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-参加チーム紹介-(50音順)
愛禅道

i-MEDIA 国際映像メディア専門学校
（新潟県）

（和歌山県）

みなさんこんにちは
i-MEDIA国際映像メディア専門学校です。
私たちはメディア業界で活躍する夢を掴む
ために日々頑張っています。
今回披露する踊りは外郎売りを加えること
で私たちにしかできない躍りを作り上げま
した。
最高の笑顔、パワーでみなさんを魅了しま
す！
よろしくお願いします！

和歌山県から参加させて頂きました愛禅道
（あぜみち）です。
今年は地元での演舞を観て頂こうと思ってお
ります。
よろしくお願い致します。
出演時間
１５：３０

otonock

IZANAI北海道・すながわ夷

（東京都）

（北海道）

出演時間
１５：５４

新潟の皆さん、全国の皆さん、
元気でお過ごしですか？
毎年、必ず北海道から参加しております！
IZANAI北海道です！必ず来年、みなさんと
会えるように私たちも一生懸命1年間活動し
てまいります！
来年7月、私たちが主催するTHE祭も必ず復
活開催します！全国のお祭りでお会いしま
しょ〜！！

学生よさこいチームおどりんちゅ
（東京都）

出演時間
１１：０６

こんにちは！我々、東京都
渋谷区代々木公園からやっ
て参りました、学生よさこい
チームおどりんちゅです。おどりんちゅは関
東約50の大学からメンバーが集まり、「学

生から日本を元気に」をモットーに日々活
動しています。今年は厳しい状況が続きます
が、この「春雷」が少しでも多くの人に元気
を届けられたらと願っています。

出演時間
１４：３６

踊る団体 otonock（オトノック）です。 踊
りたい人も、発散したい人も、家族がいる
人も、時間がない人も、極めたい人も、旅
行がてらの人も、観てる人も、一緒に楽し
め、それぞれが楽しめる機会があったらい
いなと思い、東京を中心に活動しています。
ぜひ声、手の音、足の音、体でご参加くだ
さい！
出演時間
１６：００

夏舞徒

（埼玉県）

私達夏舞徒は埼玉県朝霞市を拠点に活動し
ています。結成は1995年。
結成時から踊り続けているメンバーもいま
す。学生から社会人、様々なメンバー構成の
中で、お祭りでは心一つに全身全霊で演舞
をしています。昨年は地元の彩夏祭、近県
の千葉よさこい、札幌のYOSAKOIソーラン
などに参加しました。
今回の2020幻のにいがた総おどりで夏舞徒
の感動や元気を届けられたら幸いです。
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上山地域総踊りサークル

北里三陸湧昇龍

（新潟県）

（神奈川県）

毎年、上山地域で子どもから大人まで、新潟
総踊り祭に参加しているチームです。
新しく編成しての再出発の年にコロナに見舞
われてしまいましたが、踊りが大好き地域が
大好きな思いをこめて、小中学生が踊りま
す！
出演時間
９：３０

出演時間
９：０６

はじめまして！神奈川県相模原市で活動してお
ります、学生よさこいチーム北里三陸湧昇龍で
す！

この度は素敵な機会を作って下さり、部員一同
感謝でいっぱいです。本当にありがとうござい
ます！！

私たちの今年のテーマは「瞬間(いま)を楽し

め」。一瞬一瞬のかけがえのない時間に全力を
尽くして楽しむ姿を、私たちと一緒に楽しんで
もらえたら幸いです！

どうぞよろしくお願いします！

下駄っぱーず

出演時間
１５：４８

（東京都）

早稲田の躍る下駄集団、ウィーアー下駄っ
ぱーず！
私たちは下駄を履いて踊る、世界でも唯一無
二のダンスパフォーマンスサークルです。
「下駄っぷ」（下駄 タップ）で音を響か
せ、ロックダンスやジャズダンスなど、様々
なジャンルを踊ります。
出演時間
１２：１２

出演時間
１２：４２

GOSENいずみ
（新潟県）

五泉市で活動しているGOSENいずみです。
｢笑顔の花を咲かせよう｣を合言葉に、様々
な年代の仲間たちと一つになって、楽しく
踊っています！今年で結成18年になりまし
た。これからも見てくださる皆さんに笑顔を
届けられますよう、一生懸命踊らせていただ
きます。よろしくお願いします！

江州大舞隊
（滋賀県）

日本一大きな湖「琵琶湖」をお預かりして
います滋賀県の江州大舞隊です。毎年にい
がたに来るのを一番の楽しみにしていたの
に本当に残念でなりません。来年の開催に
思いを馳せて私たちの演舞で応援させてい
ただきます。頑張れ！
にいがた総おどり！！

