
ひのよさこい誕生と同時に
私達もチームを作りました。
一年中イベントやボランティ
アで楽しく踊っています。昨
年から明星大学の方々、孫
の様な学生さんが加わり、若
さと元気をプラスしました。声
援よろしくお願いします。

こんにちは。吹上キッズで
す。今年は園が大きくなり、
人数が増えました。初めて
参加するお友達もいます
が、楽しく、そして元気いっ
ぱい踊りたいと思います。
みなさん、ぜひ応援して下
さいね！

見る人も踊る人も
一緒に楽しめるよ
さこいをめざして
14年。
多摩っこは、今年も
元気に！ 
お茶目に！
はじけます。

そこは、あなたが想
像するよりもずっと
ずっと特別な場所。
夢じゃない。この手
で開放する未 来
だ。勇舞会“イロド
リランウェイ The 
Dream　摩天楼”

ひのよさこい祭初めて
の参加となります。よろ
しくお願いします。聞き
覚えのあるメロディとノ
リノリのリズム。笑顔い
っぱい元気良く踊りま
す。「熱風時間旅行」ど
うぞお楽しみ下さい。

結成11年目、今年
も皆様と一緒にお
祭りを盛り上げ、楽
しみたいと思いま
す。ご声援よろしく
お願い致します。

今年のテーマは「初デー
ト」なかなか縮まれない
お互いの距離。皆様も思
い出してみて下さい。富
士山の麓で活動していま
す。本日は皆様と一緒に
楽しみたいと思います。
宜しくお願いします。

酒好き、祭リ好きな大人
達と、楽しいことが大好
きな子供たちが集まった
チームです。観て楽し
い、踊って楽しい！！そ
んなチームになるべく今
年も楽しんで舞いりま
す！

地元日野市のよさこい
と新選組をこよなく愛
するチーム 新 選 組
R E VOです。今年は
「静」と「動」を兼ね備
えた振付になっており
ます。ご声援のほど、よ
ろしくお願いします。

Shake That! ! クラブの
超人気ダンサー！
パリーピーポーなショーガ
ールズ達のテキーラバト
ル。バービーズ "BaBiBi"

好きよ好きよと偽り
の乙女の嘘で固めて
裏返し　あらよさこ
いよさこい。
一夏の下世話な人間
物語。玉組 “偽り悪
魔のお祭りForever”

第1回目より参加。小学生
中心の女の子のチームで
す。皆様よくご存知の曲
に合わせて、一生懸命踊
ります。温かい応援よろ
しくお願い致します。

埼玉県、都内を中心
に活動している朝霞
翔舞です。今年のテ
ーマは「絆」。下は４
才から上は７０才代ま
で、世代を超えた朝
霞翔舞らしい絆の演
舞をお楽しみ下さい。

坂本龍馬が生まれた
高知の「本丁筋」と言
う地名を冠した「本
丁筋踊り子隊」。日
本舞踊の振付を鳴子
踊りにアレンジ。

踊って楽しい、観て
楽しい、小川町の福
豆でございます。今
年も暑い熱い日野の
夏を楽しませていた
だきます。

私たちは、関東学生よさこ
いチームおどりんちゅと申し
ます。関東の約５０の大学
から集まって活動していま
す。見てくださる皆様に、元
気と笑顔を届けられるよう
精一杯踊ります！ご声援よ
ろしくお願いします！

私たちは実践女子大学短期大
学の学生で構成された女子
100％の元気・笑顔が絶えない
チームです。演舞を見て下さる
方や応援して下さっている方に
感謝の気持ちを込めながら踊ら
せてもらいます。これからもＷＩＮ
Ｇをよろしくお願い致します。

ひのよさこい祭参加
は15回目になりま
す。日野市旭が丘を
拠点に、よさこい以
外にもさまざまな地
域活動に参加してい
ます。メンバー随時
募集中です。

私達は今年活動を始めたば
かりの大学のチームです！
メンバーのほとんどが初心
者というフレッシュ感あふ
れるチームですが、笑顔は
負けません。皆様の心を囃
し立てられるよう精一杯踊
らせて頂きます！

サマージッパー　今年の
テーマは「龍馬と黒船」で
す。大きな船を造り海援
隊同士や乙女姉やんを乗
せて世界を駆け巡りたか
った想いを表現しました。
３３７拍子は皆様ご一緒
にお願いします。

埼玉県鶴ヶ島市を拠点
とし、楽しく踊る事をモ
ットーに結成14年目を
迎えました。今年のテ
ーマは「彩～花衣～」。
花の華やかさと潔さ
を、こちらひのよさこい
で初披露いたします。

「心一つに美しく」、
一美会（いちびかい）
は、心を一つにして美
しい舞いを今年もこち
ら日野の地で披露させ
ていただきます。どう
ぞよろしくお願いいた
します。

