
開催日程：2022年10月8日（土）･9日（日）

参加申込：2022年5月16日（月）～6月12日（日）

ふくろ祭り協議会

第2３回 東京よさこい
出場チーム募集要項



はじめに

新型コロナウイルスが流行し始めて3回目の春を迎えました。2019年の

台風による中止を皮切りに3年連続で東京よさこいを通常通りの形式で開催

できておりません。全国的に感染者数も高止まりしている状況ですが3回目

のワクチン接種も徐々に進み政府・東京都によるイベントの開催制限も緩和

されつつあります。

ふくろ祭り協議会としましてはよさこい文化を絶やさぬため感染防止に十分

配慮した形式で１０月８日（土）・９日（日）の２日間開催の準備を進めて

おります。

感染拡大の状況次第で直前まで運営方針の変更が生じる可能性があります。

毎年参加いただいているチームの方々からすればご納得いただける規模では

ないかもしれません。それでもよさこいを愛する踊り手のみなさんに踊る場

を提供したいとわたくしどもは考えております。東京よさこいをとりまく

様々な状況にご理解をいただける多くの踊り手の方々に参加・協力賜れます

と幸いです。

東京よさこい

実行委員長 有山 茂明
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開催概要
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【名 称】 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】 池袋西口公園・池袋西口駅前広場・アゼリア通り・ironowa hiro ba（大
塚駅北口広場）・巣鴨駅前広場（北口）

【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、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】 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
（202２年申請予定）

【運営協力】 毎日広告社、としま未来文化財団、としまテレビ、綜合警備保障、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、豊島新聞社、H・I・S、東京キリンビバレッジ

【募集チーム】 10月8日（土）５５チーム
10月9日（日）７５チーム



参加にあたっての基本ルール①

 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 ２0名～１００名程度とする

 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

※例年は6分以内ですが、入退場時の混雑を避けるため7分としました

（楽曲は4分30秒以内）

4

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ってからお帰り下さい。

 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。

 招待券を持った方々のみ観覧できる形式ですが、多くの見物客の方がいらっ

しゃいます。カメラやスマートフォンで演舞の様子等を撮影される可能性があ

りますが、主催者側では一切の責任を負いかねます。



5

コンテスト（審査）について

変更前 変更後

審査会場 アゼリア通り会場 および
池袋西口駅前広場

池袋西口駅前広場のみ

審査対象 参加希望全チーム 最大６０チーム（先着順とする）
（東京よさこいサポータズ７チーム含む）

審査員 ５名×２会場 ６名×１会場（６審４採用）

出場チームの総数およびコンテスト参加希望チーム数によって変更になる可能性があります。

形式
演舞エリア

（幅×奥行)（ｍ）
備考

池袋西口駅前広場 流し 10×67

池袋西口公園 ステージ ステージ上 11×7
ステージ前 17×15

ステージ上15名
ステージ前45名

アゼリア通り 流し 9×65

大塚駅前広場 ステージ 22×10 40名程度

巣鴨駅前広場 ステージ 14×15 40名程度

各会場のサイズと形式について

備考欄の人数はおおよその目安です。隊列や振付によって許容人数は異なります。
またステージ踊りの会場は施設造作物（柱・屋根）がありますのでフラフ（旗）や
演舞で使用する道具がぶつからぬよう配慮ください。

今回から審査会場、審査対象となるチーム数等に変更がありますのでご注意ください。

参加にあたっての基本ルール②



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

□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

【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。
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参加申込受付期間
2022年5月16日（月）～6月12日（日）
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申し込み手順

参加申込は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。info@yosakoitokyo.gr.jp からのメールが迷惑メール
振分けされぬよう必ず設定のうえお申込みください。（設定なしの場合gmail等で一部受信
できない例が報告されています）

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）
募集チーム数には上限がございます。（P.3参照）募集数を満たした時点で専用フォームは
クローズ。入力内容を事務局にて確認し参加可否のご連絡をメールにてご案内いたします。
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。
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。

申し込みフォーム https://www.yosakoitokyo.gr.jp/form/form2022.html

応募フォームはこちら⇒

日程・期限 チーム 事務局

１ エントリーまでに 本募集要項をよく読む

２ 5/16（月） ～
6/12（日）

専用フォームにてエントリー

３ エントリー後 チーム写真提出 エントリー確定メール送信

４ 6/20（月） エントリー費用 振込期限 入金確認

５ 入金確認後 参加確定メールの送信

６ 8/21（土） 開催概要 動画配信開始（参加料振込時にURL案内）

mailto:info@yosakoitokyo.gr.jp
mailto:info@yosakoitokyo.gr.jp
https://www.yosakoitokyo.gr.jp/form/form2022.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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参加料等の支払いについて
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参加料

（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）

 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）

 参加料の振込は6/20(月)までにお願いいたします。

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）「21296 ヨサコイチームフクロウ」

 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。開催当日西口公園会場の受付にて
返金いたします。申込フォーム上で申告をしてください。

 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。

 参加料は運営費や会場設営費に充当しているため参加確定後、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
などの自然災害や新型コロナ感染拡大により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

前夜祭 本祭 合計

両日参加 20,000円 30,000円 50,000円

前夜祭のみ 30,000円 － 30,000円

本祭のみ － 40,000円 40,000円

子供チーム － 10,000円 10,000円



説明会について
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 本年度のチームリーダー説明会は新型コロナ感染拡大防止の観点から

行いません。

 エントリーが確定したチームの皆さまには実施要綱や撮影許可書を別

途郵送いたします。

 実施要綱発送予定 2022年9月上旬

内容についてご不明点ございましたらチーム分をまとめて代表者の方か
ら事務局までメールでお問い合わせください。



暴力団排除への取り組み
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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。



その他 / 改訂履歴

 ふくろ祭り協議会では公式ツイッターアカウントにてエントリー
チームに対するアナウンスなどを行っております。アカウントをお
持ちの方はぜひフォローしてください

https://twitter.com/Tokyo_yosakoi

@Tokyo_yosakoi

 Youtube「東京よさこいチャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UCYP_uGbE3m8MIHI3EMhRS-w
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★改訂履歴

 ２０２２年４月２８日 初版

https://twitter.com/Tokyo_yosakoi
https://www.youtube.com/channel/UCYP_uGbE3m8MIHI3EMhRS-w
https://www.youtube.com/channel/UCYP_uGbE3m8MIHI3EMhRS-w
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