
第 23 回東京よさこい実施要綱-第二版（2022.9.22更新） 

 
  

主催：ふくろ祭り協議会 共催：豊島区・東京芸術劇場 

〒171-0021 東京都豊島区西池袋１－４２－８ 秋福ビル４階 

TEL・FAX ０３－３９８６－７９１５ 

第５５回 ふくろ祭り 踊りの祭典 

第 23 回東京よさこい 

実施要綱 



第 23 回東京よさこい実施要綱-第二版（2022.9.22更新） 

ご挨拶 

 
盛夏の候、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
「元気な豊島区を全国に発信する」を合言葉に、半世紀以上も頑張ってきたふくろ祭りでありますが、コロナ・
パンデミックの為２年ものあいだ開催が出来ませんでした。ふくろ祭りを支え応援してくれる方々とも色々思案
を重ねて参りましたが、毎年９月に行っております「第一部 御輿の祭典」に関しましては、感染防止対策が難し
く中止にせざるを得ませんでした。しかしながら１０月に行う「第二部 踊りの祭典」につきましては、参加団
体・出演者数を制限しながら感染予防対策の精度を保ち、なんとか開催ができる状態を実現できました。第二部
のメインになる「東京よさこい」は、今回で２３回目となります。コロナ前は全国から１２０を超えるチームの
参加がありましたが、今回は７８チームの参加です。練習場がなかなか借りれなかったり、練習の人数を制限さ
れたりとか、各チームともコロナ禍のなか大変な思いをしたと思います。この東京よさこいの開催がよさこい文
化の発展と継続のお役に立てればと思っております。先輩たちの志を受け継ぎ、地元の有志たちが中心となって
開催する手作りの祭りです。期間中はスタッフ一同、安心・安全を心掛け運営・警備にあたってまいりますので、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

令和 4 年８月吉日 
ふくろ祭り協議会 

実行委員長 有山茂明 
 
主催者情報 

 
 【名 称】 ふくろ祭り 踊りの祭典 第 23 回東京よさこい 
 【会 期】 2022 年 10 月 8 日(土) ・9 日(日)  ※雨天決行  
 【会 場】池袋西口駅前広場 /池袋西口公園 /アゼリア通り/巣鴨駅前広場（北口）/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、ビックカメラ、ルミネ池袋店、ホテルメトロポリタン、JR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,池袋西口
商店街連合会、NPO ゼファー池袋まちづくり 

 【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㈱ 
 【運営協力】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、立教大学 SPF運営委員会、巣鴨信用金庫、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、豊島新
聞社、関東バス(株)、東京タクシーセンター 、東京都ハイヤータクシー協会、東京都個人タクシー協会、
渡邊建設株式会社、WILLER EXPRESS 株式会社 

 【協 賛】東京キリンビバレッジ、日本マクドナルド、浦野工業、渡邉建設、池袋遊技場組合、東京防犯
健全協力会、三菱地所、ほか多数 
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参加にあたっての基本ルール 

1. チーム編成＆応募要件 
(ア) 手に「鳴子」を持って踊ること（演舞の一部で使用も可） 
(イ) チーム編成 原則 20 名～100 名以内 
(ウ) 演舞時間 入場・チーム紹介・口上～演舞終了・退場まで７分以内（楽曲は 4分 30 秒以内） 
(エ) 表彰式に参加すること 
 

2. 音源＆楽曲について 
(ア) 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。  

(イ) 楽曲は 4分 30秒以内とします 
(ウ) 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。 
(エ) 当日は全会場とも持参した CD を使用し、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。 
(オ) 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 

 
3. 撮影について 

(ア) 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。 

(イ) 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。 
（9/15 発送の封筒には撮影許可証が１枚しか封入されていませんので当日受付にて１枚追加配布します） 

4. 当日の流れ 
(ア) 池袋西口公園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。 
※台風 19 号接近に伴い中止となった第２０回東京よさこい（2019）エントリーチームは参加費用の一
部返金がございます。チーム代表者もしくはエントリー時に申請いただいた連絡先１or２の方がお越し
ください。受領証にサインをいただいたうえで返金致します。 

(イ) 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。 

(ウ) 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。 
(エ) 表彰式（９日 19:00開始予定）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、プラカードは西口公園本部へ返却ください。 
 

5. その他 
(ア) 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 
(イ) 衣装は原則自由ですがテープ・紙吹雪は禁止です。 
(ウ) 旗置き場を駅前広場会場ゴール地点付近（タイトーステーション前）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。 
(エ) 喫煙は所定の喫煙所でお願いいたします。 
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演舞会場 

 

 形式 
演舞エリア 
（幅×奥行)（ｍ） 

備考 

池袋西口駅前広場 流し 約 8×約 60  

アゼリア通り 流し 約 9×約 65  

池袋西口公園 ステージ 
ステージ上 約 11×約 7 
ステージ前 17×15 

ステージ上 15 名 
ステージ前 45 名 

大塚駅前広場 ステージ 15×9 40 名程度 

巣鴨駅前広場 ステージ 14×15 40 名程度 

 
 
1. 池袋西口駅前広場 
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2. アゼリア通り会場 

 

3. 池袋西口公園 

 
 
 
 
 
 

 
4. 大塚駅北口駅前広場（ironowa hiro ba） 

 
 
 