小平を活動拠点に１３年目
を迎えました。今年のテーマ
は「游雲花龍（ゆううんかり
ゅう）～今ここに～」。青い
空を自由に流れゆく雲、そし
て美しく輝き昇りゆく龍のよ
うに、勢いよく舞い踊りま
す。どうぞお楽しみください。

日野市役所の若手職員
を中心としたチームで
す。よさこいの力を借
りて日野市を盛り上げ
ていきたいと思ってお
ります。誠に楽しい日
野の舞いをぜひご覧く
ださい！

日野・多摩平幼稚園の年長
児のりすＡ組です。楽しい
事が大好きな子ども達は、
よさこいも張り切って踊っ
ています。皆が笑顔になる
ように、元気いっぱい踊り
ます。よろしくお願いしま
す。

日野・多摩平幼稚園年長
児のりすＢ組です。よさ
こいを踊る事が大好き
で、元気よく掛け声を掛
けながら楽しそうに踊っ
てます。温かい応援よろ
しくお願いします。

日野・多摩平幼稚園年長児
のりすＣ組です。りすＣぐみの
こども達はダンスが大好き
で、大きな声を出し毎日はりき
って踊っています。元気な掛
け声とキラキラパワーで皆さ
んに元気を送ります。温かい
声援よろしくお願いします。

むさむら鳴子連は結成
して17年目になります。
各地のお祭りや老人ホ
ームの慰問などで踊っ
ています。近年は小学
生、若いお母さん達が
中心に和気あいあいと
楽しく踊ってます。

『きらきら星』のフレーズでお
なじみの☆流星です。今年の
テーマは『たなばた』。東京と
高知での恋物語を歌ってい
る歌詞にも注目です。久しぶ
りの参加ですが、よろしくお願
いします♪

日野よさこいと共に立
上がった連です。元気
良く踊りますので、御
声援、手拍子をお願い
致します。随時メンバ
ー募集中です。

横浜を拠点に活動していま
す、舞ルネサンスです。「踊
りキッチリ　鳴子カッチリ　
笑顔バッチリ」をモットーに
日夜よさこいに励んでいま
す♪今年の流し演舞、初披
露となります。ご声援のほど
よろしくお願い致します。

愛と優しさ、健康と笑顔をテーマ
に活動しているYOSAKOIよっち
ゃばれ＆カペラです。リズミカルな
踊り、愛と感謝をこめた楽曲で、
楽しみながら、笑顔、ハッピーに
踊ります。皆様にＹＯＳＡＫＯＩの
ハッピーが届きます様に頑張りま
す。一緒に踊りましょう。

ひのよさこい祭と共に誕
生しました。よさこいを
通して大きな「友の和」
が出来、楽しく人生を楽
しんでいます。共に、踊
り、語り、そんな友を募
集しています。

1999年結成。東京都
町田市を拠点に活動し
ています。歌舞伎の要素
を取り入れ、ぞっこん幕
をなびかせ、華の大江
戸の心意気で土佐を舞
い踊ります。Do　our 
Best！めざせ東京の星！

よさこいが大好きなチーム
です。仲間と楽しく練習し
ています。そして、今日
は、観て下さるお客様、他
のチームの方々との笑顔の
出会いが楽しみです。皆、
元気に張り切って踊りま
す。

飛び入り連です。自
由にどなたでも参加
できます。一緒に今
は一日よさこいを踊
りましょう。

日野交通少年団の団員は
小学生が中心なので団員が
毎年少しずつ変わっていま
すが、ひのよさこい祭で交
通安全啓蒙の為に踊って
16年になります。今年も日
野から交通事故が無くなり
ますよう踊ります。

「百年成長し続けるよさこい
チーム」を理念に活動して
います。今年のテーマは「電
脳遊戯」ゲームの世界をモ
チーフにしています。曲や衣
装は勿論、男女違うジャン
ルのダンス要素を取り入れ
た振付にもご注目ください。

（申込順）

第16回 ひのよさこい祭  7月31日（日）

スコレー日野スコレー日野スコレー日野 吹上キッズ吹上キッズ吹上キッズ 多摩っこ多摩っこ多摩っこ

私たちは東京都東村山市か
ら来ました。総踊り曲を中
心に地元東村山市で活動
しています。子どもたちだけ
で演舞するのは初めてです
が、元気よく踊るので応援
宜しくお願いします。

今年結成１０年をむかえた
よさこい白糸緑風会です。
ひのよさこい祭初参加で
す。「鳴子鳴らせば胸躍る、
老いも若きも心一つ」よさ
こいでつながっていく絆を
大切に、元気一杯踊らせて
いただきます。

