第５７回

瑞浪美濃源氏七夕まつり
バサラ 参 加 チ ーム の 紹 介 ①

ばさらみずなみ

バサラ瑞浪

（岐阜県瑞浪市）
踊りと出会って２０年！
「おかみさんソー
ラン」
で全国におなじみ、踊ってまちを元
気にするバサラ瑞浪です。笑顔とど根性
で日本の元気を応援します。
ほっかいどうだいがくえん

北海道大学”縁”

（北海道札幌市）
「周りを巻き込み、ゴキゲンな流れをつく
る」
というコンセプトのもと、道内のみな
らず全国のお祭りを駆け巡り、盛り上げ
ています！
おおすしょうてんがいにじゅういち

ばさらみずなみしどうぶ

まいや

ちゅうきょうこうこうほいくくらす『らぶ きっず』

（岐阜県瑞浪市）
１８年目を迎えた
「おかみさんソーラン」、
そのエッセンスをバサラ瑞浪指導部員
が、メドレーでお目にかけます。

（岐阜県瑞浪市）
岐阜県を中心に活動している市民若手
チームのMAIYAです。見ているみなさん
を巻き込んでお祭りを楽しんで行こうと
思います！よろしくお願いします！

（岐阜県瑞浪市）
保育クラス2，3年生全員がクラスの活
動としてバサラを取り組み、今年で7年
目を迎えました。高校生の溢れる笑顔で
瑞浪を元気に！精一杯踊りますのでご声
援よろしくお願します。

よさこいえんぶれん しん

やおとめてんにょ

しずおかだいがく おちゃのこさいさい

（岐阜県八百津町）
チーム10周年を迎え、少人数チームで
はありますが楽しんで進んでいきたいと
思います。しなやかな踊りと力強い旗と
の演舞をどうぞご覧ください‼

（静岡県静岡市）
皆様に元気を与えられるよう精一杯の演
舞をお見せします！

バサラ瑞浪指導部

MAIYA

よさこい炎舞連『神陽〜 Sin 〜』 八おとめ天女
（三重県津市・愛知県名古屋市）

三重と愛知で活動しております。中学生か
ら主婦まで幅広くメンバーがおります。広い
年齢層に負けず、激しい演舞を行います。

あいる

えにぃ

（愛知県名古屋市）
飲んで！騒いで！踊って！バサラ〜！
( ´ ▽ ̀ )ノ
今年も、よろしくお願いします！

（愛知県名古屋市）
名古屋市緑区有松絞りモニュメント藍流
の名の元に結成しました。その中のテー
マの一つ今年はオーロラです。

эиii

はままつがくせいれん まんだら

たじみけいさつそうほんぶそーらんぶしたい

おにぎりだん

（静岡県浜松市）
静岡県浜松市を中心とした学生チーム
です。浜松が誇る地元の祭り
「浜松祭り」
を題材とした演舞をさせて頂きます。勇
猛な凧揚げや活気のある練り歩きで会
場を盛り上げます！

（岐阜県多治見市）
結成11年、老若男女混合チームです。

（愛知県瀬戸市）
楽しく皆が笑顔でいられるチーム作りを
もっとーに第２の家族です。

浜松学生連鰻陀羅

そぎもみじ

曽木紅葉

中馬街道と、曽木公園の逆さ紅葉をテー
マにして、地元曽木町を中心に、近隣の
陶町、明智町の人達と一緒に踊ってい
ます。年齢層が幅広く、楽しく踊る事を
目的としています。今年は新曲です！新
たな気持ちで頑張ります！
ふぁっしねいしょん

