ひなた

205

しゅはり

ひなた
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（愛知県名古屋市）
昨年結成したばかりのチームです。社会
人を中心としたメンバー全員が、全身全
霊思いをかけて踊ります。

獅子聡with煌☆〜バサカニ千秋楽〜

（岐阜県多治見市）

しょうたいむめもりーず

笑TIMEメモリーズ

（愛知･岐阜･三重･静岡）
笑TIME
（しょうたいむ）
の伝説の演舞が
バサラ瑞 浪で復 活を遂げます！2006
年、当時の衣装、当時のメンバーで、当
時の輝きそのままに魅力的な演舞をした
いと思うのでよろしくお願いします！

（大阪府大阪市住吉区）
朱蘭がテレビのなかに入っちゃった！？朱
蘭TVのは〜じま〜りだ〜〜！
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（岐阜県西濃地区）
色々あった２０１５年の最後の演舞！
神のみ心「神心
（しんじん）
」 心を込め
て踊らせていただきます！

中京高校商業科『The Endless』

（岐阜県瑞浪市）
商業科は今年が始めての参加になりま
す。衣装、鳴子共に商業科のメンバー
で作り上げました。仲間との絆をテーマ
に精一杯踊ります。応援よろしくお願い
します。

多治見警察総本部ソーラン節隊

（岐阜県東濃西部地区）

平成１８年に、「少年の居場所作り活動」を目的に立ち上げ
たチームが１０年目を迎えました。メンバーは小さな子ども
からおじいちゃんまで。家族のようなあたたかさが魅力のチー
ムです。技術はまだまだですが、楽しく踊ることをモットー
に練習しています。みなさんバサカニを楽しんで行きましょう。

NPO法人 おいでん

（愛知県豊田市）
私たちは"車の町"愛知県豊田市から来まし
た
「NPO法人おいでん」
です。毎年７月最
終週の土・日に開催される
「豊田おいでん
まつり」
を通じて人や町をつなぎ、笑顔あ
ふれる町になるよう活動し続けています。

大阪、滋賀、京都を中心にNARUTO好き！な
関西のよさこい、そでふれチームの現役踊り子
とOBOGが集まりました。バラバラのチームか
ら集まった個性を詰め込んだ演舞で、瑞浪に
NARUTO世界を呼び込みます。

同志社大学 京都よさこい連心粋のバサラ限定演
舞チームです。アットホームが一番の自慢のチーム
です。心粋初の限定演舞となりますが、心粋人
（こ
ころいきじん）
一同精一杯盛り上げ、楽しませてい
ただきたいと思いますのでよろしくお願いします！

Anjo北斗

（愛知県安城市）
4歳から77歳のファミリーチームです。
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（大阪府）
今年は女の子が多く、少人数ですが、
明るく元気いっぱい踊らせていただきま
す！よろしくお願いします！

ぴんきーときっず

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
人まで家族的であったか〜い雰囲気の仲良しチームです。鳴
子を持てば誰でも仲間だよ!!七夕でも披露した「千本桜」で今
年の踊り納めです。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！！

大阪観光大学チーム明 〜saya〜

岡山うらじゃ連合同チーム桃太郎

（岡山県）
岡山のうらじゃ連が地元をＰＲするため
にできた合同チームになります。精一杯
岡山の良さをお伝えできるよう元気よく
踊っていきますので、応援お願いします。

愛知淑徳大学 鳴踊

（愛知県名古屋市千種区）
学生チームらしく仲良く元気に活動して
います！

おうき
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岐阜大学よさこいサークル「騒屋」

（岐阜県岐阜市）
『笑顔で！楽しく！地元を元気に！』をモットーに日々、
活動しています。岐阜大学よさこいサークル「騒屋」
です。今年のテーマは『花火』。毎年、長良川で2度
行われる花火大会を題材にしています。みなさんに
楽しんでもらえるよう精一杯演舞したいと思います。

ちゅうきょうこうこう『さぷらいず』
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AAA瑞穂

（愛知県名古屋市瑞穂区）
幼稚園から大人までの三世代で仲の良
いアットホームなチームです。青少年育
成の目的を持ち、ボランティアや地域に
根差した活動を行っています。

うつせみ
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岡山うらじゃ連蓮雫

（岡山県）
500年以上もの伝統を誇る日本三大奇
祭のひとつ、西大寺会陽はだか祭りを
テーマとしています。

現背人‐utusemi‐

（愛知県）
昨年は少人数での参加でしたが、今年
は大 人 数！曲はGASSHOW。深く、精
一杯踊ります。よろしくお願いします。

ほうせんか
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豊川華

（兵庫県神戸市）

愛知県は豊川市で活動しています豊川華です。今回披露する演舞“仇華
（あだばな）”は今まで我々がやった事のない構成・演出を盛り込んでおり、
ある意味新鮮な楽しさがあると思います。是非クライマックスをご自分の
目で確認していただきたいと思います。またGoogle先生のところで【豊川
華】とググっていただくと貴重な練習（？）写真がちりばめられたブログが
一番上に出てきますので、よろしければそちらもご覧になってください！
してんのうじだいがくよさこいそーらんぶぶきよう
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四天王寺大学YOSAKOIソーラン部仏喜踊

（大阪府羽曳野市）
とても元気で個性あふれるメンバーが
揃っており、みんな仲良く楽しいチーム
です。他チームさんを迎えてバージョン
アップした仏喜踊を是非お楽しみくださ
い。
おでんざくら
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御田咲楽

（愛知県名古屋市中村区）
大好きなよさこいを 小さいことからコ
ツコツと！中村区の端っこで活動している
ファミリーちーむです

おかやまうらじゃれん れんげ
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中京高校『Surprise』

