
東京都/高知県/宮城県/高知市/札幌市 （後援）

　　　　平成２９年 10月　７日（土）　　１１：００～１８：００

10月　８日（日）　　１１：００～２０：００

　〒１７１－００２１　豊島区西池袋１－４２－８　TEL・FAX　３９８６－７９１５　



　盛夏の候、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、「地域活性化と元気な豊島区を全国に発信する」を目的に毎年開催されるふくろ祭り

そして「東京よさこい」は大勢の皆様のご協力により盛況の内に開催できました事を

心より御礼申し上げます。

　また、豊島区に新庁舎が完成してはや２年、文化創造都市豊島区を大いに推進し、

今年も安心して住める街・安全な街として、多くの来街者をお迎えしたいと、準備万端整え

まして、ますます楽しいお祭りにするべく　頑張りたいと思います。

　第50回ふくろ祭りの開催日は、9月23日のオープニングセレモニーから始まり、24日の

御輿の祭典は関東一円から御輿と担ぎ手が集まります。10月7日（土）は踊りの祭典、

梅后流江戸芸かっぽれ、佐渡おけさ、沖縄エイサー、池袋やっさ踊り、東京よさこいの

前夜祭が開催されます。10月8日（日）は一日中「第１８回東京よさこい」が開催されます。

会場も池袋西口の5会場をはじめ、巣鴨駅前、目白駅前、大塚駅北口駅前と8会場を

用意し、住民・企業・官民一体となって皆様のおこしをお待ち申し上げます。

主催団体と開催要項

１．　主　催 ふくろ祭り協議会

２．　共　催 豊島区/東京芸術劇場

３．　後　援

４．開催日程　平成２９年９月２３日（土）　　　踊り、歌、太鼓　　　　１２：４０～２０：００

　　　　　　９月２４日（日）　　　御輿大パレード　　　　１２：００～２０：００

　　　　　１０月　７日（土）　　　踊りの祭典　　　　　　　１１：００～２０：００　　　

　　　　　１０月　８日（日）　　　第1８回東京よさこい　　１1：００～２０：００　　　

５．　会　場 メイン会場（池袋西口駅前広場）・第２会場（池袋西口公園）・第３会場（みず

き通り）・第４会場（アゼリア通り）・第５会場（四商店街）

第６会場（巣鴨駅前商店街）・第７会場（目白駅前）

・第８会場（大塚駅北口）

東京都・⾼知県・⾼知市・宮城県・札幌市・⽴教⼤学・東京商⼯会議所豊島
⽀部・豊島区観光協会・豊島産業協会・豊島法⼈会・豊島⻘⾊申告会・とし
ま未来⽂化財団・豊島区商店街連合会・池袋⻄⼝商店街連合会・ＮＰＯ法⼈
ゼファー池袋まちづくり・豊島⽴教会・池袋⻄ロータリークラブ・豊島区町
会連合会・としまテレビ・巣鴨信⽤⾦庫・毎⽇新聞社・豊島新聞社・サンラ
イズ社・毎⽇広告社(順不同・敬称略）

ふくろ祭りと東京よさこい
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◇　日　　程 １０月　７日（土）　池袋西口　３会場で　東京よさこい前夜祭

　　　　　　　　　１１：３０～１６：３０　西口公園　　　　

　　　　　　　　　１１：３０～１６：３０　アゼリア通り　

　　　　　　　　　1３：００～１８：００　メイン会場　　

　　この後、踊りの祭典、江戸芸かっぽれ、佐渡おけさ、池袋やっさ

　　　　　　　　　　　１９：４０～２０：００　皆で踊ろう東京音頭

１０月　８日（日）　１１：００～１８：３０　東京よさこい演舞

　　　　　　　　　　１８：３０～１９：５０　審査発表、表彰式、

　　　　　　　　　　１９：５０～２０：００　東京よさこい総踊り

◇　会　　場　 　　　・メイン会場（駅前広場）　　　　　・第６会場（巣鴨駅前）

　　　・第2会場（西口公園）　　　　　　・第７会場（目白駅前）

　　　・第3会場（みずき通り）　　　　　・第８会場（大塚駅北口駅前）

　　　・第4会場（アゼリア通り）　　　　

　　　・第５会場（四商店街）　　　　　　

◇　参加要項

１．受付 ・参加各チームは会場に到着した際、よさこい本部（西口公園）にて登録を

お済ませのうえチーム名入りのプラカードをお持ち下さい。このプラカードは

移動中及び演舞会場でのチーム表示となりますので参加中は持参して下さい

２．チーム編成・１チーム２０名～１００名以内の人数で構成してください。

・第１８回東京よさこいに参加のチームは、各チームで保険の加入が義務

づけられておりますので、必ず保険に加入してください。

３．踊り ア）ステージ踊り会場

　・第２会場（西口公園）　・　第６会場（巣鴨駅前）

　・第７会場（目白駅前）　・　第８会場（大塚駅北口）

イ）パレード形式会場

　・メイン会場（駅前広場）　・　第３会場（みずき通り）　

　・第４会場（アゼリア通り）　・　第５会場四商店街

ウ）審査会場はメイン会場およびアゼリア通りとなります。

子供チームは西口公園が審査会場です。

エ）踊りの際は鳴子を持つ事とします。

東京よさこい実施要綱
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４．音響 ・音響については（CD）をご持参下さい。