ファッシネイション

（岐阜県可児市）
可児市で活動しているダンスチームで
す！メンバー募集中、よろしくお願いしま
す‼

かのん

KanoN

（愛知県名古屋市）
今年のテーマは陰陽師。結成2年目を
迎え昨年より成長したKanoNの圧倒的
世界観をどうぞご覧ください！

（宮城県仙台市）

さくら さくら
弥生の空は見渡すかぎり
霞か雲か 匂ひぞ出づる
目映く咲いた恋の花。
何を犠牲に、咲くのでしょう？
ーー桜の、下で。

あぐいとう

ながのけんかんごだいがくよさこいさーくるこだま

（愛知県知多郡阿久比町）
３世代のファミリーチーム。

（長野県駒ヶ根市）
看護大学の学生で構成されたチームで
す。元気いっぱいでくしゃくしゃの笑顔
を武器に精一杯踊ります。

むぎわらぼうし

ひえんーたじみ

私達は江南市、名古屋市を拠点に様々な年齢層で活動を
しています。今年度の私達の作品のテーマは夜桜の花見。
満開の桜、満天の月夜の中で行われる楽しげな宴会や、
その宴会を外れ月を肴に静かに酒を飲む人など演舞を通し
てで1本のストーリーになっています。その情景や 様々な
場面が見て下さる方々に伝わる演舞が出来る様に精一杯
頑張ります。どうか手拍子、ご声援宜しくお願い致します。

（愛知県安城市）
愛知県安城市で活動しております夢希笑〜
Ｂｏｓｈｉ〜です。今年は、どまつりに出るた
め、曲や衣装を全て一新しました。まだま
だ未熟なチームですが、夢希笑にしかでき
ない演舞をしますので、宜しくお願いします。

（岐阜県多治見市）
小学生からシニア世代まで年齢の幅があ
るファミリーチーム。

しんしゅうだいがくよさこいまつりさーくる わっしょい

せと・とうりゅうもん

ゆい

（愛知県瀬戸市）
愛知県瀬戸市を中心に活動しています。
人数は少ないですが、笑顔と元気だけ
はどこにも負けないつもりです。精一杯
踊りますので声援よろしくお願いします。

（愛知県豊田市）
今年のテーマは東海道。様々な人々が
行き交うここ中京の地で、激しくぶつか
りながらも新しく芽生える文化と絆を表
現します。

かかみがはらえんぶれん

こころまとい

楽祭

（愛知県刈谷市）
【祭りを楽しむ】
をコンセプトに活動して
いる社会人中心のチームです。テーマは
【協騒曲
（きょうそうきょく）
】踊り子、お
客さん共に騒ぎ、祭りを楽しみましょう！
こうなんよさこいれん〜こうが〜

江南よさこい連〜 kohga 〜

（愛知県江南市、名古屋市）

信州大学YOSAKOI祭りサークル 和っしょい

（長野県松本市）

信州大学全学部生から構成されている総勢100
名を超えるチームです！毎年信州を舞台とした
作品を作り、曲、振り、衣装など全て自分たち
で作成しています！今回のお祭りで信州の魅力
を和っしょいの迫力のある演舞でお届けします！

あぐい騰

夢希笑〜 Boshi 〜

瀬戸・陶龍門

（愛知県名古屋市）
名古屋市天白区を中心に活動している
倭と申します。瑞浪七夕は今回が初参
加、人数は少なめですが全力で踊り、
そして全力で楽しませていただきます。
ご声援のほどよろしくお願いします。

（岐阜県多治見市）
岐阜県多治見市でよさこいを盛り上げよ
うと頑張っている烏舞です。まだまだ若
いチームですが皆さんを楽しませる事の
できる踊りを目指して頑張っているのでよ
ろしくお願いいたします。

（岐阜県各務原市）
各務原市を中心に活動しています。子ど
もから大人まで、世代を超えた演舞を披
露したいと思います。

なごやだいがく かいとうらんま

あいちこうなんたんきだいがくよさこいさーくるあすか

みーてぃあ

（愛知県名古屋市）
僕たち快踊乱舞は、名古屋市の学生を
中心としたチームです。学生チームらし
く、若さ溢れる演舞を披露したいと思い
ます。

（愛知県小牧市）
織田信長を背中に背負って、カッコ良く
踊りたいです。

ちーむはおうー

からすま

名古屋大学”快踊乱舞”

駆気乱

チーム覇王ー

やまと

倭

静岡大学 お茶ノ子祭々

御握り団。

多治見警察総本部ソーラン節隊

らっしゃい

（岐阜県土岐市）

中京高校保育class『love kids』

かけら

藍流

大須笑店街☆21

2016.8/5-7

烏舞

愛知江南短期大学よさこいサークル飛鳥〜 asuka 〜

（愛知県江南市）
今年のテーマは藤！江南市の曼荼羅寺
を舞台に起きた織田信長と側室吉乃の
物語を踊りで表現しました。今年初披
露の演舞、精一杯踊りますので、ご声
援よろしくお願いします！

かかみがはら炎舞連

Meetiα

（岐阜県可児市）
結成、16年目のチームです。家族で参
加のメンバーが多く、今年はちびっこも
増えて賑やかになりました！新しい風を
纏ったチーム覇王ーを見てください！

長野県看護大学よさこいサークル鼓魂

飛燕−多治見

結

心纏い

（愛知県名古屋市）

名古屋市中区若宮で活動しております。心
纏いと申します。今年のテーマは
「威風堂々」
地元若宮が誇る勇壮な山車。男衆が
「うちが
一番」
と当然と山車を担ぎ上げる姿はまさに
威風堂々。その躍動感と感動を表現します。
むどうげんじん

（愛知県名古屋市）

クール且つパッションを感じさせる、ダンス
の素人が作り上げるエンターテインメントを
目指し、、愛知、岐阜、三重、静岡からメ
ンバーが集まっています。桶狭間の戦いか
ら456年の時を越え、現代に生まれ変わっ
た英雄たちの灼熱の宴をお楽しみください。

夢道源人

（愛知県名古屋市）
私達のチームは、高校生から社会人ま
で幅広い年齢で、構成されています！
私達だからこそ作れる、世界観で是非
お楽しみください。

第５７回

瑞浪美濃源氏七夕まつり
バサラ 参 加 チー ム の 紹 介 ②

ぎふしょうとくがくえんだいがくやなぎ

岐阜聖徳学園大学

柳

（岐阜県柳津市）
岐阜聖徳学園大学の学生で構成された
チームです。

はぶり

やよい

半布里

2016.8/5-7
なんざんだいがくよさこいさーくるせつな

夜宵

（愛知県名古屋市）

南山大学 よさこいサークルせつな

（岐阜県富加町）
富加の町から元気を発信を合言葉に活
動しています。

毎年夏に名古屋で開催されるにっぽんど
真ん中祭りでファイナル進出を目指し、
高校生から社会人まで、約160名のメン
バーで練習に励んでいます。また、仙台
や神戸など全国各地のお祭りに参加し、
演舞をしています。

（愛知県名古屋市）
現在は人数が少ないですが楽しく活動し
ています！！

ちゃわんこ

あいちしゅくとくだいがく めいと

かすがいはやて

（東濃地域）
昨年１０月にできたチームで、まだまだ
人数は少ないですが、美濃源氏七夕ま
つりを目一杯楽しみたいと思います！

（岐阜県土岐市）
地元土岐市を中心にイベントや施設のボ
ランティアに参加しています。若いメン
バーも新規参入してパワーアップしまし
た！初めてパレードにも参加します。宜し
くお願い致します。

（愛知県名古屋市）
私たちが持っている、どこまでも止まら
ず限界を知らない熱い想いを、「これで
もかっ！！！」
というほどぶつけ、お客さん
の心の導火線に火をつけられるような演
舞をします！

（愛知県春日井市）
３世代ファミリーチームです。私たちは
春日井市高蔵寺地区を中心に活動して
ます。結成15年のチームです。皆様に
笑顔をお届けします。春日井疾風でござ
います。

かすがいはるみん

かんかんじーえーえす

しぇいくはんず

おうどうらっふるず

横道rufﬂes

春日井はるみん

（愛知県春日井市）
春日井市を拠点に 活動しています、メン
バーの 年齢、住む地域は バラバラです
が、人との繋がりを大切にし 助け合って
いる大家族の様な仲良しチームです。笑
顔と明るさを 踊りでお届けします！
かんきだん

ちゃわん娘

歓・感G.A.S

（愛知県名古屋市）

皆様にいつもお世話になっています、東邦
ガスの企業チームです。毎年、ガス屋さん
らしく、「火」
や
「炎」
をテーマに演舞をしてい
ます。今年は、オリンピックイヤーであるため、
「聖火」
をテーマにオリンピック精神である、
フェアプレー・友情・世界平和を表現します。
しょうぶ

歓喜団

（愛知県名古屋市）

私たち歓喜団は"歓び喜ばれて"をモットーに
名古屋市千種区今池を拠点に活動していま
す。今年のテーマは
「未来切符」!!見てくださっ
ているお客さまが、私たちの演舞を通して身
近にある幸せを感じ、笑顔になって頂けるよ
う、たくさんの笑顔と歓喜をお届けします!!
ころも

笑舞

（愛知県丹羽郡扶桑町）
愛知県丹羽郡扶桑町より来ました笑舞
です！2年目も笑顔とエネルギー溢れる
演舞で頑張ります！応援よろしくお願い
します！

許呂母

滋賀大学よさこいサークル椛

とよはしまいかれん

（愛知県豊田市）
愛知県豊田市を中心に活動している許
呂母(ころも)です。今年の演舞曲は
「きず
な」。豊田市のおいでん祭りを舞台に、
周りの人を巻込み一つの絆を結んでいき
ます！よろしくお願いします！！

（滋賀県彦根市）

愛知淑徳大学 鳴踊

SHAKE HANDS

（愛知県名古屋市）

様々な分野で働く人間が集まり、踊り通して繋が
りを広める事を目的としています。本日も公務員、
会社員、フィットネスインストラクター等多様な
メンバーで来ております。イベント初参加ですが、
観客の皆様に楽しんで頂ければ嬉しいです。

Well来夢･平田

（愛知県名古屋市）

じょうしょう

常笑

春日井疾風

ひなた

ひなた

（愛知県名古屋市）
名古屋市中区で活動しています。結成2
年目を迎え、更に信念に向かい全身全
霊の演舞をご披露いたします。

いりゃあせなんと

いりゃあせ南都

（愛知県名古屋市）

名古屋市南区で活動しております
「いりゃあせ
南都」
です。おかげさまで今年結成15周年を
迎えることができました。昨年のどまつりでは
奨励賞を頂き、これまで以上に気合の入った
いりゃあせ南都をよろしくお願いします！
しえら

（愛知県名古屋市瑞穂区）

桜愛ーSHIELA− （岐阜県各務原市）

私たちは高校生、大学生、社会人で構成さ れて
います。今年はメンバーも増え、前年度よりパワー
アップした演舞は必見です！曲名は桜が染める川
と書いて桜染川(さくらぜんせん)。私たちの声と笑
顔、そしてキレのある力強い踊り、優雅で美しい
踊り、様々な道具で会場を笑顔に染め上げます！！

私たちシエラは、元は他人同士だったのが、
よさこいと言う縁で出会い一つになることが
できました。笑って、汗をかいて大いに楽し
むことができればいい。踊る側も見る側も
感動できるよさこいを目指して頑張って踊り
ます。応援よろしくお願いします。

しゅはり

なごやがくせいちーむしゃち

しんしゅうこまがね えんぶれん

（愛知県名古屋市）
名古屋市で活動する守破離です。
今年の演舞曲は想愛〜月夜に詠うかぐ
や姫〜。かぐや姫とその想い愛した帝の
儚き愛の物語、皆さまの心に届けます。

（愛知県名古屋市）
専 門 学 生や大 学 生で構 成されている
チームです。学生らしく元気に演舞させ
ていただきます。

（長野県駒ヶ根市）
長野県駒ヶ根市で活動しています、ファ
ミリーチームです。

ほくせいのかぜ

うたげや

ぎふだいがくよさこいさーくるそうや

かぐら

名古屋市北区を中心に活動している北
誠の風です。私たちは幼児から素敵なや
またよろムッシュ&マダムまで、様々な世
代が集まるファミリーチームです。今年
のテーマは
「黒川友禅流し」
。承け継が
れし伝統の風景を表現します。

（愛知県名古屋市）
見てくださる方に感動をお届けできるよ
う、記憶に残る演舞を心がけています。
宴屋一同、精一杯演舞させていただき
ます！

（岐阜県岐阜市）
元気に楽しく地元を元気にをモットーに
活動しています。

愛知県名古屋市中区栄を拠点に活動して
おりますkaguraです。作品のテーマは天下
のおおうつけ
「織田長」。誰もが臆し、恐怖
に陥る死の瞬間を彼はそれでも生き続けよ
うとする強い信念、生き様を私たちの演舞
で表現いたします。kaguraの世界観どうぞ
ご覧ください。

にほんふくしだいがく むじんとう

こどう

ぴんきーときっず

じん

豊橋舞花連
粋なあねさん集団？

（愛知県豊橋市）

北誠の風 （愛知県名古屋市北区）

日本福祉大学 夢人党

（愛知県知多郡美浜町）

守破離

宴屋

己道

私たちは、日本一夢を与え続けるチームとして知多
半島を中心に様々な活動を行っています。今年の
テーマは浦島太郎。夢人党持ち前の元気と世界観
で、会場の皆様に時を忘れるほどのドキドキを皆様
に届けたいと思います。ご声援よろしくお願いします。

（愛知県江南市）
今年のテーマは
［夏花火］僕達、己道が
今年の夏に懸ける熱い想いを一つの花
火に込めて、夜空に咲かせます。皆様、
中盤には花火が打ち上がります。拍手の
準備を忘れずに！！！

からふるみんぞくだん

りゅうきゅうくにまつりだいこぎふしぶ

カラフル民族団

（岐阜県瑞浪市）
七夕とバサカニに集まる総踊りチームで
す。飛び入り大歓迎！！

名古屋学生チーム『鯱』

岐阜大学よさこいサークル騒屋

ピンキー土岐っＺ” （岐阜県土岐市）

「ピンキー土岐っＺ”」は、土岐市内のちいちゃな子ども
から大人の家族的であったか〜い雰囲気の仲良し市民
チームです。鳴子を持てば誰でも仲間だよ!!和楽器バン
ドの「千本桜」
に、ピンキーバージョンで挑戦！苦労しな
がらも、みんなで作り上げていくことの喜びも味わって
います。皆様の拍手に支えられて楽しく元気に踊ります
ので、応援よろしくお願いします。いつでも会員募集中！！
さくらまつりじっこういいんかい

琉球國祭り太鼓岐阜支部

さくらまつり実行委員会

琉球國祭り太鼓は1982年に沖縄市で結成されまし
た。本日は世界に広がる祭り太鼓のプロジェクトの一
つである
「エイサーペイジェント」世界同時演舞を行な
います。７日13：00より今年の課題曲
「いちゃりば結
い」
と
「ミルクムナリ」
を演舞させていただきます。

さくらまつり実行委員会は、毎年4月、東日本大震災で
被災した岩手県陸前高田市で 鳴子踊りの祭を開催して
おります。いまもなお仮設住宅で暮らす被災者の方が多
くいますが、踊りを通して交流をしながら復興に向けての
活力になれればと願い、活動を続けております。
震災から5年以上経った被災地の現状を知っていただけ
ると幸いです。

（岐阜県東濃地域）

（愛知県名古屋市）

信州駒ヶ根 縁舞蓮

kagura

神〜 JIN 〜

（愛知県名古屋市）

（愛知県名古屋市）
名古屋市緑区で活動している結成6年目
の神〜 JiN 〜です、とにかく元気にをモッ
トーに一年中楽しんで踊っています。

