
二の丸メイン会場
（ 審査 )

城彩苑会場
上通会場

（ パレード ２回 )
新天街～下通2番街会場

（ パレード ２回 )
銀座通り会場① 銀座通り会場②

新市街～下通4番街会場
（ パレード 2回 )

辛島公園会場 花畑公園会場

9:00〜20:00
①12:00〜14:00
②15:30～17:30

12:00〜16:00 10:30〜16:30 10:30〜17:00
①10:00〜13:00
②13:30〜17:00

①13:00〜14:00

8:30

8:36

8:42

8:48

8:54

9:00 オープニング

9:06 審査員紹介

9:12 ASO☆KOI華流伝羅

9:18 Rumino Kids

9:24 バイラール

9:30 西覇来神

9:36 アメックス・D.T.華紅羅

9:42 水俣YOSAKOI桜舞会

9:48 肥後真丸會

9:54 KAWATANAおどり連～孔雀～

10:00 火の国わくわくなでしこ隊 オープニング

10:06 玉名踊隊　尚縁 太鼓芸能集団「紬衣」

10:12 玉名女子高校　龍星群 さくら華蓮隊

10:18 人吉よさこい銀翔会 海闘

10:24 YOSAKOI亜舞王城島連 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凛憧

10:30 よさこいOita～大知～ オープニング オープニング 筑前かすや一番隊

10:36 かごしま新世界 山口大学よさこいやっさん‼ むなかたおどり隊 わん！～WAN～

10:42 「SAKURA」組 粋 舞道 上天草　慈秀

10:48 NNP 北海道大学"縁" 門司よさこい連0哩

10:54 観光PR①　松山市　観光・交流課 長崎大学「突風」 空舞流 威吹

11:00 観光PR②　姫路市　姫路観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 福岡大学付属若葉高校ダンス部 オープニング オープニング ENTORANCE102

11:06 審査員紹介 鹿児島志學館大学我流樂 舞麗men 桜舞連

11:12 うき神輿 長崎国際大学　世咲國彩 梅光学院大学よさこいダンス部LUCIS 煌星 あかし

11:18 はがくれ 福女パンチャカンニャ 大分大学「獲天」 北九州よさこいＰＲ隊 仁双弐心

11:24 医療福祉専門学校　緑生館　白夜 友ステーション踊り隊 九州看護福祉大学　飛羽隊 鹿児島志學館大学我流樂 さくら華蓮隊 一喜一遊

11:30 伊萬里風雅 北九州市立大学よさこいサークル灯炎 WaiWai 梅光学院大学よさこいダンス部LUCIS Rumino Kids

11:36 童謡連　手鞠 鹿児島大学よさこいサークル　隼人 早岐“THE 熟年組” 大分大学「獲天」 多久舞友連

11:42 小川一八会 APUエイサー団いちゃりば 九州看護福祉大学　飛羽隊 海闘 ASO☆KOI華流伝羅

11:48 上五島ざまよかPR隊 鹿児島国際大学よさこい同好会　創生児 佐賀大学　嵐舞 WaiWai 肥後真丸會 バイラール

11:54 多良見YOSAKOI楽踊連 山口県立大学よさこい部奄美連合萩組 長崎県立大学リズム戦隊メロディアス 早岐“THE 熟年組” 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凛憧 よさこいみやざき～絆～

12:00 あっぱれ青組 オープニング オープニング 下関市立大学よさこいダンスサークル　震 APUエイサー団いちゃりば 「SAKURA」組

12:06 速来舞人 甘木よさこい連 粋 人吉よさこい銀翔会 島根県立大学よさこい橙蘭 佐賀大学　嵐舞 アメックス・D.T.華紅羅 西覇来神

12:12 華笑舞○ 志免清龍隊 山口大学よさこいやっさん‼ よさこいOita～大知～ 筑前かすや一番隊 長崎県立大学リズム戦隊メロディアス 水俣YOSAKOI桜舞会 えれこっちゃみやざきテゲテゲ100％

12:18 市比野温泉よさこい踊り隊 ふくこい連 北海道大学"縁" 肥後紬 KAWATANAおどり連～孔雀～

12:24 夢真道＆夢真道華恋翔女 火の国わくわくなでしこ隊 長崎大学「突風」 NNP APU　よっしゃ虎威 島根県立大学よさこい橙蘭 桜舞連 佐世保よかよかかっちぇる隊

12:30 かちゃいし 福岡大学付属若葉高校ダンス部 かごしま新世界 わん！～WAN～ 筑前かすや一番隊 あばれん

12:36 博多よさこい連 ふくこい踊り隊 平成音楽大学-響華- 鹿児島志學館大学我流樂 上天草　慈秀 海闘 あかし 空舞流

12:42 うきはYOSAKOI祭りPR隊 玉名踊隊　尚縁 熊本県立大学　一大事 梅光学院大学よさこいダンス部LUCIS ENTORANCE102 APU　よっしゃ虎威 仁双弐心 舞麗men