５．衣装 ・原則自由ですが、紙ふぶき、テープ等は禁止となります。

６．音楽 ・チーム所在地の地元の音楽を挿入してください。（著作権のある曲を使用

するチームは、事前にチームの責任にて届出を済ませてください。）

・よさこいで使用するＣＤは、事前の音テェックを行ないません。

祭りの当日持参いただき各会場ごとに音響担当者に手渡し

音出しの最終打合せをしてください。

演舞が終了しましたら忘れずに音源を受け取り、次の会場へとお進み下さい

※念のため、補助音源を持参のスマホないしはオーディオプレーヤーにも

コピーしておくことをおすすめします。

７．更衣室 ・更衣室は昨年同様ご用意いたしておりますが、参加チームが非常に

多数となりますので、一般人との識別が出来ませんので、荷物の管理は各

チームでの責任において管理をお願いいたします。協議会では責任を持ち

かねますので各自、各チームでお願い致します。

８．肖像権 ・当日は新聞、テレビ等のメディア報道が予想されますのと、主催者側でも

　記録、広報活動等に画像を用いる場合がございますのでご了承下さい。

　従いまして、メディア等に使用されて困るチームは、出場をご遠慮

　してください。またこれらの象像権はふくろ祭り協議会に帰属され、記録、

　広報・宣伝活動にのみ使用いたします。

９．責任者 ・チーム責任者または、踊りこのリーダーは主催者側で用意する（カード

　ホルﾀﾞｰ）目印をつけてください。

１０．ステージ ・また、当日の演舞会場には、必ず　出演時間の２０分前に到着し、受付を済

ませて下さい。その際、司会者及び音響責任者と最終打合せをしてください。

・ステージからの飛び降り、飛び乗り等事故発生の危険を伴いますので禁止

　となります。

１１．お願い ・電車での移動の際、ホームで旗を絶対に振らないで下さい。

　（ホームで振りますと電車が急停車してしまいます。）
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１２．審査 ・踊り、音楽、衣装、総合企画等各部門の専門の先生方が審査します。

・審査基準・・・どれだけ多くの観衆に感動を与える事が出来るか、チームの

　和と楽しさを観衆に伝える事が出来るか。（総合点）

　　　　・　踊り部門の最優秀チーム　・　音楽部門の最優秀チーム

　　　　・　衣装部門の最優秀チーム　・　総合企画部門の最優秀チーム　　

１３．賞(予定) 大賞１本・・・　　東京都知事賞

◆準大賞　４　本　　　　　　　　　　　◆　金賞　６　本

豊島区長賞                  東京商工会議所豊島支部賞 

豊島区議会議長賞   　    豊島区商店街連合会賞・豊島区観光協会賞

高知県知事賞       　      豊島法人会賞 ・豊島区町会連合会賞

宮城県知事賞        　     池袋西口商店街連合会賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆豊島未来賞　２　本　　　　　　　　　◆　特　別　賞　１６　本

豊島未来賞・・・　立教賞　　　　　高知市長賞　　・　　箕輪町長賞

　　　毎日新聞社賞　　　　　　　ＮＰＯ法人ゼファー池袋まちづくり賞　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スローライフ小千谷賞・魚沼市長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秩父市長賞　・　遊佐町長賞・村山市長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯能市長賞・内子町長賞・湯沢市長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小江戸川越観光協会賞・那珂川町長賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東松山市長賞・湯河原町長賞・寄居町長賞

敢闘賞　・・・・５本

企業賞　６本　・・・　東武百貨店賞・ビックカメラ賞・東武ホープセンター賞

　　　　　　　　　　　　ルミネ賞・東急ハンズ賞・エースコック賞

ちびっこ賞　・・・　ちびっこ大賞・豊島区教育長賞・佐久間製菓賞

１０月　７日（土）　　　前　夜　祭
◇集合場所 出場チームは、本部（西口公園）で登録を済ませプラカードを受け取り、

 スタートの２０分前までに演舞する会場にご集合してください。また

持参した音源を持って音響、司会者と音出しの最終打合せをしてください。

※音源は各会場ごとに提出して演舞終了後は忘れずにお持ち帰り下さい。

◇更衣室 別紙参照してください。また貴重品及び荷物の管理は各自でお願いします。

◇会　場 メイン会場、西口公園は両日とも同じコースですが、アゼリア通り会場は

五差路から駅前に向っての音響は固定のパレード形式となります。

◇総踊り よさこいの次の催事、かっぽれがすぐ始まりますので明日行います

（総踊りの音頭とりは実行委員会で決定していますので飛び入りは出来ません。）
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１０月　８日（日）第１８回東京よさこい　　　各　会　場　案　内

