
出演順 演舞時間 所在地 出演順 演舞時間 所在地

1 10:00 小美玉市 35 13:35 行方市

2 10:06 行方市 36 13:41 行方市

3 10:12 行方市 37 13:47 桜川市

4 10:18 桜川市 38 13:53 土浦市

5 10:24 土浦市 39 13:59 つくば市

6 10:30 小美玉市 40 14:05
土浦市

つくば市

7 10:36 つくば市 41 14:11 栃木県

8 10:42
土浦市

つくば市 42 14:17 那珂市

9 10:48 栃木県 43 14:23 那珂市

10 10:54 那珂市 44 14:29 つくば市

11 11:00 那珂市 45 14:35 水海道市

12 11:06 つくば市 46 14:41 阿見町

13 11:12 小美玉市 47 14:47 千葉県

14 11:18 水海道市 48 14:53 つくば市

15 11:24 阿見町 49 14:59 結城市

16 11:30 千葉県 50 15:05 茨城県

17 11:36 つくば市 51 15:11 那珂市

18 11:42 結城市 52 15:17 坂東市

19 11:48 小美玉市 53 15:23 常陸太田市

20 11:54 茨城県 54 15:29 東海村

21 12:00 那珂市 55 15:35 阿見町

22 12:06 坂東市 56 15:41 桜川市

23 12:12 常陸太田市 57 15:47 東京都

24 12:18 東海村 58 15:53 鹿嶋市

25 12:24 阿見町 59 15:59 日立市

26 12:30 桜川市 60 16:05 大子町

27 12:36 東京都 61 16:11 常陸大宮市

28 12:42 鹿嶋市 62 16:17 東京都

29 12:48 日立市 63 16:23 茨城県

30 12:54 大子町

31 13:00 常陸大宮市

32 13:06 東京都

33 13:12 茨城県

34 13:18 全国
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み   ん   な   で   写   真   撮   影

舞っちゃげDays

シャケサンバ
黄門

第5回   そ・ら・ら  茨城どまんなかよさこい祭り プログラム

イキイキITAKOスポーツクラブ潮娘よさこい連

開会式 9:30〜

各     賞     の     発     表

久慈中ソーラン
万里開拓〜いざ未踏の地へ〜
鼓動
百鬼夜行〜不滅の魂〜
一㐂〜駆け抜ける嵐〜

縁 Joy!

和霞〜わっか〜
桜源郷
今、ひとえに
平国の剣

福来カーニバル
月華門

新皇
天藍 2019

よっちょれ

ねばねば音頭
Street of the Soran

タキオのソーラン節
日本全国福の神
かみどん

宴天華
とこしえに
侍
乱舞ヨサコイソーラン
かみかわ華しぶき

久慈浜ソーラン舞踊衆 羅森万
常陸國大子連
雅華組
東京ギバチ
水戸藩YOSAKOI連

縁結,同心會
秋山舞の会
岩瀬嫂舞会
今、ひとたび
颯流

ゆうき翔乃舞
錦織姫
那珂よさこい連
将門YOSAKOI響
里美華翠連

ツクバあさん47

水海道なでしこ連
天翔如人
和楽一座
筑波よさこい連

斬桐舞
よさこい飛翔
颱見鴉〜KAZAMIDORI 〜with DAIZZY’S

うりつ゛ら・ランブ会
舞志連

チ     ー     ム     名 演     舞     曲

錦照会 錦北蓮華
真壁桜乃舞
舞・舞・小町

いやさか秋田
青森の華
黒田官兵衛
津軽祭りサンバ

チ     ー     ム     名 演     舞     曲

響宴 〜轟〜
イキイキITAKOスポーツクラブ潮娘よさこい連 ねぶたYOSAKOI大乱舞ザ・フェスティバル

錦照会 錦北蓮華 かみかわ華しぶき
真壁桜乃舞 ばってん火の国
舞・舞・小町 黒田武士
ヨサコイ涼花組 七変化
斬桐舞 宴天華
よさこい飛翔 とこしえに
颱見鴉〜KAZAMIDORI 〜with DAIZZY’S 神剛
うりつ゛ら・ランブ会 ソーラン祭り節
舞志連 心輝舞想
ツクバあさん47 南中ソーラン
傘舞乱華 まつり
水海道なでしこ連 宝船
天翔如人 愛乱舞いばらき
和楽一座 切り火
筑波よさこい連 ヤーコンちゃちゃちゃ
ゆうき翔乃舞 愛子のソーラン節
華の乱 大奥〜華凛〜
錦織姫 月華門
那珂よさこい連 天藍 2019

将門YOSAKOI響 新皇
里美華翠連 縁(えにし)

縁結,同心會 縁 Joy!

秋山舞の会 和霞〜わっか〜
岩瀬嫂舞会 桜源郷
今、ひとたび 今、ひとえに
颯流 平国の剣
久慈浜ソーラン舞踊衆 羅森万久慈浜ソーラン節

  総          踊         り
  総          踊         り
  総          踊         り水戸藩YOSAKOI連 一㐂〜駆け抜ける嵐〜

よさこいkids大集合！ 南中ソーラン

常陸國大子連 万里開拓〜いざ未踏の地へ〜
雅華組 鼓動
東京ギバチ 百鬼夜行〜不滅の魂〜