5. 巣鴨駅前広場（北口） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2022.9.17更新

NO チーム名 第１回 会場 第２回 会場2 第３回 会場3

001 東京よさこい池袋笑來會 12:17 池袋西口公園会場 13:41 アゼリア通り会場 16:22 池袋西口駅前広場会場

002 東京よさこい”池袋ヴィーナス” 12:17 池袋西口駅前広場会場 13:48 アゼリア通り会場 17:25 池袋西口公園会場

003 東京よさこい 紅踊輝 12:38 アゼリア通り会場 16:36 池袋西口駅前広場会場 17:32 池袋西口公園会場

004 東京よさこい大塚華麗 12:24 池袋西口駅前広場会場 14:02 アゼリア通り会場 16:50 池袋西口公園会場

006 ｓｕｍｍｅｒ　ｚｉｐｐｅｒ 12:10 池袋西口公園会場 14:09 アゼリア通り会場 16:50 池袋西口駅前広場会場

007 東京よさこいなな丸隊 12:31 アゼリア通り会場 15:12 池袋西口公園会場 17:04 池袋西口駅前広場会場

008 武蔵國よさこい連 一心 12:59 アゼリア通り会場 16:15 池袋西口公園会場 17:32 池袋西口駅前広場会場

009 祭会 13:13 池袋西口公園会場 14:37 アゼリア通り会場 17:25 池袋西口駅前広場会場

010 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム 13:27 池袋西口公園会場 16:57 池袋西口駅前広場会場 17:46 アゼリア通り会場

011 七福よさこい連祝禧 12:45 池袋西口公園会場 16:01 アゼリア通り会場 17:11 池袋西口駅前広場会場

012 猿霞 12:31 池袋西口公園会場 16:15 アゼリア通り会場 17:18 池袋西口駅前広場会場

013 天空しなと屋吉長 12:38 池袋西口公園会場 14:44 アゼリア通り会場 17:46 池袋西口駅前広場会場

014 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 12:31 池袋西口駅前広場会場 14:23 池袋西口公園会場 16:22 アゼリア通り会場