【ⅰ】 メイン会場（駅前広場） 　　　　　　　　　　演舞時間　１１：００～１８：３０

・パレード形式 ★ コンテスト会場

幅１０メートル・長さ６７メートル

【２】 第２会場（池袋西口公園） 　　　　　　　　　　演舞時間　１１：００～１８：１８

・ステージ形式 ★ 子どもチーム　コンテスト会場

幅１８メートル・奥行　２０メートル

【３】 第３会場（みずき通り） 　　　　　　　　　　演舞時間　１１：１８～１７：４２

・パレード形式

幅　６メートル・長さ１００メートル

【４】 第４会場（アゼリア通り） 　　　　　　　　　　演舞時間　１１：２４～１８：００

・パレード形式 ★ 　第２コンテスト会場

幅　９メートル・長さ　８０メートル

【５】 第5会場（四商店街） 　　　　　　　　　　演舞時間　１１：３０～１７：３６

・パレード形式　　　　前後、中間にスピーカーを配置したパレード形式

幅５．５メートル・長さ１００メートル

ロマンス通りが集合場所・・エビス通りスタート・・・西一番街を通過して・・・北口商店街がゴール

【６】 第６会場（巣鴨駅前） 　　　　　　　　　　演舞時間　１３：１２～１７：０６

・ステージ形式

幅１4メートル・奥行　15メートル

【７】 第７会場（目白駅前） 　　　　　　　　　　演舞時間　１１：２４～１５：１８

・ステージ形式

幅２４メートル・奥行　8.5メートル

【８】 第８会場（大塚駅北口） 　　　　　　　　　　演舞時間　１２：３０～１６：００

・ステージ形式

幅３５メートル・奥行　9メートル
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１０月 ７日（土）前夜祭 2017.10.７

駅前メイン 西口公園 アゼリア通り

13:00 東京よさこい なな丸隊 11:30 東京よさこい なな丸隊 11:30 東京よさこい大塚華麗

13:06 早稲田大学よさこいチーム東京花火 11:36 早稲田大学よさこいチーム東京花火 11:36 茜丸

13:12 乱舞姫 11:42 乱舞姫 11:42 関東学院大学　”誇咲”

13:18 東京よさこい池袋笑來會 11:48 東京よさこい池袋笑來會 11:48 夢咲しや〜葵〜

13:24 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING 11:54 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING 11:54 桜美林大学よさこいサークル桜囃子

13:30 礼神伝シャル響 12:00 礼神伝シャル響 12:00 國士舞双

13:36 かんしゃら 12:06 かんしゃら 12:06 朝霞翔舞

13:42 ＲＨＫ熱波 12:12 ＲＨＫ熱波 12:12 千葉工業大学よさこいソーラン風神

13:48 祭会 12:18 祭会 12:18 湊や

13:54 学生よさこいチーム  おどりんちゅ 12:24 学生よさこいチーム  おどりんちゅ 12:24 RHK大河

14:00 百物語 12:30 百物語 12:30 浜スマRUSH！！

14:06 さぬき舞人 12:36 さぬき舞人 12:36 東海大学 響

14:12 猿霞 12:42 猿霞 12:42 明星

14:18 TOKYO　PHANTOM　ORCHESTRA 12:48 TOKYO　PHANTOM　ORCHESTRA 12:48 音ら韻

14:24 あーしゃ 12:54 あーしゃ 12:54 おどりんちゅOBOGチーム　織プロジェクト

14:30 燦-ＳＵＮ- 13:00 燦-ＳＵＮ- 13:00 しん

14:36 東京よさこい大塚華麗 13:06 東京よさこい大塚華麗 13:06 なるたか

14:42 茜丸 13:12 茜丸 13:12 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞

14:48 関東学院大学　”誇咲” 13:18 関東学院大学　”誇咲” 13:18 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”

14:54 夢咲しや〜葵〜 13:24 夢咲しや〜葵〜 13:24 百華夢想

15:00 桜美林大学よさこいサークル桜囃子 13:30 桜美林大学よさこいサークル桜囃子 13:30 ちょんまげ

15:06 國士舞双 13:36 國士舞双 13:36 北里大学 北里三陸湧昇龍

15:12 朝霞翔舞 13:42 朝霞翔舞 13:42 桜華

15:18 千葉工業大学よさこいソーラン風神 13:48 千葉工業大学よさこいソーラン風神 13:48 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

