
第18回
東京よさこい
参加要項

開催日程：2017年10月7日（土）・8日（日）
参加申込：2017年5月1日（月）～6月23日（金）

ふくろ祭り協議会



ご挨拶
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昨年の「第17回東京よさこい」では、大賞を小池東京都知事みずからご出席して頂く

事が出来ました。賞状を読み上げた後、『本人』と云ってニコッと会釈されたお茶目な

都知事のしぐさが今でも目に浮かびます。

リオから持ち帰られたオリンピック旗の数倍大きい大賞旗を、自ら優勝チーム「し

ん」の代表に手渡しされたのも印象的でした。今年も忙しい公務を調整して出席して頂

けるものと確信しております。

お陰様で「東京よさこい」の母体である「ふくろ祭り」も、今年で50年を迎える事と

なります。 先輩たちが池袋を盛り立てようと始めた祭りは、当初 数基の町会御輿と、

地元の民謡連有志からスタートした祭りでしたが、先人たちの努力が報われ、いつしか

豊島区を代表する区民祭と成長いたしました。

第32回からは御輿と踊りを分け、第一部「御輿の祭典」・第二部「踊りの祭典」とし

て今日に至っております。第二部「踊りの祭典」で行われます「東京よさこい」も年々

参加者が増え、昨年は全国から107のチームが集い、演舞を競い合う祭典になりました。

高知県で発祥した「よさこい踊り」は、やがて北海道の「よさこいソーラン」を誕生

させ、日本各地へと広まっていきました。そして 高知の伝統と北海道の活力を基に

「東京よさこい」は生まれました。3年後の2020年には東京で『オリンピック・パラリン

ピック』が開催されます。これに照準を合わせ「東京よさこい」は、『よさこい』を

『世界のよさこい』にしたいと思っております。 皆様の奮っての参加をお待ちしてお

ります。

最後に、ふくろ祭り50周年を記念して「東京よさこい」のオリジナル楽曲『ひふみ』

も作成しました。総踊りで皆様と踊れるのを楽しみにしております。

ふくろ祭り協議会

実行委員長 有山茂明



開催概要

 【名 称】 ふくろ祭り 踊りの祭典 第18回東京よさこい
 【会 期】 2017年10月7日(土) ・8日(日) ※雨天決行

 【会 場】池袋西口駅前広場 /池袋西口公園 /みずき通り/アゼリア通り/四商店街通り/
巣鴨駅前広場（北口）/目白駅前広場/大塚駅北口駅前広場

 【主 催】 ふくろ祭り協議会
池袋北口駅前商店街・池袋西一番街商店会・西池袋エビス通り商店会・池袋西口ロマ
ンス通り商店街・池袋西口駅前名店街・池袋西口駅前商店会・㈱東武百貨店・東武ビ
ルマネジメント㈱・東武ホープセンター・㈱丸井マルイシティー池袋・日本ホテル
㈱・㈱ホテルメトロポリタン・㈱ジェイアール東日本ビルディング・㈱ビックカメラ

 【共 催】 豊島区・東京芸術劇場

 【協 賛】 未定

 【参加チーム】107チーム （2016年度実績）

 【観客動員数】約90万人 （2016年度実績）
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演舞会場紹介
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会場名 形式
演舞エリア

（幅×奥行）（ｍ）
備考

メイン会場 池袋西口駅前広場 流し 10×67 コンテスト会場

第２会場 池袋西口公園 ステージ 18×20 子供チーム
コンテスト会場

第３会場 みずき通り 流し 6×100 第二
コンテスト会場

第４会場 アゼリア通り 流し 9×80

第５会場 四商店街 流し 5.5×100

第６会場 巣鴨駅前（北口） ステージ 14×15

第７会場 目白駅前 ステージ 24×8.5

第８会場 大塚駅前（北口） ステージ 35×9



演舞会場紹介
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参加にあたっての基本ルール

 手に「鳴子」を持って踊ること（演舞の一部で使用も可）
 チーム編成 原則20名～100名以内
 演舞時間 入場・チーム紹介・口上～演舞終了・退場まで6分以内

（楽曲は4分30秒以内）
 表彰式に参加すること（今年より総踊りはオリジナル楽曲になります）

※楽曲については後述
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チーム編成＆演舞要件

音源＆楽曲について

撮影について

 音源は「音楽CD」のみとします。楽曲データをCDに書き込む際の手順にご注
意ください。データディスク形式では再生できません。また主催者側で用意す
る再生機材との相性を考慮し予備の音源を持参することを推奨いたします。

 楽曲は4分30秒以内（再掲）とします
 市販の楽曲を使用する場合は著作権法上の使用手続きを済ませたうえでご使用

ください。
 当日は全会場とも持参したCDを使用し、各会場ごとに音響担当者に手渡して、

音出しの最終打合せをしてください。
 演舞が終了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

 開催期間中、取材や記録のために写真や動画撮影を行います。こちらの内容の
肖像権・著作権についてはすべて主催者が取得しますので撮影NGの方の参加
はご遠慮ください。