017 早稲田大学よさこいチーム東京花火 12:52 池袋西口駅前広場会場 14:51 池袋西口公園会場 16:43 アゼリア通り会場

018 天空しなと屋茜丸×明星 12:59 池袋西口駅前広場会場 14:44 池袋西口公園会場 16:57 アゼリア通り会場

019 ぞっこん町田'98 13:06 池袋西口駅前広場会場 14:37 池袋西口公園会場 17:25 アゼリア通り会場

021 天空しなと屋しん 13:20 池袋西口駅前広場会場 14:51 アゼリア通り会場 16:08 池袋西口公園会場

023 百華夢想 12:38 池袋西口駅前広場会場 15:05 アゼリア通り会場 16:22 池袋西口公園会場

024 オドリザムライ2011:Rebirth 13:41 池袋西口駅前広場会場 15:12 アゼリア通り会場 16:36 池袋西口公園会場

025 dance company REIKA組 13:34 池袋西口駅前広場会場 15:19 アゼリア通り会場 17:39 池袋西口公園会場

026 RHK熱波 13:55 池袋西口駅前広場会場 15:26 アゼリア通り会場 16:29 池袋西口公園会場

027 RHK大河 14:02 池袋西口駅前広場会場 15:47 アゼリア通り会場 16:43 池袋西口公園会場

030 GARAN43/35°　 14:16 池袋西口駅前広場会場 15:54 アゼリア通り会場 17:04 池袋西口公園会場

031  燦-SUN- 13:20 池袋西口公園会場 15:05 池袋西口駅前広場会場 18:00 アゼリア通り会場

033 立教大学よさこい連百合文殊 13:34 池袋西口公園会場 15:19 池袋西口駅前広場会場 17:32 アゼリア通り会場

034 早稲田大学"踊り侍" 14:02 池袋西口公園会場 15:26 池袋西口駅前広場会場 17:18 アゼリア通り会場

035 北里三陸湧昇龍 13:48 池袋西口公園会場 15:12 池袋西口駅前広場会場 16:36 アゼリア通り会場

036 学生よさこいチームおどりんちゅ 13:55 池袋西口公園会場 15:40 池袋西口駅前広場会場 17:39 アゼリア通り会場

039 SA:GA-彩雅- 14:58 池袋西口公園会場 15:54 池袋西口駅前広場会場 17:53 アゼリア通り会場

041 よさこいダンスチーム東海大学 響 14:09 池袋西口公園会場 15:47 池袋西口駅前広場会場 16:50 アゼリア通り会場

043 なるたか 14:30 アゼリア通り会場 15:33 池袋西口駅前広場会場 17:11 池袋西口公園会場

046 湊や 12:52 アゼリア通り会場 15:19 池袋西口公園会場 16:15 池袋西口駅前広場会場

048  RIKIOH 13:06 アゼリア通り会場 14:23 池袋西口駅前広場会場 15:40 池袋西口公園会場

050 音ら韻 14:37 池袋西口駅前広場会場 15:33 池袋西口公園会場 17:11 アゼリア通り会場

051 國士舞双 13:27 アゼリア通り会場 14:44 池袋西口駅前広場会場 15:54 池袋西口公園会場

054  藍なり 13:20 アゼリア通り会場 14:51 池袋西口駅前広場会場 15:47 池袋西口公園会場

055 桜華 13:13 アゼリア通り会場 14:58 池袋西口駅前広場会場 16:01 池袋西口公園会場

066 オリガミ 13:27 池袋西口駅前広場会場 14:16 アゼリア通り会場 15:26 池袋西口公園会場

069 あーしゃ 12:52 池袋西口公園会場 13:55 アゼリア通り会場 16:01 池袋西口駅前広場会場

074 倭奏 12:59 池袋西口公園会場 13:48 池袋西口駅前広場会場 17:04 アゼリア通り会場

082 万屋千家【一二三】 13:06 池袋西口公園会場 14:23 アゼリア通り会場 16:29 池袋西口駅前広場会場

083 関東学院大学よさこいソーランサークル"誇咲" 14:58 アゼリア通り会場 16:08 池袋西口駅前広場会場 17:18 池袋西口公園会場

085 万屋千家【百物語】 14:30 池袋西口公園会場 15:33 アゼリア通り会場 16:43 池袋西口駅前広場会場

093 踊るBAKA！TOKYO 12:45 アゼリア通り会場 14:09 池袋西口駅前広場会場 16:57 池袋西口公園会場

094 東京ギバチ 13:13 池袋西口駅前広場会場 15:05 池袋西口公園会場 16:08 アゼリア通り会場

095 妃龍 12:45 池袋西口駅前広場会場 14:16 池袋西口公園会場 15:40 アゼリア通り会場

096 斬桐舞 12:24 池袋西口公園会場 13:34 アゼリア通り会場 17:39 池袋西口駅前広場会場

102 鳴子光丘 13:41 池袋西口公園会場 14:30 池袋西口駅前広場会場 16:29 アゼリア通り会場

第２３回東京よさこいコンテスト　　１０月８日チーム別スケジュール



NO チーム名 第１回 会場 第２回 会場2 第３回 会場3 第４回 会場4

001 東京よさこい池袋笑來會 12:59 大塚駅前広場会場 14:58 池袋西口駅前広場会場 15:54 アゼリア通り会場 17:46 池袋西口公園会場

002 東京よさこい池袋ヴィーナス 12:31 巣鴨駅前広場会場 14:09 池袋西口駅前広場会場 16:08 池袋西口公園会場 17:18 アゼリア通り会場

003 東京よさこい 紅踊輝 12:38 巣鴨駅前広場会場 14:02 池袋西口駅前広場会場 16:01 池袋西口公園会場 17:04 アゼリア通り会場

004 東京よさこい大塚華麗 12:31 大塚駅前広場会場 14:30 池袋西口駅前広場会場 15:26 アゼリア通り会場 17:04 池袋西口公園会場

005 東京よさこい桜舞 12:45 大塚駅前広場会場 14:44 池袋西口駅前広場会場 16:08 アゼリア通り会場 17:11 池袋西口公園会場

006 ｓｕｍｍｅｒ　ｚｉｐｐｅｒ 12:38 大塚駅前広場会場 14:37 池袋西口駅前広場会場 16:57 池袋西口公園会場 17:39 アゼリア通り会場

007 東京よさこいなな丸隊 12:52 大塚駅前広場会場 14:51 池袋西口駅前広場会場 15:47 アゼリア通り会場 17:32 池袋西口公園会場

008 武蔵國よさこい連 一心 13:20 巣鴨駅前広場会場 15:40 池袋西口公園会場 16:43 池袋西口駅前広場会場

009 祭会 15:33 池袋西口公園会場 16:57 池袋西口駅前広場会場 17:46 アゼリア通り会場

010 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム　 12:45 巣鴨駅前広場会場 14:16 池袋西口駅前広場会場 15:54 池袋西口公園会場 17:11 アゼリア通り会場

011 七福よさこい連祝禧 13:13 巣鴨駅前広場会場 14:23 池袋西口公園会場 15:19 池袋西口駅前広場会場

012 猿霞 13:06 巣鴨駅前広場会場 14:16 池袋西口公園会場 16:29 池袋西口駅前広場会場

013 天空しなと屋吉長 12:59 巣鴨駅前広場会場 14:51 池袋西口公園会場 16:36 池袋西口駅前広場会場

014 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 12:03 アゼリア通り会場 14:02 池袋西口公園会場 18:07 池袋西口駅前広場会場

015 よさこい飯能乱舞 13:48 巣鴨駅前広場会場 15:05 アゼリア通り会場 16:22 池袋西口駅前広場会場

017 早稲田大学よさこいチーム東京花火 11:49 アゼリア通り会場 14:09 池袋西口公園会場 18:00 池袋西口駅前広場会場

018 天空しなと屋茜丸×明星 13:41 巣鴨駅前広場会場 14:37 アゼリア通り会場 16:01 池袋西口駅前広場会場

019 ぞっこん町田'98 13:34 巣鴨駅前広場会場 14:44 アゼリア通り会場 16:15 池袋西口駅前広場会場

020 躍動 13:27 巣鴨駅前広場会場 14:30 アゼリア通り会場 16:08 池袋西口駅前広場会場

021 天空しなと屋しん 12:52 巣鴨駅前広場会場 15:12 アゼリア通り会場 17:39 池袋西口公園会場 18:28 池袋西口駅前広場会場

022 MEGALOS TOKYO 14:16 大塚駅前広場会場 15:05 池袋西口公園会場 15:54 池袋西口駅前広場会場

023 百華夢想 12:31 池袋西口公園会場 14:09 大塚駅前広場会場 15:47 池袋西口駅前広場会場

024 オドリザムライ2011:Rebirth 14:02 大塚駅前広場会場 14:58 池袋西口公園会場 15:40 池袋西口駅前広場会場

025 dance company REIKA組 12:24 池袋西口公園会場 13:55 大塚駅前広場会場 15:33 池袋西口駅前広場会場 17:53 アゼリア通り会場