15:24 湊や 13:54 湊や 13:54 LAFRIUM

15:30 RHK大河 14:00 RHK大河 14:00 東京よさこい　紅踊輝

15:36 浜スマRUSH！！ 14:06 浜スマRUSH！！ 14:06 彪牙天翔

15:42 東海大学 響 14:12 東海大学 響 14:12 いなせ系 暁会 活頗組

15:48 明星 14:18 明星 14:18 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU-

15:54 音ら韻 14:24 音ら韻 14:24 summer zipper

16:00 おどりんちゅOBOGチーム　織プロジェクト 14:30 おどりんちゅOBOGチーム　織プロジェクト 14:30 早稲田大学”踊り侍”

16:06 しん 14:36 しん 14:36 dance　company　REIKA組

16:12 なるたか 14:42 なるたか 14:42 東京よさこい なな丸隊

16:18 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞ 14:48 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞ 14:48 早稲田大学よさこいチーム東京花火

16:24 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” 14:54 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” 14:54 乱舞姫

16:30 百華夢想 15:00 百華夢想 15:00 東京よさこい池袋笑來會

16:36 ちょんまげ 15:06 ちょんまげ 15:06 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING

16:42 北里大学 北里三陸湧昇龍 15:12 北里大学 北里三陸湧昇龍 15:12 kagura

16:48 桜華 15:18 桜華 15:18 礼神伝シャル響

16:54 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 15:24 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 15:24 かんしゃら

17:00 LAFRIUM 15:30 LAFRIUM 15:30 ＲＨＫ熱波

17:06 東京よさこい　紅踊輝 15:36 東京よさこい　紅踊輝 15:36 祭会

17:12 彪牙天翔 15:42 彪牙天翔 15:42 学生よさこいチーム  おどりんちゅ

17:18 いなせ系 暁会 活頗組 15:48 いなせ系 暁会 活頗組 15:48 百物語

17:24 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 15:54 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU- 15:54 さぬき舞人

17:30 summer zipper 16:00 summer zipper 16:00 猿霞

17:36 早稲田大学”踊り侍” 16:06 早稲田大学”踊り侍” 16:06 TOKYO　PHANTOM　ORCHESTRA

17:42 kagura 16:12 kagura 16:12 あーしゃ

17:48 dance　company　REIKA組 16:18 dance　company　REIKA組 16:18 燦-ＳＵＮ-

17:54 16:24 16:24

6



◇演舞時間 １１：００～１８：３０　　　　　　　

１８：３０～１９：５０　　　　　審査発表・表彰式・(アゼリア会場)

１９：５０～２０：００　　　　東京よさこい総踊り　

２０：００～２０：３０　　　　駅前清掃・規制解除

◇受　　付 出場チーム代表者は到着後ただちに、西口公園内よさこい本部にて登録をしてください。

チーム名入りプラカードを配布します。（演舞会場にて掲示いたします）

◇集合時間 出場チームは出場予定時間の２０分前に各会場の待機場所に集合し、受付してください。

また司会者との打合せ、音響さんとの音出しの打合せをしてください。

◇責任者証 各チームに進行、連絡の為責任者証をお渡しいたしますので、分りやすいところに付けてください。

◇更衣室 数箇所の更衣室をご用意いたしますが、参加人数全員がゆったりとした場所というわけにはまいり

ませんので、譲り合ってのご使用をよろしくお願い申し上げます。

また、更衣室は来年も使用いたしますので清潔に使用し、ゴミの分別、収集などと始末について

も宜しくお願いいたします。（地図別紙参照）

※ 貴重品及び荷物の管理は責任を負いかねますので各自、各チームでお願いいたします。

◇その他 当日は防災本部を東武百貨店前に設置いたしますので、気分が悪くなられた方は遠慮なく近くの

スタッフに申し出てください。

                            ふくろ祭り協議会役員(抜粋)
名誉会長　　 高野之夫 豊島区長

会　　　長　　 岩田甚一　　　副会長・会長代行 　加藤竹司

副会長　　　　木谷義一・中伸公・谷口政隆・斉藤嘉一郎　・磯崎　亮 　　

相談役　　　　齊木勝好・早乙女半蔵・鷲山拓司

会計　　　　　　斎藤嘉一郎・多田元久

実行委員長　　有山茂明　　　　

副実行委員長　森下正豊・二宮一雄・山口泰弘・谷口英生

　実行委員　　　原環・恩田勝彦・後藤英夫・笠原正臣・川島庄平・幸田高俊

　　　　　　　　　　西形公一・名取健二・瓜生明輝・髙濱晴彦・木庭秀憲・川瀬景一

　　　　　　　　　　齊木晋一・川上靖伸・萩原昌明・星京子・前原一仁・岩田博之
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申込番号 チーム名 ⼈数 所在地 両⽇参加
学⽣ 0005 早稲⽥⼤学よさこいチーム東京花⽕ 100 東京都新宿区 〇