第16回ひのよさこい祭の御開
催、誠におめでとうございます。
チーム結成10周年。今まで紡
いで来た「縁（えにし）」、またここ
から新たに紡いで行く「縁」をテ
ーマに掲げ、今年も軽やかな鳴
子の音色と共に皆々様に笑顔
をお届け出来るよう頑張ります。

てんしゃばフェスタ踊り子隊てんしゃばフェスタ踊り子隊てんしゃばフェスタ踊り子隊 よさこい白糸緑風会よさこい白糸緑風会よさこい白糸緑風会 无邪志府中 魁星无邪志府中 魁星无邪志府中 魁星

サッカーを中心としたスポー
ツクラブGrantを母体とし、
日野市で活動する小・中学
生、高校生による子ども達
のよさこいチーム。ひのよさ
こい祭２回目の参加です
が、今回も地元でGrant旋
風を巻き起こしますよ～！

地元日野市で活動２年目の
Grantよさこいクラブ小学
生部隊。「Ｇｒａｎｔ」の意
味はポルトガル語で「叶え
る」、「sorriso（ソヒーゾ）」
は「笑顔」。チーム名に願
いを込めて、子ども達が元
気に踊ります。

地元、日野市のチームで
す。子供から大人までよさ
こい踊りが大好きな仲間
が集まり、ひのよさこい祭
りを目標に練習してきま
した。ご声援宜しくお願
いします。

GrantよさこいクラブGrantよさこいクラブGrantよさこいクラブ Grant  sorr isoGrant  sorr isoGrant  sorr iso よさこい遊よさこい遊よさこい遊

実践女子短大YOSAKOIソーラン部WING実践女子短大YOSAKOIソーラン部WING実践女子短大YOSAKOIソーラン部WING Summer  Z ipperSummer  Z ipperSummer  Z ipper 妃　　龍妃　　龍妃　　龍

学生よさこいチームおどりんちゅ学生よさこいチームおどりんちゅ学生よさこいチームおどりんちゅ 旭が丘商工連 Betty's旭が丘商工連 Betty's旭が丘商工連 Betty's

桜美林大学よさこいサークル桜囃子桜美林大学よさこいサークル桜囃子桜美林大学よさこいサークル桜囃子
ひのよさこい、５回目の参
加になりました。小学校２
年生だった子たちが６年生
になり、チームをひっぱって
くれています。お父さん・お
母さん・おじいちゃん・おば
あちゃん、家族みんなで支
えられているチームです。

じょいそーらん日野 今井組じょいそーらん日野 今井組じょいそーらん日野 今井組一　美　会一　美　会一　美　会

舞　　華舞　　華舞　　華 日野市役所連 誠楽日野市役所連 誠楽日野市役所連 誠楽

日野・多摩平幼稚園りすA組日野・多摩平幼稚園りすA組日野・多摩平幼稚園りすA組 日野・多摩平幼稚園りすB組日野・多摩平幼稚園りすB組日野・多摩平幼稚園りすB組 日野・多摩平幼稚園りすC組日野・多摩平幼稚園りすC組日野・多摩平幼稚園りすC組

むさむら鳴子連むさむら鳴子連むさむら鳴子連 ★ 流　星★ 流　星★ 流　星 踊り屋MIX踊り屋MIX踊り屋MIX

舞ルネサンス舞ルネサンス舞ルネサンス YOSAKOI よっちゃばれ＆カペラYOSAKOI よっちゃばれ＆カペラYOSAKOI よっちゃばれ＆カペラ よさ恋人よさ恋人よさ恋人

ぞっこん町田 ’98ぞっこん町田 ’98ぞっこん町田 ’98

よさこいひの連盟さくら連よさこいひの連盟さくら連よさこいひの連盟さくら連

よさこいひの連盟よさこいひの連盟よさこいひの連盟 日野交通少年団日野交通少年団日野交通少年団 百　物　語百　物　語百　物　語

勇　舞　会勇　舞　会勇　舞　会 ぬまづ熱風舞人ぬまづ熱風舞人ぬまづ熱風舞人 花町百人衆花町百人衆花町百人衆

駿河リゾート駿河リゾート駿河リゾート 坂戸もめん組坂戸もめん組坂戸もめん組 新選組REVO新選組REVO新選組REVO

バービーズバービーズバービーズ 玉　　組玉　　組玉　　組 Cheerfu lCheerfu lCheerfu l

朝霞翔舞朝霞翔舞朝霞翔舞 日野本丁筋日野本丁筋日野本丁筋 福　　豆福　　豆福　　豆

出場チーム 全データ!!出場チーム 全データ!!出場チーム 全データ!!
～広げよう！ 北から南へつなげる「よさこいストーリー」～

※見学の際は、熱中症にご注意下さい。
水分補給はお早めに。
各クールスポットもご利用下さい。


