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ご挨拶

ふくろ祭り協議会

実行委員長 有山茂明

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、「地域の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
れてますふくろ祭り、そして「東京よさこい」は今年も大勢の皆様のご協力によ
り盛況の内に開催できます事を心より御礼申し上げます。

東京よさこいを開催している豊島区は、今大きく変わろうとしています。日本・
中国・韓国を中心に文化の交流を図る「東アジア文化都市2019」の日本代表
都市に選ばれ、先日も区内で活動している5団体から選抜したメンバーで日本

チームを結成し西安市（中国）での開会式に参加、東京よさこい「ひふみ」を披
露してきました。

これまでメインの会場としてきた池袋西口公園も、大規模なリニューアル工事
が行なわれ、オーケストラのコンサートが出来る様な劇場型公園に生まれ変わ
ります。 来年の2020東京オリンピック・パラリンピックには、ステージ上に設置
される大型デジタル・サイネージを見て応援する人で賑わう事になるでしょう。

今年は７会場での開催となりますが、20回目の節目となる大会でもあります。

スタッフ一同頑張って準備を進めて参りますので、大賞の東京都知事賞獲得を
目指して、頑張ってください。



開催概要

 【名 称】 ふくろ祭り 踊りの祭典 第20回東京よさこい

 【会 期】 2019年10月12日(土) ・13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 (加盟団体）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、池袋ロマンス通り商店会、池袋西口駅前名店街、池袋西口駅
前商店会、東武百貨店、東武ホープセンター、池袋マルイ、ビックカメラ、ルミネ池袋
店、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

 【共 催】 豊島区・東京芸術劇場

 【後援】東京都、高知県、宮城県、高知市、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、豊島区商店街連合会、豊島青色申告
会、豊島区町会連合会（2018年実績・2019年申請予定）

 【特別後援】毎日新聞社

 【特別協力】東日本旅客鉄道㈱ 池袋駅、東武鉄道㈱、東京地下鉄㈱池袋駅、西武鉄道
池袋駅、国際興業㈱ （2018年実績）

 【運営協力】池袋警察署、目白警察署、巣鴨警察署、池袋消防署、豊島消防署、毎日広
告社、としま未来文化財団、東武ビルマネジメント、としまテレビ、国際空手道連盟極
真会館総本部、綜合警備保障、豊島区医師会、立教大学ＳＰＦ運営委員会、巣鴨信用金
庫、ＳＭＢＣ日興証券池袋支店、みずほ銀行池袋西口支店、オフィス田中、ウィズプラ
ンニング、リアルプロ、日東造花、創造システム、巣鴨駅前商店街（振）、巣鴨地蔵通
り商店街（振）、大塚北口商栄会、目白商業協同組合、目白駅周辺地区整備推進協議会、
ホテルメッツ目白、豊島新聞社、サンライズ社、関東バス、東京タクシーセンター、東
京都中央卸売市場 豊島市場（2018年実績）

 【協 賛】東京キリンビバレッジ、日本マクドナルド、エースコック、伊藤園、松屋、
博多風龍、浦野工業、渡邉建設、日立ビルシステム、藤久不動産、池袋遊技場組合、東
京防犯健全協力会、大江戸観光、東急ハンズ、佐久間製菓、ジュンク堂、東横イン、JT、
三菱地所、池袋西口商店街連合会、NPOゼファー池袋まちづくり、創価学会東京戸田記
念講堂、ほか多数（2018年実績）

 【参加チーム】110チーム （2018年度実績）

 【観客動員数】約105万人 （2018年度実績）



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

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

 池袋西口駅前広場特設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（13日 18:30開始）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。表彰式終了後、
プラカードは池袋西口駅前広場本部へ返却ください。

当日の流れ（前夜祭・コンテスト当日共通）

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。
 旗じこ置き場を下記の場所に設定します。主催者側では責任を負いかねますの

で自己責任でご利用ください。

 喫煙は所定の喫煙所でお願いいたします。

旗置場

喫煙所

受付
（プラカード）



コンテスト審査について

 踊り、音楽、衣装、演出等各分野の専門家による採点方式。総合得点や各分野
の点数を参考に審査終了後、選考会を実施。大賞・準大賞をはじめとした各賞
の受賞者を決定します。

審査基準・項目

授与予定賞

 大賞 （総合）
 準大賞（踊り・衣装・楽曲・構成）
 金賞
 豊島未来賞
 特別賞
 敢闘賞
 ちびっこ賞
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第一審査会場（駅前広場）
申込番号 チーム名 人数 所在地 両日参加