0042 東京メトロシーブルー 30 東京都台東区
0039 ＲＩＫＩＯＨ 20 東京都武蔵野市

学⽣ 0010 早稲⽥⼤学”踊り侍” 100 東京都新宿区 〇
0066 桜華 20 埼⽟県朝霞市 〇
0060 あーしゃ 15 東京都渋⾕区 〇
0061 天邪志府中魁星 30 東京都府中市
0064 ＶＯＧＵＥ-Ｒｅ；ｖｉｖａｌ 40 東京都葛飾区
0057 ⼤塚華麗（ビューティー） 25 東京都豊島区 〇

学⽣ 0030 法政⼤学ＹＯＳＡＫＯＩソーランサークル鳳遙恋 100 東京都千代⽥区 〇
0059 鳴⼦光丘 21 東京都練⾺区
0062 葵 30 千葉県茂原市
0058 ＴＥＡＭ⽩獅⼦ 31 埼⽟県飯能市
0063 ぞっこん町⽥ʼ98 60 東京都町⽥市
0051 粋 45 埼⽟県朝霞市
0054 朝霞翔舞 35 埼⽟県朝霞市 〇
0047 学芸⼤学商店街あきんどくらぶ 20 東京都⽬⿊区
0050 狭⼭よさこい紗恋乱 20 埼⽟県狭⼭市

学⽣ 0040 千葉⼯業⼤学よさこいソーラン⾵神 100 千葉県習志野市 〇
0049 にらさき秀麗 20 ⼭梨県韮崎市

学⽣ 0045 学⽣よさこいチームおどりんちゅ 100 東京都渋⾕区 〇
0046 遊⼈ 46 埼⽟県朝霞市
0043 礼神伝シャル響 30 千葉県千葉市 〇
0070 祭会 35 ⼤阪府⼤阪市 〇
0038 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会 40 東京都⻄東京市
0041 ⾶翠迅 40 千葉県市原市
0037 ＳｕｍｍｅｒＺｉｐｐｅｒ 55 東京都豊島区 〇
0034 笑輪-ＳｈowＲing- 34 埼⽟県志⽊市
0033 響 28 東京都練⾺区
0028 明星 35 東京都 〇
0029 ちょんまげ 50 東京都 〇
0025 茜丸 70 東京都 〇
0024 踊るＢＡＫＡ！ＴＯＫＹＯ 20 東京都中央区
0023 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 40 埼⽟県狭⼭市
0021 よさこいそうか連 40 埼⽟県草加市
0020 乱舞姫 25 東京都新宿区 〇
0017 百物語 40 東京都豊島区 〇
0014 鄉 30 埼⽟県所沢市
0008 東京よさこい紅踊輝 15 東京都豊島区 〇
0001 よさこいソーラン清瀬 40 東京都清瀬市
0022 夢咲しゃ〜葵〜 24 富⼭県富⼭市 〇
0009 よさこいときめき 35 東京都板橋区
0007 東京カペラ 30 東京都昭島市
0004 國⼠舞双 35 ⾼知県/関東全域 〇
0015 東京よさこい池袋笑來会 40 東京都豊島区 〇

第⼀審査会場チーム（駅前広場）
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0011 ⾳鳴会 30 埼⽟県朝霞市
0053 中⽬⿊ＭＧよさこいくらぶ 50 東京都⽬⿊区
0016 湊や 60 富⼭県射⽔市 〇
0013 躍動 40 神奈川県相模原市
0027 東京よさこい池袋ビィーナス 40 東京都豊島区 〇
0003 よさこい飯能乱舞 60 埼⽟県飯能市
0032 彪⽛天翔 30 富⼭県富⼭市 〇
0006 百華夢想 90 愛知県⼀宮市 〇
0114 GOGO'S&クワザワグループ 20 北海道札幌市
0048 なるたか 80 東京都新宿区 〇
0035 東京よさこいなまる隊 50 東京都豊島区 〇
0056 ダンスパフォーマンス集団迫-HAKU- 50 東京都⼩平市・東村⼭市 〇
0044 ＴＯＫＹＯＰＨＡＮＴＯＭＯＲＣＨＥＳＴＲＡ 35 東京都世⽥⾕区 〇
0052 ⾳ら韻 50 東京都 〇
0031 燦―ＳＵＮ― 50 東京都 〇
0095 疾⾵乱舞 47 神奈川県平塚市
0080 ｋａｇｕｒａ 80 愛知県名古屋市中区 〇
0067 dancecommpanyREIKA組 26 東京都北区 〇

