
おいしいお酒と和紙の里、
小川町の福豆でございま
す。今年は、なんと！高知の
歌姫とともに新曲のお披露
目です。福豆のよさこいを
どうぞお楽しみください♪

埼玉県日高市を拠点とし、
地域や世代を超えた仲間
たちとよさこいに親しみ１
９年目。初参加のひのよさ
こいを楽しみにしておりま
した。２０１７年の新作披
露で「初づくし」。素敵な１
日となりますように。

東京都北区からきました、
ダンスカンパニーＲＥＩＫ
Ａ組です。優雅に力強く躍
動感のある演舞を目指して
練習してきました。皆様と
一緒に思いっきり楽しみた
いと思います。よろしくお
願い致します。

サマージッパー　今年の
テーマは「龍馬のおきゃ
く」です。おきゃくとは宴
会の事で、飲んで歌って踊
って飲んであの世とこの
世で大宴会！サマジ恒例
の３・３・７拍子は皆様ご
一緒にお願いします。

朝霞翔舞今年のテーマは
「暁」。今年で結成２０周
年を迎えました。２０年間
の思いや進んできた道を胸
に明るく、楽しく、元気よ
く！朝霞翔舞らしい新しい
一歩を踏み出せるよう、演
舞で朝陽を呼び込みます。

日野市旭が丘を拠点に、幅広
い年齢層のメンバーが地域の
さまざまなお祭りなどに参加
させていただき、楽しく活動
している結成１６年目のチー
ムです。今年は「花火」をモ
チーフに、今までとは違った
曲調の踊りを踊ります。

私たちは、学生よさこいチー
ムおどりんちゅです。関東の
様々な約50の大学からメン
バーを集い、「学生から日本
を元気に」をモットーに、よ
さこいを通じてたくさんの人
に笑顔や元気を届けるため
日々活動しています！

地元の吹上多摩平保育
園です。新しく神明分園
の仲間が増えました。大
勢の観客の前で踊るのは
初めてなので緊張します
が最後まで元気に笑顔で
踊ります。応援よろしくお
願いします。

地元の吹上保育園です。
３～５才児中心のチーム
編成で踊ります。大勢の
観客の前で踊るのは初め
てなので緊張しますが、
最後まで元気に笑顔で踊
ります。応援よろしくお
願いします。

東京都府中市より参加の
「无邪志府中 魁星」と申
します。今年はジャズの
リズムに鳴子の音色、肩
の力を抜いて皆で楽しく
SWING～♪皆々様に笑顔
をお届けいたします。

初めまして！東京を中心に
活動しております白縫（し
らぬい）と申します。チー
ム発足４年目、今年の演
舞は「覇道」・・・一心に
突き進む白縫の踊りをど
うぞよろしくお願いいたし
ます。

今年、結成15周年目を迎
えた妃龍です。今年のテ
ーマは「こころ繋いで、
道」。今まで出会った人達
とのご縁、仲間との絆に
感謝し、これからも一緒
に歩んで行けたら、と言う
願いを込めて踊ります。

日野市内はもちろん市外
へも出向き、ボランティア
等で踊っています。アンチ
エイジングをモットーに、
今年も暑さに負けず頑張
って踊ります。どうぞ応援
よろしくお願い致します。

むさむら鳴子連は結成して
１８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。

今年、初出場の「よさこい
和さび」です。古き良きも
のをよさこいで表現できれ
ばとチームを結成致しまし
た。まだ人数も少ないチ－
ムですがよろしくお願いし
ます。

稲城市主催のおまつ
り・地域主催のおま
つりに参加しつつ、
他市のよさこいまつ
りに参加しています。
「地域に根ざしたチ
ーム」をもっとうに
活動しています。

日野市を中心に活動
して い る 新 選 組
REVOです。よさこい
と新選組をこよなく愛
し、誠を胸に。子供か
ら大人まで、笑顔で楽
しく、そして、カッコよ
く踊らせて頂きます。