学生 001 桜美林大学よさこいサークル桜囃子 33 東京都町田市 〇
学生 002 日本体育大学 舞桜 20 東京都 世田谷区 〇
学生 005 学生よさこいチーム おどりんちゅ 90 東京都渋谷区 〇

006 躍動 40 神奈川県相模原市
007 YOSAKOIソーランチーム白縫 20 東京都世田谷区
009 よさこい ときめき 25 東京都板橋区 〇
010 天空しなと屋吉長 100 東京都 〇
013 よさこい飯能乱舞 53 埼玉県飯能市
014 天空しなと屋ちょんまげ 40 東京都 〇

学生 015 早稲田大学'踊り侍' 100 東京都新宿区 〇
学生 016 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

017 逸夢七屋 20 東京都荒川区 〇
学生 018 早稲田大学よさこいチーム東京花火 100 東京都新宿区 〇

019 天空しなと屋明星 30 東京都渋谷区 〇
021 百華夢想 100 愛知県一宮市 〇
022 重夢逗 20 埼玉県さいたま市 〇
024 東京よさこい　紅踊輝 20 東京都豊島区 〇

学生 025 立教大学よさこい連 百合文殊 60 東京都豊島区 〇
026 音ら韻 40 東京都 〇
027 HatchPotwo 20 東京都 〇
028 七福よさこい連祝禧 70 東京都北区 〇

学生 031 東海大学響 100 神奈川県平塚市 〇
036 彪牙天翔 35 富山県富山市 〇
038 倭奏 50 全国（札幌・関東・名古屋） 〇
039 れとろっく 40 全国 〇
040 関東どまつりチーム轟 30 東京都世田谷 〇
041 なるたか 100 東京都 〇

学生 042 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING 59 東京都日野市 〇
043 dance company REIKA組 30 東京都北区 〇
044 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 35 埼玉県狭山市
045 國士舞双 60 高知／東京 〇
046 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA 30 東京都新宿区 〇
049 无邪志府中魁星 24 東京都府中市
051 祭会 60 大阪府 〇
052 東京よさこいなな丸隊 50 東京都豊島区 〇
053 夏龍颯爽 30 埼玉県朝霞市
054 湊や 70 富山県、東京都 〇
055 夢咲しや～葵～ 40 富山県富山市 〇
056 桜華 20 埼玉県朝霞市 〇
057 朝霞 旋華 20 埼玉県朝霞市
058 ぞっこん町田'98 70 東京都町田市 〇
060 東京よさこい 桜舞 22 東京都豊島区
061 郷 30 埼玉県所沢市
062 ダンスパフォーマンス集団 迫  ーHAKUー 40 東京都小平市東村山市 〇

学生 063 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



申込番号 チーム名 人数 所在地 両日参加
064 いなせ系 暁会 活頗組 20 札幌市東区 〇

学生 065 関東学院大学”誇咲” 100 神奈川県横浜市 〇
066 燦-SUN- 55 東京等 〇
067 東京よさこい 池袋 笑來會 25 東京都豊島区 〇
068 ＭＥＧＡＬＯＳ Ｃｈａｎｔｅｒ 40 東京都中野区
069 百物語 40 東京都豊島区 〇
070 藍なり 60 東京都 〇
071 彩嵐風 20 埼玉県さいたま市 〇
072 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞ 40 東京都豊島区 〇
090 北里三陸湧昇龍 75 神奈川県相模原市
121 疾風乱舞 33 神奈川県平塚市

第二審査会場（アゼリア通り会場）
申込番号 チーム名 人数 所在地

004 天空しなと屋茜丸 60 東京都 〇
074 猿霞 20 東京・新潟 〇
075 笑輪-Show Ring- 31 埼玉県志木市
076 江戸の華 22 東京都板橋区 〇
077 Summer Zipper 60 東京都豊島区 〇
078 otonock 20 東京都 〇
079 かんしゃら 40 大阪府/東京都
080 東京メトロ シーブルー 30 東京都台東区
082 TEAM白獅子 25 埼玉県飯能市
083 鳴子光丘 15 東京都練馬区
084 音鳴會 30 埼玉県朝霞市
085 遊人 40 埼玉県朝霞市
086 TANASHIソーラン会 30 東京都西東京市
087 天嵩～Amata～ 40 北海道千歳市・東京都
088 りぐる 30 静岡県
089 大塚華麗 35 東京都
091 中目黒ＭＧよさこいくらぶ 50 東京都目黒区中目黒
092 よさこいソーラン清瀬 34 東京都清瀬市

