローソンチケットインフォメーション チケットぴあヘルプサポート

http://7ticket.jp/go/w000001
セブンチケットお問い合わせ

YOSAKOIソーラン チケットインフォメーション 0570-01-4351

インターネット、またはお近くのセブンーイレブンにて
お求めいただけます。
※チケット購入の際、チケット代金のほかに各種手数料がかかります。
　必ず購入画面にてご確認の上、お買い求めください。

Pコード

セブン-イレブン店舗のマルチコピー機、セブンチケットサイト
からお求めいただけます。
※マルチコピー機で購入の場合は手数料はかかりません。セブンチケットサイトで購入の場合、１枚
につき110円のシステム利用料がかかります。ご購入画面にて必ずご確認の上、ご購入ください。
セブンチケットでの販売は公演2日前の23:59までとなります。

7コード

全国のローソン、ミニストップLoppi、または
ローソンチケットのホームページで購入いただけます。
※チケット購入の際、発券手数料はかかりません。
　ホームページで予約購入の際は、1枚につきシステム利用料220円がかかり
ます。ご購入画面にて必ずご確認の上、ご購入ください。

Lコード

桟敷席・特別観覧席スケジュールは公式サイトおよび公式ガイドブックにてご確認ください。
※前売で完売の場合、当日券の発売はありません。※予定枚数になり次第販売を終了させていただきます。

【桟敷席】大通公園内 西5・6丁目南側  西7丁目西側特設テント
【特別観覧席】大通公園内 西7丁目西側特設テント
6/8（水）～6/10（金）11：00～　6/11（土）～6/12（月）9：00～
最後の演舞終了時間まで

当
日
券
購
入
方
法 発売時間

発売場所

※指定エリア内では自由席となっております。
※サタデーナイトパレードは、北コース・南コースの演舞チームは異なります。
　出演チームはYOSAKOIソーラン祭り公式ホームページをご覧ください。

大通西5・6・7丁目南北パレード会場桟敷席は、全席有料桟敷席となります。

【桟敷席】大通公園内 西5・6丁目南側  西7丁目西側特設テント
【特別観覧席】大通公園内 西7丁目西側特設テント
6/8（水）～6/10（金）11：00～　6/11（土）～6/12（日）9：00～
最後の演舞終了時間まで発売時間