12:48 流 玉名女子高校　龍星群 崇城大学～華咲流舞～ 大分大学「獲天」 威吹 わん！～WAN～ 一喜一遊 煌星

12:54 観光PR③　福井市　おもてなし観光推進課 YOSAKOI亜舞王城島連 長崎国際大学　世咲國彩 上天草　慈秀 うき神輿 多久舞友連

13:00 観光PR④　姶良市　商工観光課　観光振興係 どまつりキャラバン隊 よさこいみやざき～絆～ ENTORANCE102 MC

13:06 審査員紹介 上五島ざまよかPR隊 早岐“THE 熟年組” 九州看護福祉大学　飛羽隊 福女パンチャカンニャ 威吹 はがくれ 太鼓芸能集団「紬衣」

13:12 天晴れやまびこ元氣組 小川一八会 WaiWai さくら華蓮隊 友ステーション踊り隊 長崎国際大学　世咲國彩 伊萬里風雅

13:18 薩摩源氏蛍 多良見YOSAKOI楽踊連 APUエイサー団いちゃりば 佐世保よかよかかっちぇる隊 北九州市立大学よさこいサークル灯炎 童謡連　手鞠 肥後真丸會

13:24 枕崎舞炎鰹 あっぱれ青組 佐賀大学　嵐舞 あばれん 鹿児島大学よさこいサークル　隼人 福女パンチャカンニャ 医療福祉専門学校　緑生館　白夜 MC アメックス・D.T.華紅羅

13:30 嘉人恋 肥後紬 鹿児島国際大学よさこい同好会　創生児 友ステーション踊り隊 KAWATANAおどり連～孔雀～ 水俣YOSAKOI桜舞会

13:36 島津詩慶藩 速来舞人 肥後城東会 えれこっちゃみやざきテゲテゲ100％ 山口県立大学よさこい部奄美連合萩組 北九州市立大学よさこいサークル灯炎 Rumino Kids よさこいOita～大知～ 人吉よさこい銀翔会

13:42 甘木よさこい連 華笑舞○ 長崎県立大学リズム戦隊メロディアス 海闘 下関市立大学よさこいダンスサークル　震 鹿児島大学よさこいサークル　隼人 ASO☆KOI華流伝羅 むなかたおどり隊 『小巻組』

13:48 志免清龍隊 市比野温泉よさこい踊り隊 島根県立大学よさこい橙蘭 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凛憧 粋 鹿児島国際大学よさこい同好会　創生児 バイラール 舞道

13:54 ふくこい連 夢真道＆夢真道華恋翔女 かちゃいし 筑前かすや一番隊 山口大学よさこいやっさん‼ 山口県立大学よさこい部奄美連合萩組 「SAKURA」組 門司よさこい連0哩

14:00 空舞流 APU　よっしゃ虎威 下関市立大学よさこいダンスサークル　震

14:06 舞麗men 博多よさこい連 わん！～WAN～ 北海道大学"縁" 粋 火の国わくわくなでしこ隊 北九州よさこいＰＲ隊

14:12 ふくこい踊り隊 上天草　慈秀 長崎大学「突風」 山口大学よさこいやっさん‼ 西覇来神 かごしま新世界

14:18 煌星 うきはYOSAKOI祭りPR隊 威吹 福岡大学付属若葉高校ダンス部 玉名踊隊　尚縁 NNP

14:24 桜舞連 流 ENTORANCE102 天晴れやまびこ元氣組 北海道大学"縁" 玉名女子高校　龍星群 うき神輿

14:30 多久舞友連 鹿児島志學館大学我流樂 太鼓芸能集団「紬衣」 長崎大学「突風」

14:36 あかし 梅光学院大学よさこいダンス部LUCIS むなかたおどり隊 薩摩源氏蛍 福岡大学付属若葉高校ダンス部 YOSAKOI亜舞王城島連 はがくれ

14:42 仁双弐心 肥後真丸會 舞道 枕崎舞炎鰹 天晴れやまびこ元氣組 上五島ざまよかPR隊 伊萬里風雅

14:48 一喜一遊 門司よさこい連0哩 アメックス・D.T.華紅羅 甘木よさこい連 小川一八会 医療福祉専門学校　緑生館　白夜

14:54 観光PR⑤　島原市　しまばら観光おもてなし課 大分大学「獲天」 平成音楽大学-響華- 水俣YOSAKOI桜舞会 薩摩源氏蛍 多良見YOSAKOI楽踊連 童謡連　手鞠