学生 093 東京農業大学百笑 90 東京都世田谷区
094 朝霞翔舞 28 埼玉県朝霞市
095 陵-RYO- 40 埼玉県朝霞市
096 あーしゃ 20 東京都渋谷区
097 御心拍子 縁 45 東京都新宿区
098 霞童 100 埼玉県朝霞市
099 りむせ 20 北海道札幌市

学生 100 東京学生生っ粋 50 東京都文京区
101 学芸大学商店街あきんどくらぶ 20 東京都目黒区
102 にらさき秀麗 20 山梨県韮崎市
103 響 24 東京都練馬区
104 SA:GA-彩雅- 60 東京都千代田区
105 雁微笑連 20 静岡県富士市
106 葵 30 千葉県茂原市
107 越中舞人 30 富山県富山市
109 東京カペラ 30 東京都昭島市



申込番号 チーム名 人数 所在地 両日参加
110 遊め組 20 山形県遊佐町
111 よさこい無頼～朱乱舞～ 20 埼玉県朝霞市
115 NPO 大江戸東京音頭連 100 東京都杉並区
116 AZUKI 40 神奈川県
117 錦織姫 21 茨城県稲敷郡阿見町
118 夢進 23 埼玉県朝霞市
119 ひとひら 20 高知県高知市
120 葵や一晴 30 静岡県静岡市
123 粋 35 埼玉県朝霞市
125 ど～んと Coco de 踊らん会 28 神奈川県平塚市
126 踊るBAKA！Tokyo 18 東京都中央区
127 礼神伝SHALL稲毛 20 千葉県千葉市
128 こもれびSUN 20 東京都湘南
129 想叶縁来　奏 22 富山県砺波市
130 四街道舞嘔歌 24 千葉県四街道市
131 ＧＯＧＯ’Ｓ&クワザワグループ 30 北海道札幌市
132 新松戸雅ノ會 8 千葉県松戸市
133 SAPPORO こいこい 60 北海道札幌市
135 HSU龍馬隊 40 千葉県長生村

審査なし
申込番号 チーム名 人数 所在地

011 RHK熱波 100 千葉県野田市 〇
012 天空しなと屋しん 100 東京都 〇
023 RHK大河 100 千葉県野田市 〇
122 「甲斐◇風林火山」 60 山梨県上野原市
136 座よさこい一座 22 千葉県船橋市

子供（審査会場：みずき通り会場）
申込番号 チーム名 人数 所在地

108 池袋小学校 70 東京都豊島区
112 武蔵野東小学校「YOSAKOIひがし晴れ！」 27 東京都武蔵野市
113 一躍 22 新潟県五泉市
124 仰高よさこい 62 東京都豊島区
134 けやきッズ 25 東京都文京区

土曜日のみ参加
申込番号 チーム名 人数 所在地

003 鳳遙恋2013「ムラマサ」 50 東京都新宿区



演舞会場

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 14×20 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 子供チームコンテスト会場

第４会場 アゼリア通り 流し 9×80 第２コンテスト会場

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

②池袋西口公園
工事中
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演舞会場紹介
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更衣室の利用について

更衣室全般

 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。

 更衣室並びに会場周辺の公園・駐車場等での練習や声出しは周辺店舗・住民の
方々へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。（クレームやトラブルが多発し
ております）

 池袋駅から離れた場所の更衣室に割り振られたチームもございます。演舞開始時
間に遅れぬよう時間には余裕をもって行動してください。

 主催者側で更衣室として無料で使用できる施設には限りがございます。池袋駅周
辺のレンタルスペース等をご自身で手配いただいて使用しても構いませんが、責
任は一切負いかねます。

 着替え後は速やかに移動していただき、東京芸術劇場敷地内（劇場通り側含む）
での練習や集合待ち合わせはしないでください。

 東京芸術劇場への出入りは、車寄せ側の玄関（劇場通り側）を利用していただき、
ショップを通っての出入り・正面玄関の利用はご遠慮ください。（工事中のため）

 旗を館内へ持ち込む際は竿を収納し旗をたたんだ状態で入館ください。
 荷物は置いたままにしないでください。持ち主がいないと思われる荷物について

は、落し物として処理させていただきます。
 更衣室として利用いただく部屋は、普段会議室やリハーサル室として使用してい

ます。一部の部屋にはピアノが設置されていますが、触れたり寄りかかったり荷
物を置いたりしないでください。

 更衣室内は飲食禁止です。
 着替えやメイクは所定の場所で行ってください。化粧室やオープンスペースでの

着替えやメイクは禁止させていただきます。
 出入り口やエスカレーター付近で立ち止まらないでください。
 エスカレーターに乗る際は、裾や袖などが長い衣装は巻き込まれないようにして

