
活動拠点 活動拠点

9:00 ～

12:20 ～ アクティブ大曽根 あくてぃぶおおぞね 名古屋市北区

9:10 ～ 豊明乱舞 とよあけらんぶ 豊明市 12:25 ～ 鷹姫ouki おうき 名古屋市緑区

9:15 ～ 鷹姫ouki おうき 名古屋市緑区 12:30 ～ 梅波冴 つばさ 名古屋市名東区

9:20 ～ Meetiα みーてぃあ 名古屋市緑区 12:35 ～ Meetiα みーてぃあ 名古屋市緑区

9:25 ～ 輝夜 かぐや 長久手市 12:40 ～ 華★Ｄ.M.T. はな でぃー えむ てぃー 名古屋市緑区

9:30 ～ 梅波冴 つばさ 名古屋市名東区 12:45 ～ 輝夜 かぐや 長久手市

9:35 ～ 頂TIP ちょう てぃーあいぴー 名古屋市北区

9:40 ～ アクティブ大曽根 あくてぃぶおおぞね 名古屋市北区

9:45 ～ 御握り団。 おにぎりだん 瀬戸市 12:55 ～ 倭奏 わっか 札幌市(名古屋支部)

13:00 ～ 頂TIP ちょう てぃーあいぴー 名古屋市北区

13:05 ～ いろは いろは 名古屋市港区

9:55 ～ 倭奏 わっか 札幌市(名古屋支部) 13:10 ～ 御握り団。 おにぎりだん 瀬戸市

10:00 ～ 折戸悠悠 おりどゆうゆう 日進市 13:15 ～ 神〜JiN〜 じん 名古屋市緑区

10:05 ～ 甚楽 じんらく あま市 13:20 ～ 折戸悠悠 おりどゆうゆう 日進市

10:10 ～ 藍流 あいる 名古屋市緑区 13:25 ～ 藍流 あいる 名古屋市緑区

10:15 ～ 達磨-DaLuMa- だるま 名古屋市中村区 13:30 ～ 甚楽 じんらく あま市

10:20 ～ 神〜JiN〜 じん 名古屋市緑区 13:35 ～ 達磨-DaLuMa- だるま 名古屋市中村区

10:25 ～ 祭舞WaiWai さいぶわいわい 東郷町 13:40 ～ 元∞GEN∞ げん 知多市

10:30 ～ 春日井疾風 かすがいはやて 春日井市

10:35 ～ 酔夢譚 すいむたん 小牧市

10:40 ～ 名古屋大学"快踊乱舞" かいとうらんま 名古屋市千種区 13:55 ～ どっと どっと 名古屋市守山区

14:00 ～ 春日井疾風 かすがいはやて 春日井市

14:05 ～ 守破離 しゅはり 名古屋市中区

14:10 ～ 零みよし ぜろみよし みよし市

14:15 ～ 江南よさこい連～kohga～ こうが 江南市

11:10 ～ 守破離 しゅはり 名古屋市中区 14:20 ～ 酔夢譚 すいむたん 小牧市

11:15 ～ 元∞GEN∞ げん 知多市 14:25 ～ 紫陽花〜しょうか〜 しょうか 日進市

11:20 ～ 零みよし ぜろみよし みよし市 14:30 ～ 祭舞WaiWai さいぶわいわい 東郷町

11:25 ～ 紫陽花〜しょうか〜 しょうか 日進市 14:35 ～ 名古屋大学"快踊乱舞" かいとうらんま 名古屋市千種区

11:30 ～ 江南よさこい連～kohga～ こうが 江南市 14:40 ～ 豊明乱舞 とよあけらんぶ 豊明市

15:50 〜

10:30 ～ 華★Ｄ.M.T. はな でぃー えむ てぃー 名古屋市緑区

10:35 ～ いろは いろは 名古屋市港区
10:40 ～ どっと どっと 名古屋市守山区

 みんなで踊ろう！地域総踊り企画

【市民ステージ】

13:20 ～

縁舞祭会場　開会挨拶

時間 チーム名

12:50 ～ 総踊りタイム

豊明秋まつり縁舞祭 タイムスケジュール

【市民ステージ】

11:45 ～
"大旗大競演「われこそは旗振り名人」 
～Ｙｏｕ、令和も振っちゃいなよ！～"

12:15 ～ 総踊りタイム

14:45 ～ ６０分ノンストップ総踊りタイム

豊明秋まつりフィナーレ

総踊りタイム～

総踊りタイム～

～

13:45 ～ 総踊りタイム

9:05

9:50

11:35 ～ 総踊りタイム

時間 チーム名

11:00 ～
豊明乱舞

＜15周年記念っぽいことやってみました(^-^)＞

10:45 総踊りタイム