発売場所



10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

地域会場情報

開催スケジュール

さっぽろ

大通

中央区南4～5条西3・4丁目（札幌駅前通）
地下鉄南北線すすきの駅3・5番出口よりすぐ

中央区北5条西4丁目（JR札幌駅南口）
地下鉄さっぽろ駅上、JR札幌駅南口

中央区北1条西1丁目 カナモトホール 大ホール
地下鉄大通駅31番出口すぐ

北区新琴似6・7条6丁目
地下鉄南北線麻生駅より徒歩約20分、
JR新琴似駅より徒歩約15分

中央区北3条西6丁目 道庁赤れんが庁舎前
地下鉄大通駅・地下鉄さっぽろ駅より徒歩約5分、
駅前通地下歩行空間2番出口すぐ道庁赤れんが

FUNKY!
すすきの
JR札幌駅
南口広場

カナモトホール

新琴似

上川・旭川方面
会場

十勝方面
会場

平岸 豊平区平岸2・3条4～7丁目 平岸街道
地下鉄南北線平岸駅より徒歩約5分、
地下鉄東豊線豊平公園駅または学園前駅より徒歩約10分

中央区大通西5～7丁目
●スタート／地下鉄東西線西11丁目駅4番出口よりすぐ
●ゴール／地下鉄大通駅5番出口よりすぐ

中央区大通公園西8丁目
地下鉄大通駅5番出口より徒歩約8分
地下鉄東西線西11丁目駅4番出口より徒歩約4分

中央区南1条西2丁目
地下鉄「大通」10・11・12番出口よりすぐ、
または33・36番出口より徒歩約2分

会場番号 住所・アクセス

JR
地下鉄南北線
地下鉄東西線
地下鉄東豊線

※会場へは市内の公共交通機関をご利用ください。

白石

篠路

東
区
役
所
前

栄町

苗穂

福住

豊水すすきの

麻生

すすきの

すすきの

平岸

真駒内

北12条

北24条

新琴似

JR学園都市線

JR函館本線

J
R
千
歳
線

JR函館本線

手稲

西11丁目

西
11丁目

東札幌

南郷7丁目

バスセンター前

宮の沢

琴似

さっぽろ
大通

桑園

新さっぽろ

厚別

大通
南北パレード❶❷

❻

❸

❺

❽

❾

10

❼

一番街会場❹

10

大通公園
西8丁目

バス
センター前

❻❻

❼❼
❺❺

❾

❹❹

❽❽
❸❸❶❶❷❷

市内中心部会場

その他の会場大通パレード会場大通公園西8丁目会場

FUNKY!すすきの

8
（水）

9
（木）

10
（金）

11
（土）

12
（日）

※ここに記載のスケジュールは2022年4月末日現在の予定です。内容は今後変更になる可能性があります。

札幌市内チーム演舞

札幌市内チーム演舞

TOPICS

TOPICS

04

30周年特別企画②
30周年企画パレード

例年行っていた「お祭りパレード」を、今年は「30周年企画パレード」に衣替え！
セミファイナル審査進出チームに加え、30周年を彩る様々なチームが登場します！

TOPICS

03
道内各地やオンラインでも！
新しい祭りの楽しみ方

コロナの影響で、祭りに参加したい＆観覧したい
と思っても、「まだ札幌まで行くのはちょっと…」と
いうチームやお客さんも多いはず。
今年のYOSAKOIソーラン祭りは、そんな皆さん
にも楽しんでいただけるような新しい参加方法を
ご用意！
それぞれのやり方で、今できる楽しみ方を。新しい
時代の祭りへ、祭り自身も変化していきます。

TOPICS

01
全国からたくさんのチームが
札幌に集結!

チ・カ・ホに登場!
NIPPON no MATSURI STREET

TOPICS

02
30周年特別企画①
日本全国のよさこい祭りとコラボ

練習なしor事前のオンライン練習で、YOSAKOIソーラン祭り最長の
メインパレード「大通パレード会場」を踊ることができる体験参加
チームを今年も結成！（参加費3,000円）

祭りの30周年を記念し、札幌駅前通り地下歩行空間にて特別イベントを開催!
高知をはじめとする、全国のよさこい祭りを開催している各都市とコラボした
各地の物産&観光 PRや、北海道内の魅力がつまった物産展などを開催。
祭りが30年培ってきた交流をもとに、「踊り」だけではない、
YOSAKOIソーランの魅力をお届けします。

3年ぶりの開催となるYOSAKOIソーラン祭りに、日本全国から多くの魅力的なチームが参加！
コロナ禍で思うような活動ができずチームの皆さんも大変な状況にありますが、
「今年こそは！」と意気込んでいるチームや初参加となるチームなど、
大勢の祭りの仲間が札幌に集まります。
祭りの一番の魅力、多彩なチームの演舞をお楽しみに！

6月8日（水）～12日（日） 10：00~18：00（最終日17：00まで）
札幌駅前地下歩行空間

日 程
会 場

6月11日（土）14：00～17：30頃日 程

6月12日（日）15：10～16：40頃日 程

募集の詳細は公式ホームページをチェック！

6月12日（日） 17：10～18：20
大通パレード会場 南コース(西7~5丁目)

日 程
会 場

NIPPON no MATSURI物産展NIPPON no MATSURI物産展
全国の名物・特産物が集合！

NIPPON no MATSURI PRステーションNIPPON no MATSURI PRステーション
地域の魅力をお届け

北海道万祭北海道万祭
道内各地の祭りPRや物産も登場！

YOSAKOI
ソーラン祭り

全国の
よさこい祭り

YOSAKOI
ソーラン祭り

全国の
よさこい祭り

YOSAKOI
ソーラン祭り

全国の
よさこい祭り

U-40大会二次審査

一次審査員賞演舞会

ソーランナイト｜前回の受賞チーム等が登場する特別ステージ！

大通公園西8丁目会場 通常演舞｜土日の2日間は札幌市外・北海道外チームが登場！

大通公園西8丁目会場 通常演舞ジュニア大会

大通パレード会場 通常演舞｜※本祭一次審査も実施

大通パレード会場 通常演舞

サタデーナイトパレード

30周年
企画パレード

ファイナル
パレード

ファイナルステージ第2部

セミファイナル審査、ジュニアファイナルほか

カナモトホール会場

JR札幌駅南口広場会場

ファイナルステージ第1部

U-40大会一次審査（一番街会場）｜

市内各会場演舞

市内各会場演舞

NEW

31st YOSAKOI SORAN
FESTIVAL

オンライン参加企画を新設！
YouTube＆会場ビジョンで全国の
チームの魅力あふれる演舞を披露!

上川（東神楽町）＆
十勝（帯広市）に
サテライト会場が登場！

よさこい祭りの
「本家」高知県からも
チームが参加！

高知県・三重県
など全国のよさこい
祭り開催都市が

登場!!

映像企画 体験参加

映像参加企画

“体験参加チーム”で
あなたも踊り子に！

①「バンザイ！NARUKO CARNIVAL」チーム

②「みんなでソーラン！」チーム

全国各地の美味しいものが、YOSAKOIソーラン祭りに大集合！
北海道内外からご当地自慢の味が集まります。普段はなかなか味
わうことのできない味に、舌鼓を打って。今年は感染対策をしっかり
とり、メニューもいつもとは違うラインナップに！

6月8日（水）～6月12日（日） 10：00～21：00日 程

日 程

日 程
大通公園西5・6丁目場 所

北のふーどパーク

北のふーどパーク
全国自慢の味が大集合！

＆ 会場ビジョンでも楽しめる!