15:00 観光PR⑥　延岡市　（一社）延岡市観光協会 九州看護福祉大学　飛羽隊 肥後城東会 枕崎舞炎鰹

15:06 審査員紹介 長崎国際大学　世咲國彩 北九州よさこいＰＲ隊 島津詩慶藩 アメックス・D.T.華紅羅 あっぱれ青組 速来舞人

15:12 さくら華蓮隊 福女パンチャカンニャ 熊本県立大学　一大事 嘉人恋 水俣YOSAKOI桜舞会 志免清龍隊 華笑舞○

15:18 海闘 友ステーション踊り隊 崇城大学～華咲流舞～ KAWATANAおどり連～孔雀～ ふくこい連 市比野温泉よさこい踊り隊

15:24 大阪教育大学YOSAKOIソーランサークル凛憧 どまつりキャラバン隊 かちゃいし 島津詩慶藩 ふくこい踊り隊 夢真道＆夢真道華恋翔女

15:30 よさこいみやざき～絆～ オープニング 北九州市立大学よさこいサークル灯炎 博多よさこい連 嘉人恋 真紅舞

15:36 佐世保よかよかかっちぇる隊 人吉よさこい銀翔会 鹿児島大学よさこいサークル　隼人 WaiWai うきはYOSAKOI祭りPR隊 KAWATANAおどり連～孔雀～ よさこいOita～大知～ 火の国わくわくなでしこ隊

15:42 あばれん ASO☆KOI華流伝羅 鹿児島国際大学よさこい同好会　創生児 早岐“THE 熟年組” 流 かちゃいし NNP 玉名踊隊　尚縁

15:48 えれこっちゃみやざきテゲテゲ100％ バイラール 山口県立大学よさこい部奄美連合萩組 APUエイサー団いちゃりば 桜舞連 博多よさこい連 かごしま新世界 玉名女子高校　龍星群

15:54 むなかたおどり隊 「SAKURA」組 下関市立大学よさこいダンスサークル　震 肥後紬 うきはYOSAKOI祭りPR隊 天晴れやまびこ元氣組 YOSAKOI亜舞王城島連

16:00 舞道 西覇来神 あかし 流

16:06 門司よさこい連0哩 空舞流 佐賀大学　嵐舞 仁双弐心 桜舞連 薩摩源氏蛍 上五島ざまよかPR隊

16:12 筑前かすや一番隊 舞麗men 長崎県立大学リズム戦隊メロディアス 一喜一遊 枕崎舞炎鰹 小川一八会

16:18 上天草　慈秀 煌星 島根県立大学よさこい橙蘭 平成音楽大学-響華- あかし 速来舞人 多良見YOSAKOI楽踊連

16:24 わん！～WAN～ うき神輿 APU　よっしゃ虎威 熊本県立大学　一大事 仁双弐心 島津詩慶藩 甘木よさこい連

16:30 北九州よさこいＰＲ隊 崇城大学～華咲流舞～ 一喜一遊

16:36 威吹 多久舞友連 どまつりキャラバン隊 平成音楽大学-響華- 嘉人恋 志免清龍隊

16:42 ENTORANCE102 はがくれ Rumino Kids 熊本県立大学　一大事 華笑舞○ ふくこい連

16:48 太鼓芸能集団「紬衣」 伊萬里風雅 崇城大学～華咲流舞～ 市比野温泉よさこい踊り隊 ふくこい踊り隊

16:54 警備設営 医療福祉専門学校　緑生館　白夜 どまつりキャラバン隊 夢真道＆夢真道華恋翔女 あっぱれ青組

17:00 童謡連　手鞠

17:06 かちゃいし

17:12 第１7回YOSAKOI九州中国祭りPR 博多よさこい連

17:18 大会名誉会長挨拶 うきはYOSAKOI祭りPR隊

17:24 九州がっ祭実行委員会会長挨拶 流

17:30 火の国YOSAKOIまつり組織委員会会長挨拶

17:36 ブロック審査発表

17:42 学生実行委員長挨拶

17:48 燦伍-sango-

17:54 Gブロック２位演舞

18:00 Fブロック２位演舞

18:06 Eブロック２位演舞

18:12 Dブロック２位演舞

18:18 Cブロック２位演舞

18:24 Bブロック２位演舞

18:30 Aブロック２位演舞

18:36 青春大賞演舞

18:42 Gブロック1位演舞

18:48 Fブロック1位演舞

18:54 Eブロック1位演舞

19:00 Dブロック1位演舞

19:06 Cブロック1位演舞

19:12 Bブロック1位演舞

19:18 Aブロック1位演舞

19:24 『小巻組』

19:30 肥後真狗舞

19:36 会場賞・ファイナル審査発表

19:42 大賞演舞

19:48 総踊り

19:54 総踊り

20:00

真紅舞

真紅舞

E

熊本地震　復興応援　九州がっ祭2018　タイムスケジュール 3/25 (日)

11：00～17：00

D

真紅舞

G

肥後城東会

F

フ
ァ
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ナ
ル