絶対に歩いたり走ったりしないでください。（お子様の走り回りも注意）
 ゴミはお持ち帰りください。

東京芸術劇場 更衣室利用チームの方へ





工事・設営作業中のため
チーム関係者使用禁止

館内出入りはこちらの入口を
使用してください



東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2019年10月12日（土）

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

地下２階 15 早稲田大学'踊り侍' 18 早稲田大学よさこいチーム東京花火 46 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA

22 重夢逗 74 猿霞 78 otonock

リハーサルルームM1 佐渡おけさ出演チーム 湯河原やっさ出演チーム 72 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞

リハーサルルームM2 25 立教大学よさこい連 百合文殊 43 dance company REIKA組

リハーサルルームM3 77 Summer Zipper 1 桜美林大学よさこいサークル桜囃子 26 音ら韻

リハーサルルームS1 67 東京よさこい 池袋 笑來會 27 HatchPotwo

リハーサルルームS2 江戸芸かっぽれ出演チーム

会場 としま産業振興プラザ（豊島区西池袋２－３７－４）
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 4 天空しなと屋茜丸 10 天空しなと屋吉長 12 天空しなと屋しん

14 天空しなと屋ちょんまげ 19 天空しなと屋明星

第２会議室 52 東京よさこいなな丸隊 24 東京よさこい　紅踊輝

第３会議室 63 千葉工業大学よさこいソーラン風神 54 湊や 28 七福よさこい連祝禧

５ 階 第１会議室 45 國士舞双 69 百物語

第１和室 38 倭奏 17 逸夢七屋

第２和室 3 鳳遙恋2013「ムラマサ」 64 いなせ系 暁会 活頗組

第１音楽室 66 燦-SUN- 2 日本体育大学 舞桜

第２音楽室

第３音楽室

美術室 41 なるたか 55 夢咲しや～葵～

工芸室 62 ダンスパフォーマンス集団 迫  ーHAKUー 36 彪牙天翔

料理実習室 56 桜華 71 彩嵐風

地下 体育室 42 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING 21 百華夢想

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 5 学生よさこいチーム おどりんちゅ 31 東海大学響 40 関東どまつりチーム轟

70 藍なり 9 よさこい ときめき

会議室

和室 65 関東学院大学”誇咲” 39 れとろっく 76 江戸の華

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 11 RHK熱波 23 RHK大河 16 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

51 祭会 58 ぞっこん町田'98

会議室３

2019/8/22作成

リハーサルルームL

としま産業振興プラザB１F/５F割り当てチームの男性用更衣室

としま産業振興プラザB１F/５F割り当てチームの男性用更衣室

健康プラザとしま割り当てチームの男性用更衣室

豊島清掃事務所割り当てチームの男性用更衣室



東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2019年10月13日（日）

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５ 111 よさこい無頼～朱乱舞～ 56 桜華 118 夢進

ミーティングルーム６ 132 新松戸雅ノ會 96 あーしゃ

ミーティングルーム７ 127 礼神伝SHALL稲毛 128 こもれびSUN 130 四街道舞嘔歌

５ 階 シンフォニースペース 108 池袋小学校 124 仰高よさこい 134 けやきッズ

112 武蔵野東小学校「YOSAKOIひがし晴れ！」 113 一躍

ミーティングルーム１ 52 東京よさこいなな丸隊 60 東京よさこい 桜舞

ミーティングルーム４

地下２階 10 天空しなと屋吉長 12 天空しなと屋しん 4 天空しなと屋茜丸

14 天空しなと屋ちょんまげ 19 天空しなと屋明星

リハーサルルームM1 67 東京よさこい 池袋 笑來會 131 ＧＯＧＯ’Ｓ&クワザワグループ 91 中目黒ＭＧよさこいくらぶ

リハーサルルームM2 122 「甲斐◇風林火山」 43 dance company REIKA組

リハーサルルームM3 90 北里三陸湧昇龍 72 東京よさこい❝池袋ヴィーナス❞

リハーサルルームS1

リハーサルルームS2

会場 としま産業振興プラザ（豊島区西池袋２－３７－４）
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 18 早稲田大学よさこいチーム東京花火 5 学生よさこいチーム おどりんちゅ 115 NPO 大江戸東京音頭連

