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必 ～いっしん～
関学よさこい連 炎流

桃山学院大学よさこい連 真輝
大阪市立大学チーム 朱蘭
よさこいチームかざみどり
和泉よさこい りょく
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協賛商品・淡路島の物産が
100名の皆さんに当たります！

淡路よさこいフェスティバル実行委員会

協賛

後援

主催

貝の浜 会場 野外劇場 会場
淡路YOSAKOI
フェスティバル
出演チームの皆さん

私たちは、大阪市を中心に活動して
いる大阪市立大学チーム朱蘭です。
｢祭りという特別な空間で出会えた
人とのご縁、共に味わう時間を忘れ
ないように｣と“一期一会”をコンセプ
トに掲げています。会場にお越しの
皆様にも、今日いちばんの笑顔を伝
染させていただきます！

大阪市立大学チーム 朱蘭

私たちよさこいチームかざみどりは、
神戸市を中心に活動しております。
今回の淡路よさこいフェスティバル
への参加で活動３年目を迎えます。
私たちにとって特別なこのお祭りで、
皆様の心が熱くあふれ出すような演
舞をお届けします！

よさこいチームかざみどり

京都府よりやって参りました同志社
大学よさこいサークルよさ朗です。
私たちは、関西では珍しい高知流の
よさこいを踊っています。高知流なら
ではの隊列、振りの統一性、鳴子の
響きをぜひお楽しみください！

同志社大学よさこいサークル よさ朗

私たちは、明石市を拠点に活動して
います。高校生～社会人まで幅広い
年齢のメンバーで構成されています
が、みんな仲良く元気に活動してい
ます。メンバー一同、楽しく笑顔で踊
ります。どうぞ、よろしくお願いいたし
ます。

結成１８年の今年のテーマは坂本冬
美さんが歌う「アジアの海賊」です。
大海原に漕ぎ出すかつての海賊たち
の夢と野望。わたしたちが表現する
ことは無謀に近いことですが、チャレ
ンジしました。力いっぱい踊りますの
で応援よろしくお願いいたします！

安倉おきゃん

私たちは神戸市を拠点に活動してい
ます。神戸大学はもちろん他大学か
らも素敵な仲間が集まっているアッ
トホームなチームです。今年のテーマ
は、日本三大神滝の一つ、布引の滝
です。踊り子のきらきらとした笑顔、
元気、そして感動をお届けします。

神戸大学よさこいチーム 山美鼓

今年20周年の節目を迎え、これまで
「おどりや」として踊ってきた思いを、
ドキドキ・ワクワク、そして最後には
感動する“サーカス”になぞらえて表
現しました。かわいい子どもたちと、
海外赴任を終えて戻ってきたかわい
い（?）おっさんに注目ください。

Nalko連おどりや

私たちは、加古川市を拠点に、ゆるく 
楽しく をモットーに活動しています。
24時間365日、メンバー募集中で
す！今年のテーマは幼き頃の淡い初
恋を、タンポポの成長と重ねて表現
しました。タンポポの綿毛になって
あなたの元へ飛んでいきます。

播磨乃國☆よさこい衆 嵐華龍神

一つの心とかいて「必～いっしん～」
と申します。私たちは毎年、様々な
ヒーローに込められた想いをテーマ
に踊っている社会人チームです。
金沢、兵庫、京都、奈良いろんな所か
らメンバーが集まっています！

私たちは、三田市を拠点に活動して
いる関学よさこい連炎流です。「最高
の感動、楽しみ、満足感を生み出し、
感じ、伝え、分かち合う」のコンセプト
のもと全力で演舞いたします。
メンバーみんなが明るく仲が良くて、
家族みたいなチームです !

関学よさこい連 炎流

私たちは少ないメンバーではありま
すが、元気で溌剌とした踊りを心が
け、一人ひとりの個性を大事にしつ
つ一体感のある演舞を目指して日々
練習に励んでいます。チーム全員が
未経験ですが、元気よく踊ります！

香川大学の学生102人で活動して
いる学生よさこいチームです。今年
で結成６年目を迎え、年々パワーアッ
プしています。個性の強い踊り子たち
ですが、‘よさこい’にかける想いはみ
んな大きく、とても頼もしい仲間たち
です。

香川大学よさこい連 風華

私たちは、京都女子大学の学生で構
成された女の子100％のチームで
す。今回は、引退したばかりの3回生
が今日１日限り復活して演舞させて
いただきます！今日の演舞は、仲の良
さが表れていると思うので、ぜひ注目
してみてください！