026 RHK熱波 13:48 大塚駅前広場会場 15:26 池袋西口駅前広場会場 16:43 池袋西口公園会場

027 RHK大河 13:41 大塚駅前広場会場 14:44 池袋西口公園会場 16:50 池袋西口駅前広場会場

028 ODORIKO・ えん 12:17 池袋西口公園会場 15:12 池袋西口駅前広場会場 16:29 アゼリア通り会場

029 遊人 12:59 アゼリア通り会場 13:55 池袋西口駅前広場会場 18:14 池袋西口公園会場

030 GARAN43/35°　 12:52 アゼリア通り会場 13:48 池袋西口駅前広場会場 18:07 池袋西口公園会場

031 燦-SUN- 13:06 大塚駅前広場会場 14:23 池袋西口駅前広場会場 15:33 アゼリア通り会場 17:18 池袋西口公園会場

033 立教大学よさこい連百合文殊 11:42 アゼリア通り会場 12:45 池袋西口公園会場 17:53 池袋西口駅前広場会場

034 早稲田大学"踊り侍" 12:31 アゼリア通り会場 15:19 池袋西口公園会場 17:46 池袋西口駅前広場会場

035 北里三陸湧昇龍 12:38 アゼリア通り会場 13:41 池袋西口駅前広場会場 16:50 池袋西口公園会場

036 学生よさこいチームおどりんちゅ 11:35 アゼリア通り会場 14:30 池袋西口公園会場 17:11 池袋西口駅前広場会場

039 SA:GA-彩雅- 12:45 アゼリア通り会場 13:34 池袋西口駅前広場会場 15:12 池袋西口公園会場

040 にらさき秀麗 13:27 池袋西口駅前広場会場 14:02 アゼリア通り会場 16:36 池袋西口公園会場

041 よさこいダンスチーム東海大学 響 11:56 アゼリア通り会場 15:26 池袋西口公園会場 17:39 池袋西口駅前広場会場

042 舞人 12:03 池袋西口公園会場 13:20 池袋西口駅前広場会場 14:16 アゼリア通り会場

043 なるたか 11:56 池袋西口公園会場 13:13 池袋西口駅前広場会場 13:55 アゼリア通り会場 15:12 巣鴨駅前広場会場

045 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING 12:24 アゼリア通り会場 14:37 池袋西口公園会場 17:32 池袋西口駅前広場会場