申込番号 チーム名 ⼈数 所在地 両⽇参加
0068 いなせ系 暁会 活頗組 20 北海道札幌市 〇
0069 LAFRIUM 30 東京都 〇
0071 新松⼾雅ノ會 18 千葉県松⼾市
0072 わいわい連 35 埼⽟県坂⼾市
0073 さぬき舞⼈ 30 ⾹川県さぬき市 〇
0076 陵-RYO- 50 埼⽟県朝霞市
0079 かんしゃら 30 ⼤阪府 〇
0081 YOSAKOIソーランチーム⽩縫 20 東京都世⽥⾕区
0082 浜スマRUSH！！ 33 神奈川県横浜市 〇
0074 東京よさこい 桜舞 21 東京都豊島区
0085 ど〜んと Coco de 踊らん会 28 神奈川県平塚市
0086 天彩 30 富⼭県富⼭市
0087 やいろ 20 愛知県名古屋市
0090 霞童 95 埼⽟県朝霞市
0092 REDA舞神楽 80 千葉県船橋市
0094 舞TAKANE 30 栃⽊県⾼根沢町
0091 猿霞 20 東京都・新潟市 〇
0093 希響 35 東京都
0096 群⻘ 40 埼⽟県新座市

学⽣ 0078 東京農業⼤学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” 60 東京都世⽥⾕区 〇
学⽣ 0104 関東学院⼤学 ”誇咲” 100 神奈川県横浜市 〇
学⽣ 0077 東海⼤学 響 70 神奈川県平塚市 〇

0100 夏舞徒 60 埼⽟県朝霞市
0102 NPO法⼈ ⼤江⼾東京⾳頭連 100 東京都杉並区
0101 よさこい新発⽥〜和っしょい 20 新潟県新発⽥市
0105 舞ルネサンス 20 神奈川県横浜市
0103 翔笑伝 20 埼⽟県和光市

第⼆審査会場チーム（アゼリア通り会場）
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0106 朝霞 旋華 24 埼⽟県朝霞市
学⽣ 0109 武蔵野⼤学 東⿓天 30 東京都⻄東京市
学⽣ 0075 桜美林⼤学よさこいサークル桜囃⼦ 20 東京都町⽥市 〇
学⽣ 0083 実践⼥⼦⼤学YOSAKOIソーラン部WING 53 東京都⽇野市 〇

0108 斬桐舞 46 茨城県つくば市
0110 よさこい和さび 35 東京都江東区
0111 パワフル 30 神奈川県厚⽊市
0112 遊め組 20 ⼭形県遊佐町
0117 想叶縁来 奏 20 富⼭県砺波市

0088 ⼤和 20 千葉県⼤網⽩⾥市
0097 RHK⼤河 100 千葉県野⽥市 〇
0107 南中ソーラン広め隊 30 東京都板橋区
0113 うしく河童鳴⼦会 30 茨城県⽜久市
0065 おどりんちゅOBOGチーム 織プロジェクト 30 東京都渋⾕区 〇
0099 SBよさこい部 20 東京都港区
0098 ＲＨＫ熱波 100 千葉県野⽥市 〇
0055 しん 100 東京都 〇

申込番号 チーム名 ⼈数 所在地 両⽇参加
⼦供 0084 池袋⼩学校 56 東京都豊島区
⼦供 0012 仰⾼よさこい 55 東京都豊島区
⼦供 0118 けやきッズ 25 東京都⽂京区

申込番号 チーム名 ⼈数 所在地 両⽇参加
0018 北⾥⼤学 北⾥三陸湧昇⿓ 30 神奈川県相模原市 〇

審査なしチーム

⼦供チーム（審査会場：池袋⻄⼝公園）

⼟曜⽇のみ参加チーム
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東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2017年10月7日（土） 2017/9/5作成

会場 としま産業振興プラザ（IKE Biz)　（豊島区西池袋２－３７－４）※旧勤労福祉会館
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

６ 階 多目的ホール 0031 燦-ＳＵＮ- 0052 音ら韻 0056 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU-

0015 東京よさこい池袋笑來會

第２会議室 0037 summer zipper

第３会議室 0035 東京よさこい なな丸隊 0027 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞

５ 階 第１会議室 0079 かんしゃら

第１和室 0073 さぬき舞人

第２和室 0069 LAFRIUM

第１音楽室 0065 おどりんちゅOBOGチーム　織プロジェクト

第２音楽室

第３音楽室

美術室 0029 ちょんまげ

工芸室 0032 彪牙天翔

料理実習室 0043 礼神伝シャル響（旧：礼神伝SHALL稲毛）

会場 生活産業プラザ（豊島区東池袋１－２０－１５）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

８ 階 多目的ホール 0080 kagura 0030 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

７ 階 会議室７０１ 0078 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”