（岐阜県瑞浪市）
6代目
『love kids』
もこのバサカニで最後
になります。沢山の方々に支えて頂いた
感謝の想いを踊りで表現します。演舞内
容は当日のお楽しみです。

とりぷるえーみずほ
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鷹姫ouki

（愛知県名古屋市緑区）
衣装も振りも手作りで楽しく踊るファミ
リーチームです。

ぎふだいがくよさこいさーくる「そうや」
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大阪市立大学チーム朱蘭

（大阪府大阪市住吉区）
今年の演舞のテーマは
「大阪天下の城下
町」
タイトルは
「錦」。大阪の活気あふれ
る町をこの岐阜の地で再現したいと思い
ます。

あいちしゅくとくだいがく めいと
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おかやまうらじゃれんごうどうちーむももたろう
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東京学生“生っ粋”

（東京都）
学生から社会人まで幅広い年齢層のメ
ンバーが在籍するチームです。若さ爆発！
心は１つ！を合言葉にお祭りを盛り上げ
たいと思います！

あんじょうほくと
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おおさかいちりつだいがくちーむしらん

216

とうきょうがくせいきっすい

227

おおさかかんこうだいがくちーむさや

in京machi

（関西）
京都の某女子大チームのOGです！踊り
たいという熱い思いのもと、やってまいり
ました！かなりの少人数ですが、私達の
情熱を皆様にお届けします！！
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ココロウキウキ心粋

（京都府京都市）

いんきょまち
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同志社大学 京都よさこい連 心粋

つまり〜どういうことだってばよ…〜

（京都府、大阪府、滋賀県）

こころうきうきこころいき

えぬぴーおーほうじん おいでん
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（京都府京都市）
わたしたちは
「粋に踊り、心から楽しむ」
をモットーに、日々活動しています。琉
球王朝をテーマとした琉粋で観客の皆
様のこころを温めることができたら、と
思います！
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嘩麗衆

（岐阜県西濃地方）
お酒と宴が大好きなチームです。

どうししゃだいがく きょうとよさこいれんこころいき
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楽ｃｋｙ

笑TIME

（愛知･岐阜･三重･静岡）
私たち笑TIMEは愛 知、岐 阜、三 重、
静岡の東海四県のメンバーで構成されて
おります。距離は離れていても心は一つ、
美しい世界を創造します。

つまりどういうことだってばよ

夢道源人

愛知県名古屋市中区で活動しています夢道源人
です。今年は、
『躍動する音楽』
をテーマに踊りで
音楽を表現します。リズムの変化を耳で聞いて目
で楽しめる面白さや、白黒のスコアから抜け出し
ていく新しい音楽の世界をぜひお楽しみください。

たじみけいさつそうほんぶそうらんぶしたい
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（愛知県名古屋市中区）

ちゅうきょうこうこうしょうぎょうか『ざ えんどれす』
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（兵庫県神戸市）

（岐阜県中津川市）
幼児〜大人まで，仲良く・楽しく・助け
合い活動しています。阿木から元気パ
ワーを届けます！！！

むどうげんじん

龍衆

しょうたいむ
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かれいしゅう

1rush1

（愛知県西春日井郡豊山町）
地元のよさこいチームと、ダンスチーム
に所属している若者達が、１日限定で組
んだスペシャルユニット。
「よさこい」
と
「ダンス」のコラボを、特とご覧あれ‼

じゃしゅう
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煌☆

（愛知県名古屋市緑区）
今年のテーマは
「相撲」 懸賞幕が土俵
をまわり、四股ふみ・つっぱり・上手投
げと技 も連 発！ 楽しく踊ります。
さぁ、「バサカニ 千秋楽」 結びの一
番。 時間いっぱいです！！

らっきー

笑TIME∞

（愛知･岐阜･三重）
笑TIMEメンバーで構成された笑TIME∞
最初は軽い気持ちでやり出したけど愛着
湧いて本家よりカッコよく踊りきりたい!!!
とゆう強い気持ちで心を一つにして踊り
きります！
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山美鼓

笑顔、元気、感動をモットーに神戸で活動していま
す。このバサラカーニバルでは他チームさんも一緒
に踊らさしてもらいます。演舞テーマは仮面舞踏会、
偽りの自分と本当の自分との葛藤を表現した演舞に
なっております。見ている方々が熱くなるような演舞
をしたいと思っております。よろしくお願いします。

いれぶんらっしゅ

朱蘭TV

きらぼし
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やまびこ

211

しょうたいむえいと

214

しらん

217

飛燕―多治見

りゅうせいぐん

（岐阜県恵那市）
今年も少ない人数ではありますが、楽し
んで踊ります。りゅうせいぐんの舞を是
非ご覧ください。

ひえんーたじみ

210

（愛知県名古屋市緑区）
輝く星！唸る筋肉！弾ける笑顔！ 緑区
長根台より、ちょいキモおやじが瑞浪に
集合！ バサカニ千秋楽に華を添える
か？ 土がつくのか！？ 好評につき？？
ちょいキモおやじ 増量しました！！
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207

（愛知県名古屋市中区）
今年のテーマは
「誓願の欠片〜源氏の夢
舞台〜」。鎌倉幕府を築き上げた源頼
朝の生涯を表現しています。見て下さる
方々の心に響き残る演舞をお届けしま
す。

ししさとし うぃず きらぼし
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りゅうせいぐん

守破離

おかやまうらじゃれん しき

245

岡山うらじゃ連四季

（中四国、関西）
晴れの国岡山の学生チームです！学生連
らしく元気いっぱい踊り、うらじゃの良さ
や楽しさを広めていけるよう頑 張りま
す！！