046 湊や 11:49 池袋西口公園会場 13:06 池袋西口駅前広場会場 14:09 アゼリア通り会場

047 大江戸東京音頭連 11:42 池袋西口公園会場 12:59 池袋西口駅前広場会場 13:41 アゼリア通り会場

048 RIKIOH 11:35 池袋西口公園会場 12:52 池袋西口駅前広場会場 13:48 アゼリア通り会場 15:40 大塚駅前広場会場

050 音ら韻 11:28 池袋西口公園会場 12:45 池袋西口駅前広場会場 14:23 アゼリア通り会場 15:47 大塚駅前広場会場

051 國士舞双 12:24 池袋西口駅前広場会場 14:51 大塚駅前広場会場 17:32 アゼリア通り会場

053 れとろっく 12:17 池袋西口駅前広場会場 14:44 大塚駅前広場会場 16:57 アゼリア通り会場

054 藍なり 12:10 池袋西口駅前広場会場 14:37 大塚駅前広場会場 18:21 池袋西口公園会場

055 桜華 12:03 池袋西口駅前広場会場 14:23 大塚駅前広場会場 18:28 池袋西口公園会場

056 響 11:56 池袋西口駅前広場会場 14:30 大塚駅前広場会場 18:35 池袋西口公園会場

057 天嵩〜Amata〜 11:49 池袋西口駅前広場会場 13:55 巣鴨駅前広場会場 18:00 池袋西口公園会場

059 中目黒MGよさこい 11:42 池袋西口駅前広場会場 12:38 池袋西口公園会場 14:58 巣鴨駅前広場会場 16:01 アゼリア通り会場

061 よさこいソーラン清瀬 11:35 池袋西口駅前広場会場 14:51 巣鴨駅前広場会場 16:50 アゼリア通り会場

062 池袋小学校 12:31 池袋西口駅前広場会場 13:41 池袋西口公園会場 14:58 アゼリア通り会場

063 ねんいち 13:34 アゼリア通り会場 15:19 大塚駅前広場会場 16:15 池袋西口公園会場

066 オリガミ 11:21 池袋西口公園会場 13:13 大塚駅前広場会場 14:09 巣鴨駅前広場会場 15:40 アゼリア通り会場

069 あーしゃ 13:20 アゼリア通り会場 15:12 大塚駅前広場会場 16:22 池袋西口公園会場

070 凰蘭〜おうらん〜 11:28 池袋西口駅前広場会場 13:27 池袋西口公園会場 15:05 巣鴨駅前広場会場

071 雁微笑連 11:21 池袋西口駅前広場会場 13:06 池袋西口公園会場 14:44 巣鴨駅前広場会場 16:43 アゼリア通り会場

074 倭奏 11:14 池袋西口駅前広場会場 13:34 大塚駅前広場会場 15:19 アゼリア通り会場 17:53 池袋西口公園会場

075 うしく河童鳴子会 13:27 アゼリア通り会場 15:05 大塚駅前広場会場 16:29 池袋西口公園会場

076 TANASHIソーラン会 11:07 池袋西口駅前広場会場 13:20 池袋西口公園会場 14:37 巣鴨駅前広場会場

078 東京カペラ 11:00 池袋西口駅前広場会場 12:59 池袋西口公園会場 14:23 巣鴨駅前広場会場

079 无邪志府中　魁星 10:53 池袋西口駅前広場会場 13:13 池袋西口公園会場 14:16 巣鴨駅前広場会場

080 笑輪-Show Ring- 10:46 池袋西口駅前広場会場 12:10 池袋西口公園会場 14:30 巣鴨駅前広場会場

082 万屋千家【一二三】 13:27 大塚駅前広場会場 14:02 巣鴨駅前広場会場 15:47 池袋西口公園会場 17:25 アゼリア通り会場

083 関東学院大学よさこいソーランサークル"誇咲" 12:10 アゼリア通り会場 13:34 池袋西口公園会場 17:25 池袋西口駅前広場会場

084 一躍 12:38 池袋西口駅前広場会場 13:48 池袋西口公園会場 14:51 アゼリア通り会場

085 万屋千家【百物語】 14:58 大塚駅前広場会場 16:15 アゼリア通り会場 17:04 池袋西口駅前広場会場

087 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会"百笑" 12:17 アゼリア通り会場 12:52 池袋西口公園会場 17:18 池袋西口駅前広場会場

088 かんしゃら 11:07 池袋西口公園会場 13:13 アゼリア通り会場 15:33 大塚駅前広場会場

090  GOGO'S＆クワザワグループ 13:20 大塚駅前広場会場 15:05 池袋西口駅前広場会場 16:22 アゼリア通り会場 17:25 池袋西口公園会場

091 祭りーWAIWAI よこはま 11:14 池袋西口公園会場 13:06 アゼリア通り会場 15:26 大塚駅前広場会場 18:14 池袋西口駅前広場会場

097 甲斐◇風林火山 13:55 池袋西口公園会場 16:36 アゼリア通り会場 18:21 池袋西口駅前広場会場

第２３回東京よさこいコンテスト　　１０月９日チーム別スケジュール



第 23 回東京よさこい実施要綱-第二版（2022.9.22更新） 

審査について 

 
今回の東京よさこいコンテストは７審５採用（７人のうち最高点と最低点を除外し 5 名分の点数を反映）の採
点方式で対象チームの審査を実施します。採点は「踊り」「衣装」「楽曲」「総合」に着目して行います。 
 
＜授与予定賞＞ 
【大賞】１本 東京都知事賞・ふくろ祭り協議会賞 ※総合得点が高いチームの中から協議により選出 
 
【準大賞】３本 豊島区長賞・高知県知事賞・宮城県知事賞 

※踊り・衣装・楽曲の各分野で得点が高いチームの中から協議により選出。 
 
【金賞】７本 

高知市長賞・豊島区観光協会賞・東京商工会議所豊島支部賞・豊島区商店街連合会賞 
豊島区町会連合会賞・豊島法人会賞・立教賞 

 
【敢闘賞】４本 東武百貨店賞・東武ホープセンター賞・ビックカメラ賞・ルミネ賞 
 
【ちびっこ賞】 豊島教育長賞・豊島区議会議長賞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 23 回東京よさこい実施要綱-第二版（2022.9.22更新） 

 
例年、豊島区の公共施設を控室としてご利用いただいておりますが、利用の際は下記の使用方法を厳守いただく
ようお願いいたします。イベント終了後に利用マナーに関する苦情が各施設管理者より多数寄せられております。
当該行為を発見した場合はチーム名を確認させていただき次年度から出演禁止等の措置をとる場合があります
のでマナーを守り、お互いに気持ちよく施設を利用できるようご理解とご協力のほど何卒よろしくお願いいたし
ます。 
 
 施設によって開館・閉館時間は異なりますが更衣室としての利用可能時間を以下の通りとします。終了

時間には必ず退室してください。 
 

施設名 利用可能時間 
東京芸術劇場 ９：１５～２１：００ 
としま産業振興プラザ ９：００～２１：１５ 
としま区民センター ９：００～２１：３０ 
健康プラザとしま ９：００～２１：１５ 
南大塚地域文化創造館 ９：００～２１：１５ 

 
 一般利用者も出入りする常時鍵の開いている施設です。室内に荷物は残置できません。 
 表彰式の終了予定時刻は 20 時です。特に池袋エリア以外の更衣室ご利用のチームは終了時間を意識して

行動してください。 
 室内での飲食は原則禁止です。ゴミは必ず持ち帰ってください。 
 複数チームで共有する部屋は表彰式終了後の着替え時は特に混みあいます。譲り合ってご利用ください。 
 入館時には手指消毒、感染対策等には十分注意し、マスク着用のうえご利用ください。 

 
 

 
 例年バス駐車場を主催者側で確保しておりましたが、本年は諸般の事情で主催者側でのバス駐車場のご用意が
ありません。遠方からバスで参加されるチームのみなさまには大変申し訳ありませんが、旅行代理店・バス事業
者の方と調整してください。 
 
＜参考＞ 都内時間貸し駐車場検索サイト https://www.s-park.jp/bus?ref=top.buslist 
 
 
 
 
 
 
 

更衣室について 

バス駐車場について 

https://www.s-park.jp/bus?ref=top.buslist


東京よさこい 参加チーム 控室一覧　 2022年10月8日（土）

会場 東京芸術劇場（豊島区西池袋１－８－１） 【９：１５～２１：００】
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 96 斬桐舞 25 dance company REIKA組

