
最終日 ９月１９日（月祝）演舞スケジュール

TIME
オンライン配信 メイン会場 協力会場

万代シテイ十字路メイン会場 万代シテイ十字路メイン会場 万代シテイ2Fシーキューブ未来広場 新潟駅南口広場 新潟ふるさと村会場

10:00 万代十字路を中継 天空しなと屋かじぬさんぐ 和〜なごみ〜＆しばたSevenLuckyGods 新潟市立万代高等学校 ダンス部

10:06 新祝舞-Alive- 合同連-光- 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

10:12 いずみ だんでらいおん にいがた総おどり親子教室 나비　

10:18 GARAN43/35° 敬和学園高校ダンス部”祈愛” あってねぇ

10:24 国際メディカル専門学校 新潟総踊り連あじかたまごころ ViVi
10:30 SeaPointCrew まかほう RHKにいがた

10:36 猿霞 よさこいドラゴン すずらん和童元気団

10:42 Duffy 東京学生“生っ粋” ■
10:48 新潟総踊り連「風雅」 笑珠華恵 暁輝

10:54 調整 調整 調整

11:00 総踊り体操 チーム21◯ ＊にいいちまる＊ 小阿賀HIPHOPアクシーかめだHIPHOP入門クラス

11:06 Team NCOOL 七福 花香風

11:12 しただ和 otonock ファティマタ連

11:18 こもれびSUN 五泉中学校'G'inc部 下駄っぱーず

11:24 YOSAKOI・和風パフォーマンス集団 雪月花 鸞 AiR加油！ 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋

11:30 めちゃんこ夢邪気 遊友YOU 焼津よさこい舞踏團 踊り屋 「はす組」 jewel
11:36 千鳥 いずみ だんでらいおん We are WaN 一躍

11:42 オリガミ 舞桃会 敬和学園高校ダンス部”祈愛” Sugar B
11:48 颸-SIN-(スズカゼ-シン-) 新潟総踊り連あじかた心 学生よさこいチームおどりんちゅ 夷　IZANAI北海道

11:54 調整 調整 調整 すずらん和童元気団

12:00 和〜なごみ〜＆しばたSevenLuckyGods jewel 天空しなと屋かじぬさんぐ

12:06 合同連-光- 北里三陸湧昇龍 新祝舞-Alive-
12:12 GOSENいずみ にいがた総おどり親子教室

12:18 敬和学園高校ダンス部”祈愛” GARAN43/35°
12:24 新潟総踊り連あじかたまごころ 国際メディカル専門学校

12:30 まかほう SeaPointCrew ゲスト：永島流新潟樽砧伝承会

12:36 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 暁輝 猿霞 BEASTY入門

12:42 東京学生“生っ粋” 調整 Duffy BEASTY中級

12:48 笑珠華恵 聖籠HIPHOP 新潟総踊り連「風雅」 BEASTY初級

12:54 調整 花香風 調整 新潟市立万代高等学校 ダンス部

13:00 チーム21◯ ＊にいいちまる＊ ファティマタ連 めちゃんこ夢邪気

13:06 七福 Team NCOOL
13:12 otonock AiR加油！ しただ和

13:18 五泉中学校'G'inc部 焼津よさこい舞踏團 踊り屋 「はす組」 こもれびSUN
13:24 鸞 We are WaN YOSAKOI・和風パフォーマンス集団 雪月花

13:30 北里三陸湧昇龍 Peace 柳葉魚のざわめき 下駄っぱーず

13:36 SOH-ODORI History❷ 千鳥 나비　

13:42
ハレルヤ／総おどり05神楽／

最後は（シークレット）

オリガミ あってねぇ

13:48 颸-SIN-(スズカゼ-シン-) ViVi
13:54 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 調整 RHKにいがた

14:00 遊友YOU 天空しなと屋かじぬさんぐ 和〜なごみ〜＆しばたSevenLuckyGods
14:06 にいがた総おどり親子教室 新祝舞-Alive-
14:12 舞桃会 ■ いずみ だんでらいおん

14:18 新潟総踊り連あじかた心 GARAN43/35° 敬和学園高校ダンス部”祈愛”
14:24 調整 国際メディカル専門学校 東京学生“生っ粋”
14:30 jewel SeaPointCrew まかほう

14:36 一躍 猿霞 よさこいドラゴン

14:42 Sugar B Duffy 北里三陸湧昇龍

14:48 夷　IZANAI北海道 新潟総踊り連「風雅」 笑珠華恵

14:54 すずらん和童元気団 調整 調整

15:00 柳葉魚のざわめき GOSENいずみ チーム21◯ ＊にいいちまる＊

15:06 BEASTY しただ和 七福

15:12 studioRABBITCLUB/横越.岩室校 こもれびSUN 五泉中学校'G'inc部
15:18 studioRABBITCLUB/横越.岩室校 YOSAKOI・和風パフォーマンス集団 雪月花 鸞

15:24 調整 めちゃんこ夢邪気 遊友YOU
15:30 新潟市立万代高等学校 ダンス部 千鳥 GOSENいずみ

15:36 QUeENz オリガミ 舞桃会

15:42 나비　 颸-SIN-(スズカゼ-シン-) 新潟総踊り連あじかた心

15:48 あってねぇ MATSURI〜世界のアスリートへ

15:54 ■ 調整 調整

16:00 RHKにいがた jewel
16:06 ViVi 一躍

16:12 ファティマタ連 Sugar B
16:18 暁輝 夷　IZANAI北海道

16:24 調整 すずらん和童元気団

16:30 花香風 柳葉魚のざわめき

16:36 Peace studioRABBITCLUB/横越.岩室校

16:42 下駄っぱーず studioRABBITCLUB/横越.岩室校

16:48 AiR加油！

16:54 焼津よさこい舞踏團 踊り屋 「はす組」 調整

17:00 We are WaN
17:06 敬和学園高校ダンス部”祈愛”
17:12 学生よさこいチームおどりんちゅ

17:18
座席転換

17:24
17:45 フィナーレ

18:10 フィナーレプログラム
・「華鳥風月」四部作、ホストチーム響’連、ゲストパ
フォーマーなどのスペシャル演舞
・新潟下駄総踊り＜最終日特別編成によるパフォー
マンス＞
・総おどり

18:40
18:55
19:15
19:30