映像参加企画
祭り会場まで来られないチー
ムのために今年新設された新
企画！チームや地域の魅力が
詰まった演舞映像が多数登場！
通常の演舞披露とは違い、映
像ならではの工夫を凝らした
作品も。映像審査も行い、受賞
作品（一部）は最終日にも放送
します！

6月8日(水) 15：30～21：00頃
6月9日(木)・10日(金) 13：30～21：00頃
6月11日(土) 10：00～21：00頃
6月12日(日) 10：00～14：40頃
※ファイナルステージのオンライン配信は「hulu」のみ。

日 程
●6月8日（水） 15：30～17：30
●6月9日（木）・10日（金） 13：30～17：30
●6月12日（日） 17：00～18：30頃

北のふーどパーク

日 程
●6月8日（水）～12日（日） 10：00～21：00
場 所

●大通公園西5・6丁目

日 程
●6月8日（水）～12日（日） 10：00～18：00

場 所
●札幌駅前通地下歩行空間

NIPPON no MATSURI STREET

●公式YouTubeチャンネル

6月8日(水) 15：30～21：00頃
6月9日(木)・10日(金) 13：30～21：00頃
6月11日(土)・12日(日) 10：00～21：00頃

●大通公園西10丁目

日 程 6月10日(金) 18：00～21：00頃
6月11日(土)・12日(日) 10：00～21：00頃

●大通公園西7丁目

祭りの公式YouTubeチャンネルや大通公園会場ビジョンでは、
西8丁目会場メインステージの演舞の様子を
生配信するほか、今年新設した「映像参加企画」のチーム映像も放送！

NEW! 道内各地でも祭りの熱気を！サテライト会場
会場｜アルティモール東神楽
日程｜６月１２日(日) １2：3０～１５：００頃
住所｜北海道上川郡東神楽町ひじり野南1条6丁目1-1

会場｜ばんえい十勝
日程｜６月１２日(日) １０：００～１４：３０頃
住所｜北海道帯広市西13条南9丁目

観て・踊って・食べて! 期間中の5日間はイベントもりだくさん観て・踊って・食べて! 期間中の5日間はイベントもりだくさん

西10丁目
大型ビジョン

公式
YouTube
チャンネル

※最終日のみ17：00まで

11日（土）10:00～17:00、17:20～
19:00（サタデーナイトパレード）
12日（日）10:00～16:20、17:10～
18:20（ファイナル・30周年企画パ
レード）

8日（水）18:00～21:00
9日（木）18:00～21:00
10日（金）18:00～21:00
11日（土）10:00～21:00
12日（日）10:00～21:00
11日（土）10:30～17:30
12日（日）10:30～15:30
11日（土）10:00～18:00
12日（日）10:00～16:00
10日（金）18：00～21:00
11日（土）18：00～21:00
11日（土）12:00～18:00
12日（日）10:00～17:00、
17:00～18:00（一次審査員賞演舞会）
12日（日）10:30～16:20

11日（土）11:00～15:30
12日（日）11:00～15:30
12日（日）10:00～15:30

鳴子や法被も配布するので手ブラでOK！

YOSAKOI
ソーラン祭り

全国の
よさこい祭り

YOSAKOI
ソーラン祭り

全国の
よさこい祭り

YOSAKOI
ソーラン祭り

全国の
よさこい祭り

参加人数40人未満のチームを対象とした審査を｢U-40大会｣と題して設置！
少人数ながらも魅力あるチームが続々登場します！

中学生以下のジュニアたちが元気いっぱ
いの競演を披露します。さらに上位3チーム
による｢ジュニアファイナル｣をファイナルス
テージにて実施します！

6月12日（日）10:00～11:20
6月12日（日）15:00～16:00頃
（ファイナルステージ第1部内）

1次審査
ジュニアファイナル

祭りのフィナーレを飾るステージ。今年の祭
りで各賞を受賞したチームが登場するほか、
セミファイナル審査・ファイナル審査が行わ
れ、「この年に、もっとも観る人の心を動かし
感動を届けたチーム」としてYOSAKOIソーラ
ン大賞が決定します。

6月12日（日）15:00～17:00
6月12日（日）18:30～21:00
・ファイナル審査・北海道知事特別賞受賞チーム演舞
・新人賞受賞チーム演舞 など

第1部
第2部

過去の大賞・準大賞チームや、全国の祭りで活躍するチームなどが登場する
スペシャルパレードです！
※南北のコースで出演するチームが異なります。チケット購入の際はご注意下さい。

6月11日（土）17:20～19:00日程