ミーティングルーム６ 95 妃龍

ミーティングルーム７ 12 猿霞 7 東京よさこい なな丸隊 ← 初版記載もれのため追加

５ 階 13 天空しなと屋吉長 21 天空しなと屋しん 41 よさこいダンスチーム東海大学 響

↑重複のため区民センターのみ

ミーティングルーム１ 11 七福よさこい連祝禧 102 鳴子光丘

ミーティングルーム２ 31 燦-SUN- 10 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム

ミーティングルーム３

ミーティングルーム４

地下２階 1 東京よさこい笑來會 2 東京よさこい”池袋ヴィーナス” 3 東京よさこい 紅踊輝

66 オリガミ 25 dance company REIKA組 ← 重複のため芸劇6Fのみ

リハーサルルームM1 23 百華夢想 33 立教大学よさこい連百合文殊

リハーサルルームM2 4 東京よさこい大塚華麗 85 万屋千家【百物語】 6  Summer Zipper

↑初版記載漏れのため追加

リハーサルルームM3 14 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 24 オドリザムライ2011:Rebirth

リハーサルルームS1 74 倭奏 93 踊るBAKA！TOKYO

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）【９：００～２１：１５】
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

６ 階 多目的ホール 17 早稲田大学よさこいチーム東京花火 34 早稲田大学'踊り侍'

第２会議室 18 天空しなと屋茜丸×明星 35 北里三陸湧昇龍

第３会議室

５ 階 第１会議室 69 あーしゃ

第１和室 48 RIKIOH

第２和室 82 万屋千家【一二三】 8 武蔵國よさこい連 一心 ← 初版記載もれのため追加

第１音楽室 46 湊や

第２音楽室

第３音楽室

美術室 9 祭会

工芸室

料理実習室 54 藍なり

地下 体育室 36 学生よさこいチームおどりんちゅ

シンフォニースペース

リハーサルルームL

芸術劇場５・６階利用チームの男性用更衣室

芸術劇場　地下階利用チームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ６階利用チームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ５階利用チームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ５階利用チームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ５階利用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　 2022年10月8日（土）

会場 としま区民センター（豊島区東池袋１－２０－１０）【９：００～２１：３０】
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 会議室７０１～７０３ 41 よさこいダンスチーム東海大学 響 83 関東学院大学よさこいソーランサークル'誇咲'

スタジオC

キッチンルーム

６ 階 会議室６０１～６０２ 43 なるたか 39 SA:GA-彩雅-

スタジオB

スタジオA

５ 階 会議室５０１ 30 GARAN43/35°

会議室５０２ 19 ぞっこん町田'98

会議室５０３ 51 國士舞双

会議室５０４ 50 音ら韻

会議室５０５ 94 東京ギバチ

会議室５０６ 55 桜華

４ 階 会議室４０１ 26 RHK熱波

会議室４０２ 26 RHK熱波

会議室４０３ 27 RHK大河

会議室４０４ 27 RHK大河

和室 としま区民センター４階利用チームの男性用更衣室

としま区民センター７階利用チームの男性用更衣室

としま区民センター５・６階利用チームの男性用更衣室

としま区民センター５・６階利用チームの男性用更衣室

としま区民センター５・６階利用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　 2022年10月9日（日）

会場 東京芸術劇場（豊島区西池袋１－８－１）【９：１５～２１：００】
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 78 東京カペラ 39 SA:GA-彩雅- 75 うしく河童鳴子会

ミーティングルーム６

ミーティングルーム７ 59 中目黒MGよさこい 25 dance company REIKA組

５ 階 17 早稲田大学よさこいチーム東京花火

34 早稲田大学'踊り侍'

ミーティングルーム１ 80 笑輪-Show Ring- 10 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム

ミーティングルーム２ 79 无邪志府中　魁星 71 雁微笑連

ミーティングルーム３

ミーティングルーム４

地下２階 43 なるたか

45 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING 51 國士舞双

リハーサルルームM1 88 かんしゃら 66 オリガミ

リハーサルルームM2 76 TANASHIソーラン会 74 倭奏

リハーサルルームM3 91 祭・WAIWAIよこはま 50 音ら韻

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）【９：００～２１：１５】
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

６ 階 多目的ホール 36 学生よさこいチームおどりんちゅ 23 百華夢想

41 よさこいダンスチーム東海大学 響

第２会議室 33 立教大学よさこい連百合文殊 90 GOGO'S＆クワザワグループ

第３会議室 46 湊や

５ 階 第１会議室 70 凰蘭～おうらん～

第１和室

第２和室

第１音楽室 48 RIKIOH 8 武蔵國よさこい連 一心

第２音楽室 56 響 69 あーしゃ

第３音楽室

美術室 61 よさこいソーラン清瀬

工芸室 84 一躍

料理実習室 57 天嵩～Amata～

地下 体育室 47 大江戸東京音頭連 97 「甲斐◇風林火山」

シンフォニースペース

リハーサルルームL

芸術劇場 ６階使用チームの男性用更衣室

芸術劇場 ５階使用チームの男性用更衣室

芸術劇場 地下階使用チームの男性用更衣室

芸術劇場 地下階使用チームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ ６階使用チームの男性用更衣室

としま産業振興プラザ ５階使用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　 2022年10月9日（日）

会場 としま区民センター（豊島区東池袋１－２０－１５）【９：００～２１：３０】
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 会議室７０１～７０３ 14 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 18 天空しなと屋茜丸×明星