89 大塚華麗 121 疾風乱舞

第２会議室 21 百華夢想

第３会議室

５ 階 第１会議室 42 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING

第１和室 45 國士舞双

第２和室 51 祭会

第１音楽室 66 燦-SUN-

第２音楽室 83 鳴子光丘

第３音楽室 126 踊るBAKA！Tokyo

美術室

工芸室

料理実習室

地下 体育室 41 なるたか 24 東京よさこい　紅踊輝

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 15 早稲田大学'踊り侍' 31 東海大学響 93 東京農業大学百笑

会議室 77 Summer Zipper

和室

東京芸術劇場５F/６F割り当てチームの男性用更衣室

東京芸術劇場リハーサルルーム割り当てチームの男性用更衣室

東京芸術劇場リハーサルルーム割り当てチームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ６F割り当てチームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ５F割り当てチームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ５F割り当てチームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ５F割り当てチームの男性用更衣室

健康プラザとしま割り当てチームの男性用更衣室

リハーサルルームL
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東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2019年10月13日（日）

会場 池袋本町小学校（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 65 関東学院大学”誇咲” 66 燦-SUN- 13 よさこい飯能乱舞

51 祭会 28 七福よさこい連祝禧 97 御心拍子 縁

95 陵-RYO- 6 躍動 55 夢咲しや～葵～

会場 池袋第三小学校（豊島区西池袋３−１４−３）
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

１ 階 11 RHK熱波 23 RHK大河 25 立教大学よさこい連 百合文殊

38 倭奏 100 東京学生生っ粋 62 ダンスパフォーマンス集団 迫  ーHAKUー

39 れとろっく 68 ＭＥＧＡＬＯＳ Ｃｈａｎｔｅｒ 26 音ら韻

79 かんしゃら 87 天嵩〜Amata〜

会場 要小学校（豊島区要町２ー３−２０）
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 116 AZUKI 135 HSU龍馬隊 106 葵

53 夏龍颯爽 84 音鳴會 40 関東どまつりチーム轟

46 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA 80 東京メトロ シーブルー 120 葵や一晴

61 郷 94 朝霞翔舞 125 ど～んと Coco de 踊らん会

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 9 よさこい ときめき 136 座よさこい一座 119 ひとひら

302 82 TEAM白獅子 76 江戸の華 49 无邪志府中魁星

303 103 響 129 想叶縁来　奏 117 錦織姫

305

308 136 座よさこい一座 99 りむせ 22 重夢逗

309

２ 階 201 98 霞童 85 遊人

202 13 よさこい飯能乱舞 102 にらさき秀麗

203 104 SA:GA-彩雅- 2 日本体育大学 舞桜

207 54 湊や 105 雁微笑連 110 遊め組

208 70 藍なり

211 16 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 17 逸夢七屋 64 いなせ系 暁会 活頗組

212 27 HatchPotwo 57 朝霞 旋華 71 彩嵐風

1 階 102 63 千葉工業大学よさこいソーラン風神

103 58 ぞっこん町田'98 7 YOSAKOIソーランチーム白縫

115 133 SAPPORO こいこい 69 百物語 86 TANASHIソーラン会

116 101 学芸大学商店街あきんどくらぶ 78 otonock 74 猿霞

体 育 館 体育館 44 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 36 彪牙天翔 123 粋

92 よさこいソーラン清瀬 1 桜美林大学よさこいサークル桜囃子 75 笑輪-Show Ring-

88 りぐる 109 東京カペラ 107 越中舞人

2019/8/17作成

みらい館大明割り当てチームの男性更衣室

体育館

体育館

体育館

みらい館大明割り当てチームの男性更衣室
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東京芸術劇場（豊島区西池袋１－８－１） 

としま産業振興プラザ（IKE-Biz）（豊島区西池袋２－３７－４） 
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健康プラザとしま（豊島区上池袋２－５－１） 

豊島清掃事務所（豊島区池袋本町１－７－３） 
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池袋本町小学校（豊島区池袋本町１－４３－１） 

 

池袋第三小学校（豊島区西池袋３－１４－３） 
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要小学校（豊島区要町２－３－２０） 

みらい館大明（豊島区池袋３－３０－８） 
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東京よさこい総踊りについて

2017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。表彰式後の総踊
りは「ひふみ」を使用しての総踊りです。

振り付けは下記リンク先のYoutubeをご覧ください。
東京よさこい「ひふみ」振り付け動画はこちら
もしくは「東京よさこい総踊り ひふみ全曲通し」で検索ください。

なお、チームリーダー説明会において「ひふみ」のCD音源を1,000円/
枚にて販売する予定です。必要に応じてご購入ください。

26
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暴力団排除への取り組み

1. 当チーム及び個人（踊り子等）は、次のいずれにも該当する者ではありません。
① 東京都暴力団排除条例（平成23年条例第五四号）第２条に規定する暴力団員等

② 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

③ 私又はチーム関係者及び踊り子が所属する法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
む。）の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

④ 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行うなど、社会通念上不適切と認められる者

2. 名義貸し、虚偽の記載その他不正な方法による参加等は一切しません。

3. 参加申込時や大会当日に、大会関係者や警察官からの身分確認証等提示要求に従
います。

4. 暴力団との関係等を調査するため、申込時に提供された情報が関係機関に提出さ
れることに同意します。

5. 暴力団にみかじめ料、ショバ代等の名目を問わず、一切金品等を渡したり、暴力
団にとって利益となる行為をしません。

6. 暴力団員及び暴力団関係者をチーム関係者や踊り子として一切入れません。

7. 東京よさこい開催中、粗野、卑猥な言動をするなどお客等に迷惑をかける行為は
しません。

8. 半裸体及び刺青をのぞかせる等の粗野な服装や態度をとりません。

9. ふくろ祭り協議会作成の参加ルールを厳守します。

10.ふくろ祭り協議会ならびに東京よさこい運営関係者の指示には積極的に従い、行
事の運営に全面的に協力します。

11.上記各事項に偽りがあった場合は、参加の不許可、参加許可の取消、出入り禁止
の措置をとられても、一切異議申立をいたしません。

東京都暴力団排除条例について

 平成23年に施行された東京都暴力団排除条例から東京よさこいに参加される
チームは以下の事項に同意する必要があります。
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東京よさこい総踊りについて

2017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。表彰式後の総踊
りは「ひふみ」を使用しての総踊りです。

振り付けは下記リンク先のYoutubeをご覧ください。
東京よさこい「ひふみ」振り付け動画はこちら
もしくは「東京よさこい総踊り ひふみ全曲通し」で検索ください。

なお、チームリーダー説明会において「ひふみ」のCD音源を1,000円/
枚にて販売する予定です。必要に応じてご購入ください。

https://www.youtube.com/channel/UC9adG7jmHUNyEcoX-2fjbBw


暴力団排除への取り組み

1. 当チーム及び個人（踊り子等）は、次のいずれにも該当する者ではありません。
① 東京都暴力団排除条例（平成23年条例第五四号）第２条に規定する暴力団員等

② 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

③ 私又はチーム関係者及び踊り子が所属する法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
む。）の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

④ 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行うなど、社会通念上不適切と認められる者

2. 名義貸し、虚偽の記載その他不正な方法による参加等は一切しません。

3. 参加申込時や大会当日に、大会関係者や警察官からの身分確認証等提示要求に従
います。

4. 暴力団との関係等を調査するため、申込時に提供された情報が関係機関に提出さ
れることに同意します。

5. 暴力団にみかじめ料、ショバ代等の名目を問わず、一切金品等を渡したり、暴力
団にとって利益となる行為をしません。

6. 暴力団員及び暴力団関係者をチーム関係者や踊り子として一切入れません。

7. 東京よさこい開催中、粗野、卑猥な言動をするなどお客等に迷惑をかける行為は
しません。

8. 半裸体及び刺青をのぞかせる等の粗野な服装や態度をとりません。

9. ふくろ祭り協議会作成の参加ルールを厳守します。

10.ふくろ祭り協議会ならびに東京よさこい運営関係者の指示には積極的に従い、行
事の運営に全面的に協力します。

11.上記各事項に偽りがあった場合は、参加の不許可、参加許可の取消、出入り禁止
の措置をとられても、一切異議申立をいたしません。

東京都暴力団排除条例について

 平成23年に施行された東京都暴力団排除条例から東京よさこいに参加される
チームは以下の事項に同意する必要があります。



改訂履歴

 2018年8月19日 初版
 2019年8月23日 第二版
 出演チーム情報の一部修正

 旗置場・喫煙所を地図に追加

 更衣室情報の一部追加
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