会議室７０２ 0017 百物語

会議室７０３ 0044 TOKYO　PHANTOM　ORCHESTRA

会議室７０４ 0068 いなせ系 暁会 活頗組

６ 階 会議室６０１ 0022 夢咲しや〜葵〜

会議室６０２ 0020 乱舞姫

会議室６０３ 0067 dance　company　REIKA組

幼児ルーム 生活産業プラザ割り当てチームの男性向け更衣室

５ 階 実習室 0070 祭会

会議室５０１ 0082 浜スマRUSH！！

４ 階 会議室４０１ 0018 北里大学 北里三陸湧昇龍

グループ活動室

３ 階 大会議室 0040 千葉工業大学よさこいソーラン風神

２ 階 会議室２０１ 生活産業プラザ割り当てチームの男性向け更衣室

会場 豊島区役所庁舎（ 豊島区南池袋２－４５－１）※東京メトロ有楽町線「東池袋駅」直結
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

１ 階 センタースクエア 0010 早稲田大学”踊り侍” 0005 早稲田大学よさこいチーム東京花火 0045 学生よさこいチーム  おどりんちゅ

会場 豊島清掃事務所（豊島区池袋本町１－７－３）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

２ 階 講堂 0097 RHK大河 0098 ＲＨＫ熱波

会議室３ 0048 なるたか 0104 関東学院大学　”誇咲”

IKE Biz割り当てチームの男性向け更衣室



東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2017年10月7日（土） 2017/9/5作成

会場 池袋小学校（豊島区池袋４－２３－８）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

２ 階 体育館

会場 健康プラザとしま（豊島区上池袋２－５－１）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

７ 階 多目的ホール 0006 百華夢想

会議室 健康プラザとしま割り当てチームの男性向け更衣室

和室 0060 あーしゃ 0091 猿霞 0075 桜美林大学よさこいサークル桜囃子

会場 東京芸術劇場（豊島区西池袋１－８－１）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

６ 階 ミーティングルーム５

ミーティングルーム６

ミーティングルーム７

５ 階

ミーティングルーム１

ミーティングルーム２

ミーティングルーム３

ミーティングルーム４

地下２階 創価ルネサンスバンガード・ジュニア 佐渡おけさパレード参加者

リハーサルルームM1 櫻川流江戸芸かっぽれ

リハーサルルームM2 池袋やっさパレード参加者

リハーサルルームM3 0055 しん

リハーサルルームS1 0057 東京よさこい大塚華麗

リハーサルルームS2 0008 東京よさこい　紅踊輝

会場 池袋本町小中連携校（豊島区池袋本町１－４３－１）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

１ 階  体育館 0028 明星 0054 朝霞翔舞 0066 桜華

0004 國士舞双 0016 湊や 0025 茜丸

0077 東海大学 響 0083 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING

2017年8月21日修正
2017年9月5日修正

 シンフォニースペース

リハーサルルームL



東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2017年10月8日（日） 2017/8/21作成

会場 としま産業振興プラザ（IKE Biz)　（豊島区西池袋２－３７－４）※旧勤労福祉会館
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

６ 階 多目的ホール 0031 燦-ＳＵＮ- 0052 音ら韻 0056 ダンスパフォーマンス集団　迫　-HAKU-

0096 群青 0009 よさこい ときめき 0072 わいわい連

第２会議室 0037 summer zipper

第３会議室 0064 VOGUE-Re:vival- 0093 希響

５ 階 第１会議室 0079 かんしゃら 0085 ど～んと Coco de 踊らん会

第１和室 0073 さぬき舞人

第２和室 0069 LAFRIUM

第１音楽室 0065 おどりんちゅOBOGチーム　織プロジェクト

第２音楽室

第３音楽室

美術室 0029 ちょんまげ

工芸室 0032 彪牙天翔

料理実習室 0043 礼神伝シャル響（旧：礼神伝SHALL稲毛）

会場 生活産業プラザ（豊島区東池袋１－２０－１５）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

８ 階 多目的ホール 0080 kagura 0030 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

７ 階 会議室７０１ 0078 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑”

会議室７０２ 0017 百物語

会議室７０３ 0044 TOKYO　PHANTOM　ORCHESTRA

会議室７０４ 0068 いなせ系 暁会 活頗組

６ 階 会議室６０１ 0022 夢咲しや〜葵〜 0033 響

会議室６０２ 0020 乱舞姫 0113 うしく河童鳴子会

会議室６０３ 0067 dance　company　REIKA組 0014 郷

幼児ルーム 0111 パワフル

５ 階 実習室 0070 祭会

会議室５０１ 0082 浜スマRUSH！！ 0042 東京メトロシーブルー

４ 階 会議室４０１ 0018 北里大学 北里三陸湧昇龍

グループ活動室 0109 武蔵野大学　東龍天

３ 階 大会議室 0040 千葉工業大学よさこいソーラン風神 0062 葵 0062 葵

0034 笑輪-Show Ring- 0110 よさこい和さび

２ 階 会議室２０１ 0107 南中ソーラン広め隊 0094 舞TAKANE 0086 天彩

会場 豊島区役所庁舎（ 豊島区南池袋２－４５－１）※東京メトロ有楽町線「東池袋駅」直結
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