幼稚園生から中学生の子供
達が交通安全を啓蒙してい
る団体です。年配の方と子
供達の交通事故が無くなり
ません。止まれという文字を
見たら、歩行者も自転車も車
も必ず止まって下さいね。自
分の命は自分で守ります。

酒と踊りが大好きな大人たち
と楽しい事が大好きな子供た
ちが集まったチームです。今年
のテーマは「にっぽんの祭」。
熊本県天草市牛深の牛深ハイ
ヤ踊りを、正調よさこいとコラ
ボさせました。

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！

中高の星笑顔と元
気と愛一杯のサー
クルです。心ひと
つにして暑さに負
けず舞い踊りま
す。

結成12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。

ひのよさこい祭と共に誕
生しました。よさこいを通
して、出逢った友の輪を
楽しみながら一年中踊っ
ています。こだわりは楽
曲、衣装で今年もさわや
かに楽しく踊らせて頂き
ます。応援して下さい。

「昨日とは違う、
あなたに逢える
場所」を提供す
る駿河リゾート。
この作品のテー
マは「道」。ご堪
能下さい。

私たちは実践女子大学に通
う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。見て下さる
方々に笑顔の華をお届けで
きるよう、精一杯演舞いたし
ます。これからもＷＩＮＧを
よろしくお願いいたします。

神奈川県横浜市を
拠点にしている舞ル
ネサンスです。今年
で結成20周年！！
「踊りキッチリ　
鳴子カッチリ　笑

顔バッチリ」をモットーに見ていただく人々に笑顔と元気が届
けられるようにがんばります！！

大好きな日野市で、のびの
びと育った子どもたちのチ
ームです。結成して６年目
に入り、小２だった子たち
が中学生になりました。ま
すます華やかさが増してい
ます。日野で育ったパワー
と笑顔、みんなに届け！

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
『カーニバル！』。ラ
テンのリズムでのりの
りに踊ります。一緒に
手拍子お願いします♪

第1回目より参加。女の子
中心の元気で、かわいいチ
ームです。カラフルな衣装
で、一生懸命踊ります。温
かい応援よろしくお願い致
します。

よさこいの本場高知県
の本丁筋踊り子隊、関
東チームです。土佐の
風、日本の夏をぜひお
楽しみください。

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。

日野市役所連「誠楽」
は日野市役所の若手職
員を中心に１０年以上
にわたり活動している
よさこいチームです。よ
さこいを通じて日野を
ＰＲするため、誠心誠
意、楽しく踊ります。

東京小平を活動拠点
に14年目を迎えます。
今年のテーマは「花
翔鳳舞（かしょうほう
ぶ）～この空に～」皆
様と共に心踊らせ、
舞い続けます。

町田市を拠点に活動してお
ります、桜美林大学よさこい
サークル桜囃子です。私たち
は創立２年目のできたての
よさこいチームです。「見て
くださっている皆様の心を
囃す踊り」をモットーに、メ
ンバー一同頑張ります！！

ひのよさこい祭での飛
び入り連です。どなた
でも参加出来るよさこ
い祭です。鳴子両手に
280ｍの多摩平競演場
ご一緒に楽しみましょ
う。

りすＡ組の子ども達はとって
も明るく元気いっぱいです。
そんな子ども達が踊るよさ
こいは力強く、見ている方々
にも元気が伝わると思いま
す。今日までたくさん練習し
てきた子ども達をぜひ応援
してあげて下さい。

楽しい事・面白い事が大好
きな年長組の子ども達で
す。よさこいを踊る事を心
待ちにしていました。自分達
が考えた振り付けも入れ、
張り切っています。元気一
杯に躍りますので、応援よ
ろしくお願いします。

多摩平幼稚園のりすＣ組で
す。子ども達は夏の暑い中、
外や部屋でたくさん汗をか
きながら練習を頑張ってき
ました。子ども達の元気いっ
ぱいの掛け声と力強い踊り
をお楽しみ下さい！応援よろ
しくお願いします。

（申込順）

第17回 ひのよさこい祭  7月30日（日）

福　　豆福　　豆福　　豆 舞　　人舞　　人舞　　人 dance company REIKA組dance company REIKA組dance company REIKA組

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。

お茶処静岡県牧之原市か
ら初参加させて頂きます。
踊りではなく「人生のベテ
ラン女子」達が皆様に可愛
って頂けるように”笑顔パ
ンパン”で踊ります。

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 と々の笑顔の出会い
が楽しみです。皆、元気に
張り切って踊ります。応援
よろしくお願いします。

Grant sorrisoGrant sorrisoGrant sorriso 華連榛原華連榛原華連榛原 さくら連さくら連さくら連

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
間です。今年も元気よく
楽しく舞い踊ります。ご
声援が励みです。宜しく
お願いします。

見る人も踊る人も一緒に楽
しめるよさこいをめざして
15年。多摩っ子は、今年も
元気に！お茶目に！はじけま
す。自分自身に活力を、見
て下さる方々に感動をエネ
ルギーをお届けできるよう
頑張ります。

サッカーを中心としたスポー
ツクラブGrantを母体とし、
地元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３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～！

よさこい遊よさこい遊よさこい遊 多摩っこ多摩っこ多摩っこ GrantよさこいクラブGrantよさこいクラブGrantよさこいクラブ

新選組 REVO新選組 REVO新選組 REVO ぞっこん町田’９８ぞっこん町田’９８ぞっこん町田’９８ 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

YOSAKOIソーラン いなぎ藍の風YOSAKOIソーラン いなぎ藍の風YOSAKOIソーラン いなぎ藍の風 日野交通少年団日野交通少年団日野交通少年団

坂戸もめん組坂戸もめん組坂戸もめん組花町百人衆花町百人衆花町百人衆

よさ恋人よさ恋人よさ恋人 駿河リゾート駿河リゾート駿河リゾート

実践女子大学同短期大学部YOSAKOI ソーラン部 ＷＩＮＧ実践女子大学同短期大学部YOSAKOI ソーラン部 ＷＩＮＧ実践女子大学同短期大学部YOSAKOI ソーラン部 ＷＩＮＧ 舞ルネサンス舞ルネサンス舞ルネサンス 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

★ 流　星★ 流　星★ 流　星 Cheerfu lCheerfu lCheerfu l 日野本丁筋日野本丁筋日野本丁筋

踊り屋MIX踊り屋MIX踊り屋MIX 日野市役所連　誠 楽日野市役所連　誠 楽日野市役所連　誠 楽 舞　　華舞　　華舞　　華

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

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・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

Summer  Z ipperSummer  Z ipperSummer  Z ipper 朝霞翔舞朝霞翔舞朝霞翔舞 旭が丘商工連 Ｂｅｔｔｙ’ｓ旭が丘商工連 Ｂｅｔｔｙ’ｓ旭が丘商工連 Ｂｅｔｔｙ’ｓ

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 吹上多摩平保育園吹上多摩平保育園吹上多摩平保育園 吹上保育園吹上保育園吹上保育園

无邪志府中 魁星无邪志府中 魁星无邪志府中 魁星 ＹＯＳＡＫＯＩソーランチーム 白縫ＹＯＳＡＫＯＩソーランチーム 白縫ＹＯＳＡＫＯＩソーランチーム 白縫 妃　　龍妃　　龍妃　　龍

スコレーひのスコレーひのスコレーひの むさむら鳴子連むさむら鳴子連むさむら鳴子連 よさこい和さびよさこい和さびよさこい和さび

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!!
～「よさこい」で広げよう　未来につながる　賑わいの輪～

※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。

熱中症に
ご注意ください！！
水分補給は早めに！！
（各クールスポットもご利用ください）