 自チームの演舞中に限りエリア内に立ち入りのできる許可証を1チームあたり2
枚発行いたします。各チームの撮影スタッフの方は必ず撮影時に許可証を見え
る位置に掲示するようにしてください。



参加にあたっての基本ルール

 池袋西口公園本部テントで受付を行います（両日とも9:30～）。受付時にチー
ム名の入ったプラカードをお渡しします。受付後、演舞会場への移動となりま
すので時間には余裕をもってお越しください。

 演舞会場には、必ず出演時間の20分前には到着。会場ごとに受付を済ませて司
会者及び音響担当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、飛び乗り等のパフォーマンスは事故発生の危険を伴
いますので禁止です。

 表彰式ではチーム代表者３名がプラカードを持ち会場前方へ。それ以外の方は
代表者エリアの後方で待機してください。
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当日の流れ

その他

 万が一の事故等に備え、各チームで必ず保険には加入してください
 衣装は原則自由ですがテープ・紙吹雪は禁止です。

 大型バスのみ主催者にて駐車場をご用意しております。（1万円/日）また開催
当日、池袋駅付近は交通規制により大変な道路渋滞が予想されますので公共交
通機関をご利用ください。（要事前予約）

更衣室

 施設管理者の方からご厚意でお借りしている控室です。ルール・マナーを守り
ましょう。

 更衣室は例年同様ご用意いたしておりますが、場所の指定はできません。

 参加チームが非常に多数のため、各部屋複数のチームが共同で利用します。

 更衣室内は飲食禁止です。出たゴミを残さずに持ち帰りましょう。

 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。

 出場者以外の一般利用者の方も当日いらっしゃいますので迷惑にならぬようご
配慮ください。



コンテスト審査について

 踊り、音楽、衣装、総合企画等、各分野の専門の先生方が審査し各賞の受賞者
を決定します。
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審査基準・項目

授与予定賞

 大賞（１本）
 準大賞（４本）
 金賞（６本）
 豊島未来賞（３本）
 特別賞（16本）
 敢闘賞（５本）
 ちびっこ賞

（画像引用:twitterより)



手順１ 手順２（～6/23） 手順３

参加申込受付期間
2017年5月1日（月）～6月23日（金）
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参加要項（本要項）
をよく読む

公式HP内の応募
フォームに必要事項
を入力（期限注意）

エントリー受付完了
メールが届く

手順４（～6/30) 手順５(～6/30) 手順６

申し込み手順

チーム写真を
メールで事務局
に提出(期限注意）

参加料の振込
（期限注意）

エントリー確定の
メールが事務局
より届きます

参加申込は今回より書類ではなく公式ホームページ上の専用フォームにて受付けます。エントリー
フォームすべての入力が完了すると登録メールアドレスに自動返信で受付完了メールが配信され
ます。メールの受信の時点でエントリー受付完了となります。参加申込エントリー＝参加確定では
ありませんのでご注意ください。

自動返信メールには自動採番された受付番号が記載されています。フォーム入力完了後、件名に
「受付番号＋チーム名」を記載し下記メールアドレスまでチームの写真を提出してください。提出い
ただいたチーム情報はホームページやパンフレット等に掲載させていただきます。また個人情報に
つきましては当方からの案内のみに使用いたします。

電話・FAXでのお申し込みは受付けておりません。事務局とのやり取りは補助的に電話をさせてい
ただく場合もございますが原則Eメールで対応させていただきます。
※事務局E-mail info@yosakoitokyo.gr.jp

【注意事項】
参加エントリー＝参加確定ではありません。（再掲）
エントリー後のチーム情報（チーム名・代表者名・その他諸情報）の変更はできません。

交通手段による時間の制約など特殊事情のある場合はエントリー前にご相談ください。事後のお
申し出には対応できない場合もございます。

参加要項・ルールを熟読いただき上記の内容をご了承の上、お申込みください。
参加申込は参加要項のすべてに同意したものとみなし例外は認めません。

ルール違反や運営の妨げになる行為が発覚したチームは今後の参加をお断りする場合もござい
ますのでご注意ください。

申込フォーム https://www.yosakoitokyo.gr.jp/form/form2017_1.html

mailto:info@yosakoitokyo.gr.jp
https://www.yosakoitokyo.gr.jp/form/form2017_1.html


申込フォーム（見本）
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申込フォーム（見本）
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参加料の支払いについて
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参加料

 一般チーム 41,000円/組 子供チーム 16,000円/組
（子供チーム定義：幼児/小中学生でチーム全体の80%以上を構成する場合）
※子供チームはキャンセルがなければ15,000円を後日返金いたします。
※上記参加料にはオリジナル楽曲のCD/総踊り練習用のDVD代が含まれます。