スタジオC 29 遊人

キッチンルーム 42 舞人 15 よさこい飯能乱舞

６ 階 会議室６０１～６０２ 21 天空しなと屋しん 18 天空しなと屋茜丸×明星

スタジオB

スタジオA

５ 階 会議室５０１ 55 桜華

会議室５０２ 28 ODORIKO・ えん

会議室５０３ 83 関東学院大学よさこいソーランサークル'誇咲' 11 七福よさこい連祝禧

会議室５０４ 13 天空しなと屋吉長

会議室５０５ 54 藍なり

会議室５０６ 53 れとろっく

４ 階 会議室４０１ 87 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会'百笑' 20 躍動

会議室４０２ 35 北里三陸湧昇龍 63 ねんいち

会議室４０３ 87 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会'百笑'

会議室４０４ 40 にらさき秀麗 19 ぞっこん町田'98

和室 30 GARAN43/35°

会場 健康プラザとしま（豊島区上池袋２－５－１）【９：００～２１：１５】
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

７ 階 多目的ホール 27 RHK大河

会議室 12 猿霞

和室 26 RHK熱波

会場 南大塚地域文化創造館（豊島区南大塚２−３６−１）【９：００～２１：１５】
階数 会議室名 No 使用団体名 No 使用団体名 No 使用団体名

２ 階 第１会議室 6  Summer Zipper 9 祭会

第２会議室 7 東京よさこい なな丸隊 31 燦-SUN-

第３会議室 3 東京よさこい 紅踊輝 24 オドリザムライ2011:Rebirth

第６会議室 5 東京よさこい桜舞 22 MEGALOS TOKYO

和室 4 東京よさこい大塚華麗 85 万屋千家【百物語】

1 階 第４会議室 1 東京よさこい笑來會

第５会議室 2 東京よさこい”池袋ヴィーナス” 82 万屋千家【一二三】

としま区民センター 使用チームの男性用更衣室

としま区民センター 使用チームの男性用更衣室



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） 

 

としま産業振興プラザ（IKE-Biz）（豊島区西池袋２－３７－４） 

 

 



更衣室アクセスマップ 

としま区民センター（豊島区東池袋１－２０－１０） 

 

健康プラザとしま（豊島区上池袋２－５－１） 

 

 



更衣室アクセスマップ 

南大塚地域文化創造館（豊島区南大塚２－３６－１） 
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提携駐車場のご案内 

 
提携駐車場「池袋西口都市計画公共地下駐車場」から参加チーム限定で優待サービスのご案内をいただいており
ます。参加当日車で来場されるチームは下記内容で申し込みを行ってください。 
 
予定台数:各日 30台 駐車場所:駐車指定なし (入庫時、空き車室をご利用下さい) 
※ ただし、B3F百貨店側の駐車スペースは 0 時~6 時の間、閉鎖される為ご利用される方はご注意下さい 
 
 車両制限:高さ 2m 幅 2m 長さ 6m以内の車両 
 金 額:1 台 3,000 円（通常料金＝8,320円） 
 お支払い方法:ご利用当日 現金払いのみ 
 利用時間:9:00~22:00  ※22:00 以降は一般車同様、駐車料金が発生します(上限金額はありません) 
 駐車場提携店舗で発行されるサービス券との併用はできません。 

 
~ご利用方法~ 
1. 発券機より駐車券を取り入庫し空き車室へ駐車 
2. B2F 管理事務所にて駐車料金をお支払い 
3. 係員より領収証をお受け取り下さい 
4. 出口にて、領収証をご提示いただき係員が出庫対応 
 
注意事項 
・感染対策予防の為、マスクの着用をお願いします。 
・場内は一方通行です。標識に従ってご通行下さい。 
・場内での食事や着替え、練習等はご遠慮下さい。 
・車室を跨いでの駐車はご遠慮下さい。 
 
~申込について~ 
1 申込期間  10 月 8 日(土)分  9月 19 日（月）~9 月 25 日（日）まで 

10 月 9 日(日)分  9月 26 日（月）~10 月 2 日（日）まで 
2 申込方法 

必要事項をご記入の上、下記メールアドレスまでご連絡下さい。 
件名に「東京よさこい 西口駐車場」と記入して下さい 
申込メールアドレス < r-koshiba@tobu-bm.co.jp > 
各日先着 30 台分です。定数に達し次第受付終了とさせていただきます。 

必要事項 例 
チーム名 【チーム名】池袋鳴子隊 
代表者のお名前 【代表者】 東武 太郎 
フリガナ 【フリガナ】 トウブ タロウ 
連絡先 【連絡先】 03-1234-5678、090-1234-5678 
当日使用するお車の車種 【車種】 トヨタ プリウス 

https://tobu-p.com/index.html
mailto:r-koshiba@tobu-bm.co.jp
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新型コロナウイルスに対する対応 

 
東京都防災ホームページ掲載の「 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 ・イベントの開催制限等について」
に従い下記の通りとします。なお、この方針は感染状況の変化に伴い変更される可能性があるため、常に最新情
報を各チームチェックしてください。 
 
【当日までの感染対策】 
□有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は練習を控えるなど日常からのチームメンバーの健康管理を徹
底する＊体調が悪いときは医療機関等に適切に相談。 
□練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッフ等の関係者間での感染リスクに対処する。 
＊練習時等であっても、適切なマスクの正しい着用、出演者やスタッフ等の関係者間の適切な距離確保、換気、
必要に応じた検査等の対策が必要。 
 