京炎そでふれ！ 京小町

私たち紫踊屋は“思いやる！あきらめ
ない！思いっきり！”をコンセプトに、
そして全てのお客様に笑顔と元気を
お届けすることをモットーに日々活
動しております。大人数ですが、皆仲
が良く笑顔の絶えないメンバーです。
どうぞよろしくお願いいたします。

佛教大学よさこいサークル 紫踊屋

私たち魚崎結舞は、神戸市東灘区の
よさこいチームです。地元の小中学
生を中心にその保護者などで構成す
るアットホームなチームです。笑顔と
元気をモットーに舞で心を結び、楽
しく活動を続けています。

私たちよさこい匠は、結成１５年目を
迎えました。メンバーの年齢層は幅
広いですが、“世代を超えてひとつに
なり楽しむ”ことをモットーに活動し
ています。今年のテーマは「葩海月」。
月に照らされた水面に映える光のよ
うに演舞します。

私たちは、龍谷大学と京都ノートル
ダム女子大学との合同サークルで
“踊りは一瞬、祭りは一時、仲間は一
生！”の合言葉を胸に激しく舞い踊り
ます！己の衝動のままに青春を駆け
抜けることをチームの永代コンセプ
トに衝動に素直に動きます！

私たちは、神戸市を中心として活動
している神戸学生よさこいチーム湊
です。“会場に感動を”というチームコ
ンセプトを掲げ、見ていただいた全て
の方々が心打たれ、共に楽しんでい
ただけるような演舞を目指して日々
取り組んでいます。

私たちは、和泉市を拠点に活動して
います。とにかく踊ることが大好きな
メンバーの集まりで、踊りを通しての
出会いや繋がりを大切にしています。
今回初参加ですが、観ていただいて
いる皆様に感謝し、笑顔・元気・愛嬌
いっぱい!! 躍らせていただきます！

和泉よさこい りょく

ゆずともみじで有名な箕面市を中心
に活動しています。“踊る人も観る人
も笑顔になれるように”をモットーに
しています。いつまでも若く、美しく、
色気を忘れず、笑いの絶えない明る
いチームです。凛とした女性の舞をお
楽しみください。

みのおよさこい踊り子隊“凛”

和笑必～いっしん～

桃山学院大学よさこい連 真輝　-SANAGI-

魚崎結舞

よさこい匠

京炎そでふれ！ 輪舞曲

神戸学生よさこいチーム湊

抽選券は、野外劇場入口の受付で
お受け取りください。出演者の皆さん
はチームごとにお渡しします。
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道の駅あわじ

道の駅あわじ

淡路島の最北端にあり、明石海峡大
橋を間近に眺められる最高のロケー
ションにあります。広い公園で明石
海峡を眺めながらの～んびり過ごす
人、生しらす丼や淡路牛バーガーな
どご当地グルメを楽しむ人、淡路島
の海産物や農産物などお土産をかご
いっぱいにショッピングを楽しむ人な
ど、楽しみ方は十人十色です！
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淡路市岩屋１８７３－１　TEL.0799-72-0001

道の駅東浦ターミナルパーク

道の駅東浦ターミナルパーク

淡路夢舞台から南に3キロほど行く
と「東浦ターミナルパーク」がありま
す。特産館には地元の農家さんが
作った新鮮野菜を購入できる産地直
売所や土産店、カフェ、レンタサイク
ル店などが入っています。ほかにも
オリジナル作品作ることができる陶
芸体験館や、猫の墨絵を展示した美
術館などが隣接していて、みんなが
楽しめる道の駅です！
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淡路市浦６４８

道の駅福良

道の駅福良

淡路夢舞台前の国道２８号線を約５０
キロ南下すると「道の駅福良」があ
ります。国指定の重要無形民俗文化
財「淡路人形浄瑠璃」の劇場や、足
湯「うずの湯」、レストランや観光案
内所が入る「ふるさと活性化セン
ターなないろ館」があります。港に停
泊している帆船型の遊覧船は、約６０
分の遊覧でうずしおを間近にみるこ
とができるクルーズ船です！
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南あわじ市福良甲１５２８－１　TEL.0799-52-2336（南あわじ観光案内所）

道の駅うずしお

道の駅うずしお

大鳴門橋の手前にあり、うずしおが
間近に楽しめる道の駅です。ここに
は、メニュー豊富なレストランや、試
食が充実しているショップ、そして全
国ご当地バーガーグランプリで1位
と２位を受賞したバーガーショップが
あります。年間１５万個を売り上げる
「あわじ島オニオンビーフバーガー」
は、甘辛く炊いた淡路牛や濃厚なト
マトソースよりもオニオンフライが
主役です！
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南あわじ市福良丙９４７－22　TEL.0799-52-1157


