
連の姉御衆となる姉さんた
ちと若衆の鳴子さばきのこ
らぼをどこまでお見せでき
るか。結成一年目、一生懸
命踊らせていただきます。�

山梨県南アルプス市に２００
８年２月に立ち上がりまし
た。ひのよさこい祭は初出
場ですが一生懸命演舞させ
ていただきますのでよろし
くお願い致します。�

お祭りが大好き、踊りが大
好き、笑顔が大好きな、明
るいチームです。昨年に引
き続き今年も参加させてい
ただきます。私達の笑顔が
皆様の心に届くよう、明る
く楽しく踊ります。�

調布市内の小中学生で結成
されたチームです。振付け
は中学生が中心に考えまし
た。今年のテーマは「万華
鏡｣です。力強く跳ね乱れ
舞う姿を見てください。�

高知のよさこいが大好きな、
子供中心のチームです。見
てくださる方に元気をお届
けします。�

よさこいと、朝鮮半島の民
謡アリランをミックスした「よ
さこいアリラン」を踊るチー
ム。“はなこりあ”の「はな」
とはハングルで「一つ」とい
う意味。踊りで一つになる
感動を笑顔で伝えます！�

埼玉県富士見市のよさこいチーム
「七色七味」です。今年は、艶や
かにして繊細な踊りと、笑顔、そ
して日々練習を重ねて参りました
鳴子さばきを、是非ご覧いただき
たいと思います。どうぞよろしく
お願い致します。�

不景気を吹き飛ばせるようにノリノリで
踊ります！！一緒に盛り上がりましょう！！�

 ＜踊り子随時募集中＞�
http://hino-shinsengumi.seesaa.net�
＜チームイメージＣＭ＞�
http://cmizer.com/movie/29900�
＜携帯対応問い合わせ用掲示板＞�
http://6429.teacup.com/ozapi/bbs

子どもたちががんばって踊りますので、
第７公園に遊びに来てくださいね。�

 ＜踊り子随時募集中＞�
http://hino-shinsengumi.seesaa.net�
＜チームイメージＣＭ＞�
http://cmizer.com/movie/29900�
＜携帯対応問い合わせ用掲示板＞�
http://6429.teacup.com/ozapi/bbs

本年度は例年より練習を早
く始めて、躍り込み　チー
ムの結束力を強め各地のイ
ベントに良いパフォーマン
スができるようにがんばっ
ています。�

神奈川県小田原市から３回
目の参加となります。「い
つでも、どこでも、楽しく
踊って弥雷！｣ひのよさこ
いでも楽しく笑顔で踊らせ
ていただきます。�

埼玉県坂戸市を拠点に活動して
おります壱夢です。結成から５年目。
かかわるすべての人たちに感謝
の思いをかかげ、コンセプトである
「愛」を叫び踊ります。テーマは「光
～その先へ（完結編）」。人との
素晴らしい出会いを表現します。�

日野市役所の若手職員中心
のチームです。若さ溢れるよさ
こい踊りでイベントを盛り上げ
ると共に、他チームや観客の
皆様ともよさこいの楽しさを共
有出来るよう、日々一生懸命
練習に励んでいます。�

結成１０年目を迎えた「よさこい桂友会」
です。ひのよさこいは初めての参加
です。小学生から還暦を過ぎたメンバー
まで年齢層の広いチームです。年間
２０数か所のイベントに参加して元気
いっぱい踊っています！今日もパワー
全開で踊らせていただきます！�

今年のテーマは、サマジ「海
援隊」。龍馬と共に大海原
へと出航できるのか?サマジ
名物ジッパー下ろし。今年は
すごいぞー、３・３・７拍子もご
一緒に！！　所で皆さん、海援
隊の旗って知ってますか?

埼玉県からまいりました。
「よさこい塾☆よっしゃ」
と申します。日野よさこい
祭に初参加させてもらいま
す。ご声援よろしくお願い
します。�

新作２曲目も本場高知の先生にプロ
デュースをして頂き、華やかなこだわり
の新衣装。衣装に合わせたレベルアッ
プの素晴らしい振り付けです。楽しん
で頂けると思います。可愛い子供たち
と熟女パワーで和気あいあいと、よさこ
い楽しんでいます。☆踊り子募集中☆�

結成8年目の多摩っこ。今年
のテーマは「祭りだ！！笑っしょ
い！！」高知の粋を継承し、皆
様に親しみやすく、楽しいよ
さこいをお届けしてまいります。
踊り子のユニークな動きをど
うぞお楽しみください。�

今年はチームの10周年記念。
ひのよさこい祭、第1回から毎
年参加させていただける事に
感謝です。平均年齢も高くな
りましたが、いつまでも若く、楽
しくをモットーに踊りますので
応援よろしくお願い致します。�

今年で活動4年目を迎え、毎年楽
しみにひのよさこい祭に参加して
います。４２名の小学１年生～６年
生の元気な子ども達だけのチーム
です。今年もこのひのよさこい祭
を元気なかけ声と踊りで、張り切っ
て楽しみたいと思います。�

日野・多摩平幼稚園５歳児
のリスA組です。初めての
よさこい！大きなかけ声と
共に元気いっぱいおどりま
す。�

日野・多摩平幼稚園５才児
のチームです。男の子も女
の子も、みんなで声を合わ
せ、元気いっぱい踊ります。
力いっぱい頑張るので応援
よろしくお願いします。�

日野市にある実践女子大学・
短期大学合同チームです。
今回、ひのよさこい祭で
2008年度の曲“遥月架”
のおどり納めとなります。
最後に花開く遥月架をどう
ぞご覧ください。�

童謡「たきび」の作詞者「巽
聖歌」が後半生を過ごした日
野市旭が丘に拠点をおく我が
チームでは[流れゆくもの]の詩
を使わせて頂き曲を作りました。
旭が丘では１２月４・５日に巽聖
歌のお祭り たきび祭があります。�

おかげさまで４年目を迎え
ました。今年もまた福豆ら
しく「踊って楽しい、観て
楽しいよさこい」で皆様に
お目にかかります。よさこ
いを楽しく踊る福豆から皆
様に「お福分け～！」�

今年で出場８回目、憧れの
本場高知で作った楽曲にのっ
て踊ります。「継続は力な
り」をモットーに踊ってき
た「花みずき会」を応援し
てくださいね。�

～溢れる想い　愛しい人　美し
い夜明け　巡り会えた我が子～�
今年もお魅せします美しい世界
妃龍2009『奇跡の星』！�

「ファンキーでお茶目な�
通りゃんせ」�

�
見てのお楽しみ！！�

高知「本丁筋踊り子隊」の
サポートを受け、東京都日
野市を本拠として、活動し
ているチームです。よさこ
い鳴子踊り南国土佐の“空
気感”をお楽しみください。�
honchousuji.seesaa.net

心と身体がいつも健康、よ
さこいでの出会いに感謝し
て、楽しく仲良くが合言葉
です。とてもチームワーク
の良い楽しいグループです。�

高知り組のDNAをうけつい
た☆流星は青の奇跡とラテ
ンDE showで、みなさんを
楽しませます。�

［夢路～夢の通い路］�
貴方と辿る夢の路�

素敵な講師の指導のもと、
明るく楽しい仲間が集まり
ました。今年も「小粒でピ
リリとしたパンチのきいた
踊り」が持ち味のチームで
す。�

よさこい踊りが大好きなチー
ムです！今年も元気いっぱ
い、笑顔いっぱいで、日野
の皆様と一緒に、よさこい
祭を楽しみたいと思います。�

初めてひのよさに参加させて頂
きます。茨城県常陸大宮市から
参りました「雅華組」でございま
す。よさこいが大好きな仲間や
親子で楽しく踊っているチーム
です。見ている皆様に笑顔を送り、
楽しんでもらえるよう演舞します。�

旭が丘のちびっこチームで
す。「正調よさこい」が好
きな子供です。旭が丘では
地域のお祭りでも踊ってい
ます。�

今年のテーマは「大奥」！！　
時は幕末、混乱する世の中。
そんな中で・・・平和を願い、
艶やかに舞う女達。そして、そ
れを支える男達。美しさと力
強さを表現します！朝霞翔舞
の「大奥の舞」・・・お楽しみに！！�

今年に入って立ち上げ５月に
スタートを切ったばかりの新チー
ムです。まだまだ少ない人数
ですが高知の楽曲者・振り付
け師に依頼し『エロ・カッコ（イ
イ）・かわいい☆』をテーマに
Ｓｏｒｃｉｅｒｅ達が舞い踊ります。�

２０代の社会人で結成されたチー
ムです。学生時代は「チーム
法政」として活動していましたが、
昨年から社会人チームとして
始動しました。今年のテーマは
「戦国」。ヒップホップを織り
交ぜた独自のダンスで魅せます！�

今年のテーマは�
「極」～KIWAMI～�
力強い激しさと優雅な舞い
とで皆様と楽しい時間を過
ごせればと思っています。�

踊りを通してみんなで一つ
になれる喜びを分かち合い
更に次の情熱に変えてゆ
く・・・これが「酔来亭セ
ピア」です。よろしくお願
いします。�

私達、「株式会社セレモアつくば」
は、365日24時間営業している
葬儀社です。各拠点より70名
の社員が仕事の合間を縫って
練習してまいりました。ぜひ、ひ
のよさこい祭では、私たちの汗と
涙の結晶をご堪能ください。�

全国に南中ソーランを発信した映画、「稚内発、
学び座」を製作し、じょいそーらん名誉顧問の
斉藤監督より、じょいそーらん学び座の名前を
いただきました。現在、チーム数が２６あり、名
前にもあるエンじょい！で３才～78才まで生き
生きと踊っています。今日は総勢８0名で参加
いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。�

結成13年目を迎えました音
鳴會です。親子三世代に渡
る幅広い年齢層の中で、お
互いに学ぶ事も多く、みん
な大好きな鳴子踊りを楽し
みながら踊っているファミ
リーチームです！！�

小平を中心に活動している年
齢層の広い元気な明るいチー
ムです。合言葉は「一緒に感
動・一緒に元気」　今年のテー
マは「結」（ゆい）。心と心の
繋がり結びつきを大切にし、
舞華の華が咲き誇ります。�

今年の楽曲は天を吹き抜け
る風『天津風』　さわやか
な風にたもとをひるがえし、
今年も軽やかな鳴子の音色
と笑顔をお届けします。結
成３年目、魁星の宴の舞を
お楽しみください。�

日野市の行事・催事に参加し
て交通安全の啓蒙をしていま
す。毎年４月から７月までの
短期間、１か月２回の練習で
頑張っています。今年も交通
少年団カラーのオレンジとグ
リーンの衣装で踊ります。�

毎年楽しみにしています。
やって来ました“ひのよさ
こい祭”明るく、楽しく踊
りたいと思います。皆々
様、ご声援、宜しくお願い
します。�

私たちは地域の老人会のグ
ループです。みんな踊るこ
とが大好き！体に合ったや
さしい動きで楽しく踊りま
す。�

下は４才～上は６０才までバラエティ
に富んだ年齢層で、八王子・高
尾を拠点とするチームです。ソー
ラン節の勇壮なリズムに乗って、
黒半てんの背中の“龍”が、日
野の情緒ある街に溶け込み、力
強く颯爽と舞う姿をご覧ください！�

観客の皆様に元気の源をちゅ
うしゃし隊！！という思いから埼
玉医科大学病院の医療従
事者を中心に結成したチーム
です。他職種のメンバーも加
わり、より個性豊かなチームに
なりました。声援お願いします。�

第１回目より参加。毎年の
「ひのよさこい祭」を楽し
みに、練習を頑張っていま
す。今年も、大好きな曲に
合わせ、一生懸命、躍りま
す。手拍子の応援、よろし
くお願い致します。�

地元、町田を中心に活動し、
今年で１１年目になります。
歌舞伎をモチーフにした「華
舞楽」シリーズ４作目は「寿」
をテーマにしました。「命　
ことほぐ　百寿の舞」と題し、
寿の宴を皆で祝います。�

むさむら鳴子連が結成して今年
で１０年目になります。各地のお
祭や老人ホームの慰問などで
踊っています。初めは中高年の
メンバーだけでしたが、今では、
若いお母さん、子供達が増え 
親子三代で楽しく踊っています。�

ひのよさに参加し、５年目
になりました。メインの子
ども達も５年生です。今年
は新しい前川組を見ていた
だくべく、ヒップホップダ
ンスを振付に取り入れまし
た。応援してください。�

「金次郎とゆかいな仲間た
ち」改め、よさこいひの連
盟（正調飛入連）で戻って
まいりました。だれでもが
飛び入りで「よさこい正調
鳴子踊り」を楽しんでくだ
さい。�

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!!出場チーム 全データ!!
（掲載順不同）�

※出場取消�
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七色七味�

よさこい桂友会�

新選組 REVO 新選組 REVO ジュニア隊� 花町百人衆� 踊って弥雷！� 壱夢（いちゆう）� 日野市役所連　誠楽�

Summer Zipper よさこい塾☆よっしゃ� 杏 華 連 � 多摩っこ� スコレーひの� 多摩平Jr.よさこいクラブ�

日野・多摩平幼稚園 りすA組� 日野・多摩平幼稚園 りすB組� 実践女子大学・短期大学 "ＷＩＮＧ" 旭が丘商工連 Ｂｅｔｔｙ’ｓ� 福　　　豆� 花みずき会�

妃　　　龍� 翔 燦 会 � 日野本丁筋� よさ恋人� ☆ 流 星 � 風 来 坊 �

花　　　珠� さくら連� 常陸大宮市「雅華組」� ちびっこベティーズ� 朝霞翔舞� SorciereSorciereSorciereSorciere

チームよさいけ� 踊り屋MIX 酔来亭セピア� セレモアつくば連� じょいそーらん “学び座”� 音 鳴 會 �

舞　　　華� 无邪志府中 魁星� 日野交通少年団� 遊 喜 会 � よさこいことぶき会� YOSAKOI　いちょうの会�

ちゅうしゃし隊� Cheerful ぞっこん町田 ’98 むさむら鳴子連� 前 川 組 � よさこいひの連盟（正調飛び入り連）�

－�－�－�

（かぶき）�

（きりゅう）�

（はなたま）�

（まいか）�

（チアフル）�

（くれない）�

（きょうかれん）�

（ひとまつりかい）�

（ふくまめ）�

（りゅうせい）�

（あさか しょうぶ）�

（ゆうきかい）�

（ふうらいぼう）�

（おとなりかい）�

（ソルシエール）�

（なないろ しちみ）�

（しょうさんかい）�

はなまち�
ひゃくにんしゅう�（� ）�

むさしふちゅう�
かいせい�（� ）�

すいらいてい�
セピア�（� ）�

ひたちおおみやし�
みやびぐみ�（� ）�

サマー�
ジッパー�（� ）�

ちょうふ�
トランプ�（� ）�

おどって�
やらい�（� ）� ひのしやくしょれん�

せいらく�（� ）�


