BASARA★CARN I VAL 2015
ばさらみずなみ
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ばさらみずなみしどうぶ じかたびだんさーず

バサラ瑞浪
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（岐阜県瑞浪市）
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。
東海地区初の市民チームとして誕生して
19年目。笑顔とど根性を売り物に、可
愛く元気に踊ります。

中京学院大学「舞蝶」

（岐阜県瑞浪市）

岐阜県瑞浪市を拠点に活動している中京学院大
学「舞蝶」です。第16回バサカニで引退、そして
解散となります。初代の先輩方が作った衣装、
曲で踊り納めをします。私たちの本気を勢い・声・
表情を1つ1つの演舞にのせて全身で表現します。

中京高校『ALL STARS』

（岐阜県瑞浪市）
「祭りで、踊りで、高校生の元気で瑞浪
を元気に！」
を合言葉に、バサラを授業
で取り組んできました。今年で９年目。
１年生プログレスクラス200名が一致団
結して精一杯踊ります。

楽夢

（岐阜県瑞浪市）
中京高校部活動として活動しているチー
ムです。日頃は、主に野球応援や地域
のお祭りなどで踊りを披露させていただ
いております。日頃の成果を是非ご覧く
ださい。

（愛知県刈谷市）
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（静岡県浜松市）
浜松市内の学生で構成されたチームです。

祭童
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（愛知県名古屋市北区）
久々の再集結！新しい仲間も一緒に大漁
節
「南中ソーラン」
で盛り上がっていきます。

ナハライブ

（音ノ木坂）

ごんちゃんず

（愛知県犬山市）
大人の本気みせてやる！

京炎そでふれ！ロンドン

（京都府京都市）
愛の力はときに大きな変化をもたらす！
そのような演舞を目指しています。

普段は100%女子で構成されていますが、今回は
他のチームさんからたくさん参加していただき、普
段と全く違った京小町を楽しんで頂けると嬉しいで
す。私たちがバサラカーニバルを精一杯盛り上げて
いきたいと思います！踊りゃんせ魅せませ京小町♪

（大阪府箕面市）
大阪大学の学生から成るよさこいチーム
です。2015年度オリジナル演舞曲
「想染
(おもいぞめ)」
を踊らさせていただきます。
たくさんの他チームさんと共に楽しく元気
に踊るので、ご声援よろしくお願いします。

まだに

（大阪府箕面市）
普段はよさこいを踊る
「まだにっ子」
が今
日はいつもとは違った演舞を披露しま
す！振り付け、構成も今日のために考え
ました。ご声援のほどよろしくお願いし
ます。
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心纏い保存会

（愛知県名古屋市中区若宮）
心纏いのOBOG、そして現役の踊り子
で演舞させて頂きます。曲は、2006年
に披露させて頂きました
「夢鼓み〜夢掛
ける空、大地〜」
です。よろしくお願いい
たします。

MA☆DA☆NI

わっぱぷれぜんつ！みんなでおどろうまいむまいむ
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（愛知県名古屋市北区）
2015の踊り納め、さあさあ皆で踊りま
しょう！お手手つないで楽しくマイムマイ
ム♪
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マンガ
「ジョジョの奇妙な冒険」
をコンセプトにした
チームです。ジョジョが好きだったり、そうでもなかっ
たり、お祭り騒ぎが好きだったり、踊りが好きだっ
たり、メンバーは色々ですが、気持ちは一つ。最高
に
「ハイ！」
ってヤツだああああああああああ！！！

嘉們-KAMON-

（大阪府大阪市）

チームコンセプトは、
「勢い、楽しさ、心意気〜
感動し続け、感動させる団体へ〜」
舞台に立つ
時の緊張や焦り、高鳴る鼓動をプラスのパワー
「滾り」
に変える！思わず手を突き上げたくなるよ
うな最高の
「ライブ感」
を今、あなたと共に！！

（京都府京都市）
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、仲間は一生の言葉を胸に
熱く激しく舞い踊ります。

（愛知県名古屋市中区）

じょう ぜろろくいきまい
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京炎そでふれ！華羅紅

（京都府）
華羅紅は普段は女子大生のみで活動し
ていますが今日は１日限定で男女混合で
演舞します！！華羅紅の元気と笑顔を他
チームさんともっと爆発させて最高の演
舞をします！

じょう
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（愛知県名古屋市千種区）
柑橘団とは、その名の通り柑橘系果物
の集まり。果たして、柑橘郎と甘井みか
んの恋物語は実を結ぶのか！？

笑″

（愛知県犬山市）
バサカニ限定メンバーを交え、笑″の演
舞を披露します。

かんきつだん

柑橘団

人繋ぎ

（愛知県豊橋市）
人と人との繋がりを大事にお客様とも心
を繋げられるように頑張って踊ってます。
代表は仮面ライダーオタクです。

きょうえんそでふれ！からくれない
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笑″06粋舞 （愛知県犬山市）

笑″の2006年の演舞曲
「粋舞」
を踊りま
す。ピリピリする緊張感、手に汗握る力
感、情景浮かぶ歌、何より精一杯胸を
張り、力いっぱい踊る作品です。心・技・
体が揃うからこそ完成される
「粋舞」。是
非、観に来て下さい。
ひとつなぎ

（三重県津市）

結成5年目の今年のテーマは
「安濃津城
の戦い」
です。この戦いで女武将が活躍
し、津の町に桜が咲き平和が訪れるス
トーリーです。四季舞が織り成す春夏秋
冬 、春の陣。皆様を桜彩（さくらいろ）
の世界へ誘います！
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今日の小町

（京都府京都市）
今日の小町はバサカニ限定で振り、衣装、
音源を作成しました。女の子100%のオ
リジナル演舞をお楽しみください！

しきぶ

かんらく

かんらく

京炎そでふれ！輪舞曲

四季舞

わっぱプレゼンツ！輪になって踊ろうマイムマイム

きょうのこまち

東方JOJO夢

（杜王町を中心に全国）
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江南よさこい連〜 kohga 〜

（愛知県江南市・名古屋市 ）
私達の今年度の作品である誇道、今回
は男女を逆転させいつもと違った誇道を
お届けします。

ひがしかたじょじょむ
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Meetiα（愛知県名古屋市緑区）

名古屋市緑区を拠点に県内全域で活動
中のMeetiαです。今年の作品
「英雄たち
の祭り」
は、桶狭間古戦場まつりを舞台
にし、現代に生きる英雄Meetiαの壮大
なカーニバルを繰り広げます。４分間の
一大ムーブメントをお楽しみください。

こころまといほぞんかい

かもん
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みーてぃあ

12

こうなんよさこいれん〜こうが〜

心纏い

（愛知県名古屋市中区若宮 ）
テーマは
「今、出で発ちの時」祭りの朝、
神社に響く太鼓に人々は胸を躍らせ家
族・仲間・大切な人と共に、またこの
日を迎えられ、感じる
『歓び』
を躍りにの
せて表現します。
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中京高校保育class『love kids』

（岐阜県瑞浪市）
今年のテーマは
「翼」。一人一人の小さ
な羽根が大きな一つの翼となり、夢に向
かって羽ばたく姿を表現します。3年生
は卒業演舞、応援よろしくお願いします。

こころまとい
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（大阪府箕面市）
いつもはよさこいを踊る
「まだにっ子」
た
ちが、踊る曲を変え、振り付けと構成も
新たに考えました。まだにステーション、
略してMすて！是非ご覧ください！

まだに
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（三重県鈴鹿市）
段ボールを身に纏い舞い踊る。

まだに
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ちゅうきょうこうこうほいくくらす『らぶきっず』
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きょうえんそでふれ！ろんど

楽夢音

（愛知県名古屋市中区）
人たちの本気がたくさんつまったチーム
です。一から曲をつくり、一から衣装を
作成しました。自分たちがやりたいこと
をすべて盛り込みました。どうぞ、宜し
くお願いします。
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よさこい塾・ありがた屋

ＭＡＩＹＡ

（岐阜県瑞浪市）
ホストチームです！がんばりまっす！ブー
スの長崎ちゃんぽんもよろしくお願いし
ます！！

よさこいじゅく・ありがたや
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らむね
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おおさかだいがくおまつりだんすさーくる まだに

大阪大学お祭りダンスサークル 祭楽人

京炎 そでふれ！京小町

（京都府京都市）

きょうえんそでふれ！ろんどん
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「祭りで、踊りで、高校生の元気で瑞浪を元
気に！」
を合言葉に、バサラを授業で取り組ん
できました。毎年恒例、体操部・新体操部
のパフォーマンスをはじめ、今年はさらにバー
ジョンアップした演舞構成にご注目ください。

きょうえんそでふれ！きょうこまち
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ごんちゃんず
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わっぱプレゼンツ！みんなで踊ろうめ組のひと

（愛知県名古屋市北区）

なはらいぶ
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（岐阜県瑞浪市）

わっぱぷれぜんつ！みんなでおどろうめぐみのひと

まつりわっぱ
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浜松学生連 鰻陀羅

中京高校『ATHLETE』

2015.12/13
まいや
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ちゅうきょうこうこう『あすりーと』
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はままつがくせいれん まんだら

こんにちは。今 回 楽 夢はセンター 争 奪 戦で
フォーメーションを決めました。いつもは旗振
りしてる人が踊ったり、前列で踊る人がMCだっ
たり、おまえ大丈夫か？って人が小道具や大道
具を！そんなハチャメチャなフォーメーションで
全力で演舞します。応援よろしくお願いします。
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中京高校『チアガール』

バサラ瑞浪指導部 チャイナドールʼｓ

（岐阜県瑞浪市）
瑞浪の総踊り曲
「おかみサンバ」
！歴代の
おかみさんソーランの振付をちりばめ、
楽しくはじけて踊ります！覚えてください
ね♪

ちゅうきょうこうこう『ちあがーる』
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らくむ
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中京高校『PROGRESS』

（岐阜県瑞浪市）

「オールスターズ」
は商業クラス、プログレスクラ
ス、体育クラス、保育クラスが一丸となって演舞
します。今年は商業クラスも加わり、総勢1000
名、過去最多人数で公園線を埋め尽くします。
1000名の一致団結する姿をお楽しみください。

ばさらみずなみしどうぶ ちゃいなどーるず

3

ちゅうきょうこうこう『ぷろぐれす』
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ちゅうきょうこうこう『おーる すたーず』
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バサラ瑞浪指導部 地下足袋ダンサーズ

（岐阜県瑞浪市）
いつもはとっても怖くて？厳しいバサラ
瑞浪踊り指導部のおかみさん達が、歴
代おかみさんソーランをメドレーで披露
します！

ちゅうきょうがくいんだいがく「まっちょ」

5

バサカニ参加チームの紹介

りっしんべんず
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りっしんべんず

（愛知県名古屋市千種区）
神出鬼没のりっしんべんず。気が向かな
いと出てこないけど、やる時は本気です！