１ 階 センタースクエア 0010 早稲田大学”踊り侍” 0005 早稲田大学よさこいチーム東京花火 0045 学生よさこいチーム  おどりんちゅ

会場 豊島清掃事務所（豊島区池袋本町１－７－３）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

２ 階 講堂 0097 RHK大河 0098 ＲＨＫ熱波

会議室３ 0048 なるたか 0104 関東学院大学　”誇咲”

IKE Biz割り当てチームの男性向け更衣室



東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2017年10月8日（日） 2017/8/21作成

会場 池袋小学校（豊島区池袋４－２３－８）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

２ 階 体育館 0004 國士舞双 0025 茜丸 0083 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING

0077 東海大学 響 0016 湊や 0058 TEAM白獅子

0007 東京カペラ

会場 健康プラザとしま（豊島区上池袋２－５－１）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

７ 階 多目的ホール 0006 百華夢想

会議室 0013 躍動

和室 0060 あーしゃ 0091 猿霞 0075 桜美林大学よさこいサークル桜囃子

会場 東京芸術劇場（豊島区西池袋１－８－１）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

６ 階 ミーティングルーム５ 0084 池袋小学校

ミーティングルーム６ 0011 音鳴會

ミーティングルーム７ 0012 仰高よさこい

５ 階 ミーティングルーム１ 0053 中目黒ＭＧよさこいくらぶ

ミーティングルーム２ 0118 けやきッズ

ミーティングルーム３ 0074 東京よさこい 桜舞

ミーティングルーム４ 0071 新松戸雅ノ會

地下２階 0008 東京よさこい　紅踊輝 0015 東京よさこい池袋笑來會 0027 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞

0035 東京よさこい なな丸隊 0057 東京よさこい大塚華麗

リハーサルルームM1 0028 明星

リハーサルルームM2 0054 朝霞翔舞 0066 桜華

リハーサルルームM3 0055 しん

リハーサルルームS1 0117 想叶縁来　奏

リハーサルルームS2 0114 GOGO'S&クワザワグループ

会場 みらい館大明（豊島区池袋３－３０－８）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

３ 階 301 0063 ぞっこん町田'98

302 0100 夏舞徒

303 0041 飛翠迅 0059 鳴子光丘

２ 階 201 0003 よさこい飯能乱舞

202 0076 陵-RYO- 0106 朝霞　旋華 0085 ど～んと Coco de 踊らん会

208 0095 疾風乱舞 0024 踊るBAKA!TOKYO

211 0092 REDA舞神楽

212 0038 TANASHIソーラン会

1 階 101

102 0046 遊人 0039 RIKIOH 

103 0108 斬桐舞 0047 学芸大学商店街　あきんどくらぶ

108 0081 YOSAKOIソーランチーム白縫 0050 狭山YOSAKOI紗恋乱 0049 にらさき秀麗

115 0090 霞童

116 0088 大和 0087 やいろ

体 育 館 体育館 0102 NPO法人　大江戸東京音頭連 0021 よさこい　そうか連 0023 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん

リハーサルルームL



東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2017年10月8日（日） 2017/8/21作成

会場 雑司ヶ谷地域文化創造館（豊島区雑司ヶ谷３－１－７）※東京メトロ副都心線「雑司ヶ谷駅」直結
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

１ 階 第１会議室A 0051 粋 0099 SBよさこい部

第１会議室B 0001 よさこいソーラン清瀬 0101 よさこい新発田～和っしょい

第４会議室 0013 躍動 0105 舞ルネサンス 0103 翔笑伝

和室 0112 遊め組



更衣室アクセスマップ 

としま産業振興プラザ（豊島区西池袋２－３７－４) 

 

生活産業プラザ（豊島区東池袋１－２０－１５） 
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更衣室アクセスマップ 

豊島区役所庁舎（豊島区南池袋２－４５－１） 

 

豊島清掃事務所（豊島区池袋本町１－７－３） 
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更衣室アクセスマップ 

池袋小学校（豊島区池袋４－２３－８） 

 

 

健康プラザとしま（豊島区上池袋２－５－１） 

 

 

池袋駅 
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更衣室アクセスマップ 

東京芸術劇場（豊島区西池袋１－８－１） 

 

 

みらい館大明（豊島区池袋３－３０－８） 
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更衣室アクセスマップ 

雑司が谷地域文化創造館（豊島区雑司が谷３－１－７） 
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東京よさこい控室 池袋本町小中連携校 

池袋本町小中連携校（豊島区池袋本町１－４３－１） 

 

 

利用可能エリア：体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概観 

体育館概観 

校舎入口概観 

門を入って右側が

校舎入口 

入口左側が 

つながりホール 

入口奥突き当りが 

体育館 

突き当り右側が 

利用可能なお手洗 

出入口脇に 

照明スイッチ 
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