【当日の感染対策】 
□他チームやスタッフと休憩時間等に長時間接触しないよう配慮する 
□開催当日に参加者全員の検温をチームとして実施。37.5℃以上の熱がないことを確認し検温結果記載した名簿
をチームリーダーが保管する。（当日受付時に確認しますので必ず携帯してください） 
□接触確認アプリ（COCOA）をインストールし有効化しておく、または参加者全員に対して氏名・連絡先等の
把握を徹底する 
□演舞中のマスク着用については演舞者同士の適切な距離が保たれていることを前提に任意といたしますが、演
舞終了後はマスク着用にご協力ください。（控室等の室内に関しては必須といたします） 
□演舞中の発声については以下のルールとします。 

お立ち台上の口上、声出し、MC担当者・・・・発生OK 
踊り手・・・・・適切な距離が確保されていることを前提にＯＫ 
観客への煽りや声出しの要請はご遠慮ください 
 
※適切な距離＝最低１ｍ、推奨２ｍとする 
 

 
【中止判断について】 
以下２つの判断基準いずれかに該当した場合、本イベントは開催中止といたします。 
 東京都に対し緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が８月３１日時点発令されている場合 
 開催当日にイベント開催制限（人数上限・収容率等に回避できない制限）が設けられていることがはっき

りした場合。 
 
 
 
 
 
 
 



第 23 回東京よさこい実施要綱-第二版（2022.9.22更新） 

東京よさこい 出場者体温確認シート 
記入日   月   日 

チーム名 
 

 

代表者氏名 代表者連絡先 

氏名 体温 氏名 体温 
1 ℃ 21 ℃ 

2 ℃ 22 ℃ 

3 ℃ 23 ℃ 

4 ℃ 24 ℃ 

5 ℃ 25 ℃ 

6 ℃ 26 ℃ 

7 ℃ 27 ℃ 

8 ℃ 28 ℃ 

9 ℃ 29 ℃ 

10 ℃ 30 ℃ 

11 ℃ 31 ℃ 

12 ℃ 32 ℃ 

13 ℃ 33 ℃ 

14 ℃ 34 ℃ 

15 ℃ 35 ℃ 

16 ℃ 36 ℃ 

17 ℃ 37 ℃ 

18 ℃ 38 ℃ 

19 ℃ 39 ℃ 

20 ℃ 40 ℃ 

 
出演当日の朝、体温測定を実施しこちらの用紙に記入してください。 
回収はいたしませんが、参加メンバー分の氏名・検温記録が記載されていることを当日受付にて確認します。 
所持なし、記入なしの場合は参加をお断りいたします。（エントリー代の返金もございません） 
40 名を超えるチームは本紙をコピーしてお使いください。 
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Q&A（よくあるお問い合わせ） 

 
Ｑ１ チームメンバーが新型コロナウイルス感染者（もしくは濃厚接触者）になってしまい出場者数が２０名

を下回ってしまいましたが参加可能でしょうか？ 
Ａ１ 当日２０名を下回ってしまったからといって出場停止扱いにはしませんのでご安心ください。 
  
Q２ 会場に落とし物・忘れ物をしてしまいました。 
Ａ２ まずは最寄りの交番に遺失物届を出してください。本部に届いた携帯や財布等についてはお預かり期

間なしで交番にとどけます。それ以外の拾得物については１か月ほどお預かりしますが持ち主が現れ
なかった場合は交番に届け出させていただきます。 

  
Q３ 更衣室は使わなくてもいいですか？ 
Ａ3 更衣室のご利用は任意ですが、割当の部屋以外はご利用できません。 
  
Q４ 当日、巣鴨・大塚会場からスタートですが受付は池袋で行う必要がありますか？ 
Ａ４ 検温表の確認、チーム名の入ったプラカードをお渡しするので代表の方はお手数ですが池袋西口公園

内の受付にお越しください。 
  
Ｑ５ 更衣室について、着替え以外に、誰か 1 人いれば荷物置き場としての使用や演舞までの待機場所とし

ての使用は可能でしょうか。 
Ａ５ 控室は１チーム単独利用と複数チームによる相部屋利用のケースがございます。公平性の観点から単

独利用のチームであっても荷物置き場や待機場所としての利用はご遠慮いただいております。また施
設は一般利用者も利用する施設です。トラブル回避のため施設内に溜まったりせず着替えが終わり次
第会場へ向かい東京よさこいの雰囲気を楽しんでください。 

  
Ｑ６ 会場周辺の飲食店や公園へ衣装で入っても大丈夫でしょうか。(集合場所や移動通路として使っても良

い道や通ってはいけない道などありましたらそちらもお伺いしたいです。) 
Ａ６ 近隣店舗へ衣装で入っても問題ないと思いますが店舗によりルールは異なりますので店舗の指示にし

たがってください。演舞前に会場以外の公園で練習をしていたことで過去にクレームとなったことが
あります。近隣住民の方々に迷惑となるような行為はご遠慮ください。 

  
Ｑ７ 総踊り曲「ひふみ」について、どのタイミングで踊るのでしょうか。 
Ａ７ 表彰式のフィナーレで踊ります。19:50頃の予定です。 
  
Ｑ８ 当日の連絡先を教えてください 
Ａ８ 主催者の公式ＬＩＮＥアカウントを友達登録していただきそちらに連絡をお願いします。当日も含め

開催までの間、事務局代表電話にお電話いただいても準備等で外出していることが多く電話がつなが
りにくいです。ＬＩＮＥ電話が通じなかった場合、メッセージを送っていただければ気づき次第返信い
たします。（着信専用なので返信はメッセージのみとさせていただきます。） 
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