 参加料振込先
巣鴨信用金庫 池袋支店 普通 3168344
口座名：ふくろ祭り協議会 東京よさこい

（フクロマツリキョウギカイトウキョウヨサコイ）
振込手数料はご負担ください
振込者名義は申し込み番号＋チーム名にてお願いします（個人名ではありません）
例）「0296 ヨサコイチームフクロウ」

 振込期限が過ぎても入金が確認されない場合は、エントリーキャンセルとさせ
ていただきます。

 参加確定後、いかなる事情で出場を辞退することになっても参加料の払い戻し
はいたしません。台風・地震などの自然災害で東京よさこいが開催中止となっ
た場合も同様です。ご了承ください。

 参加チームも増え、チーム名が類似するケースがございます。正確な入金判断
のためにも振込者名に必ず申し込み番号を入れてください。

 一部金融機関のインターネットバンキングでは振込ができない場合がございま
す。その際は最寄りのATMからお振込みください。

注意事項



開催までのスケジュール
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全体（事務局） チーム

1日 月

23日 金 出場エントリー　受付終了

30日 金
・参加料振込期限
・チーム写真提出期限

エントリー確定メール配信完了
CD/DVD発送予定

18日 金

23日 土 ふくろ祭り
24日 日 ふくろ祭り

8日 土
9日 日

出場エントリー　受付開始
中旬
下旬

参加要項公開

出場エントリー、参加料振
込、チーム写真提出

日程

4月
上旬
下旬

6月

上旬

5月

7月

上旬

中旬

下旬

10月
東京よさこい前夜祭

東京よさこいコンテスト

8月
上旬

18:30～　チームリーダー説明会
下旬

9月

上旬

下旬

 エントリー確定メールは参加料入金・チーム写真が確認でき次第順次配
信いたします。

 チームリーダー説明会（予定）
開催日時：2017年8月18日（金） 18:30～（受付 18:00～）
会場：としま産業振興プラザ6階 多目的ホール

（IKE・Biz 旧豊島区立勤労福祉会館）
住所：豊島区西池袋2-37-4

HP：http://www.toshima-plaza.jp/

※チームリーダー説明会の会場・日時は予定です。変更になる場合はホームページや事
務局からのメールでご案内いたします。

http://www.toshima-plaza.jp/
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Sheet1

		日程 ニッテイ						全体（事務局） ゼンタイ ジムキョク		チーム

		4月 ガツ		上旬 ジョウジュン

				下旬 ゲジュン				参加要項公開 サンカ ヨウコウ コウカイ

		5月 ガツ		1日 ニチ		月 ゲツ		出場エントリー　受付開始 シュツジョウ ウケツケ カイシ

				中旬 チュウジュン						出場エントリー、参加料振込、チーム写真提出 シュツジョウ サンカリョウ フリコミ シャシン テイシュツ

				下旬 ゲジュン

		6月 ガツ		上旬 ジョウジュン

				23日 ニチ		金 キン		出場エントリー　受付終了 シュツジョウ ウケツケ シュウリョウ

				30日 ニチ		金 キン		・参加料振込期限
・チーム写真提出期限 サンカ リョウ フリコミ キゲン シャシン テイシュツ キゲン

		7月 ガツ		上旬 ジョウジュン

				中旬 チュウジュン				エントリー確定メール配信完了
CD/DVD発送予定 カクテイ ハイシン カンリョウ ハッソウ ヨテイ

				下旬 ゲジュン

		8月 ガツ		上旬 ジョウジュン

				18日 ニチ		金 キン		18:30～　チームリーダー説明会 セツメイカイ

				下旬 ゲジュン

		9月 ガツ		上旬 ジョウジュン

				23日 ニチ		土 ド		ふくろ祭り マツ

				24日 ニチ		日 ニチ		ふくろ祭り マツ

				下旬 ゲジュン

		10月 ガツ		8日 ニチ		土 ド		東京よさこい前夜祭 トウキョウ ゼンヤサイ

				9日 ニチ		日 ニチ		東京よさこいコンテスト トウキョウ







東京よさこい総踊りについて

本年、ふくろ祭り50周年を記念して東京よさこいオリジナル楽曲
「ひふみ」および総踊り振り付けを制作いたしました。今回より表彰式
後の総踊りは「ひふみ」を使用しての総踊りになります。7月中旬を目
途に楽曲が収録されたCD・振り付けが収録されたDVDを各チームにお
送りする予定です。

東京よさこい表彰式でみなさんと一緒に新しい総踊りをできることを楽
しみにしております。

追加情報等がありましたら公式ホームページで順次お知らせいたします。
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改訂履歴

 2017年4月24日 初版
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