SA:GA-彩雅（東京都）

出演時間
１０：２４

結成3年目、見てくださる皆様によさこいの魅力
を伝えることを目標に活動しています！

今回お送りする映像は、昨年度の作品『彩醒

SAI-SEI』となります。様々な文化が入り交じる
東京のチームとして、東京五輪音頭をはじめ、

ソーラン節の楽曲と、特徴的な振りを取り入れ
ています。また、日本古来の雅さを、艶やかな

衣装と小道具で表現しています。映像は昨年出場
した東京のお祭りを中心に構成しました。その
お祭りならではの景色や舞台が東京にもたくさ

んあります。このような今だからこそ、私たちの
演舞を通して東京のお祭りをお楽しみ下さい。
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祭遊旗

祭遊旗

出演時間
１１：３０

（愛知県）

愛知県を中心に全国各地で活動している祭
遊旗です。
全国では珍しい旗士のみのチームです。小
旗から大旗を自由自在に操る技術をご覧く
ださい。
今回は祭遊旗のメンバーの中でもTOP3の旗
士の演舞ですお楽しみください。

（愛知県）

愛知県を中心に全国各地で活動している祭遊
旗です。
全国では珍しい旗士のみのチームです。 大
旗から小旗を自由自在に操り演舞をしま
す。 新人からベテランの演舞を
お楽しみください。

出演時間
９：１８

出演時間
１６：２４

祭遊旗

Jr.

（愛知県）

愛知県を中心に全国各地で活動をしている祭
遊旗Jr.です。 小旗から大旗を自由自在に
降るチームです。
Jr.は小学校一年生から中学一年生で構成さ
れたチームです。 元気いっぱいの演舞をお
楽しみください。
出演時間
１０：３０

出演時間
１２：３６

燦ｰSUNｰ
（東京都）

関東を中心に活動しているよさこいチームで
す。チーム名の『燦-SUN-』とは、一人一人
が鮮やかに輝く様。チームとしては太陽のよ
うに輝く。という意味を込めています。にい
がた総おどりには昨年初参加でした。作品
は龍人(どらびと)という龍を心に宿した人の
物語となっています。宜しくお願い致しま
す。

景虎

猿霞

（新潟県・東京都）

今日は2019年の演舞、銀の花とかいて「銀
花」という曲をお届けします。我々のふるさ
と新潟にとって、必ずしも美しいだけではな
いのが銀の花、雪です。ただそこで暮らす人
たちの忍耐強さ、結束力の結晶は美しい。
このコロナ禍において我々は、どのように歩
んでいくのか、このまだ踏みならされてない
雪の地を踏み、一歩一歩道を開拓していく事
は、チャレンジです。
みんなで顔を上げ、楽しみながら前へ進みま
す。
どうぞ、心躍らせてご覧ください！

JKS Salsa&Latin Dance
（新潟県）

ラテンのリズムで楽しくダンス！
どんな方でも楽しめます！

ダンスを愛する人をJKSは応援します！！
出演時間
１１：１８
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しただ和

上越 蓮-REN-

（新潟県）

新潟総踊りLIVEを御覧の皆様 こんにちは
私達は三条市は旧下田村で活動しております。
しただ和です。
このような形で大好きな総踊りに参加させていただ
き大変嬉しく思っております。
あたりまえのようにある日常はあたりまえでは無い
ことに日々感謝しながら歩んできました。
新潟総踊りもそうです。
このお祭りが開催できるのは沢山の人達の協力と力
があってこそです。
その気持ちに応える為にも
出演時間

（新潟県）

出演時間
９：４２

地域合同連 上越 蓮です。
私たちは、チームの枠を越えて集まった家族
のような仲間たちです。
上越から、元気や笑顔をお届けできたらと
思います。
私たちが繋がるきっかけとなった、大好き
なにいがた総おどりに帰ることができる日
を楽しみにしています。

『心を込めて踊ります。』
１６：１２
出演時間
今日演舞させて頂きます曲は
cymbals
９：３６
「和人」(わびと)です。
（東京都）
この曲は「しただふるさと祭り」の一日を表したも
のです。
cymbals(シンバルズ)です。
大蛇行進に盆踊り
楽しく踊る、それが全てです。
私達の事をうたった歌
未来に込められた希望を表わす踊り！
そして大好きなよさこい
を詰め込みました。
青春応援団 我無沙羅
出演時間
私達の思いが伝わったら嬉しいです。そしてみ
（愛知県）
１２：３０
なさんのふるさとを思うきっかけにもなったら
思います。
体育祭の応援合戦が学校の中だけでしか踊れな
どうぞよろしくお願いいたします。

い、観られないなんて勿体ない。応援合戦がし

たい！もっと多くの方に応援合戦の感動を伝え
出演時間
１６：３０

神馬道

（新潟県）

2020幻の新潟総おどり祭りご開催おめでとうござい
ます。栄凜會(黒)すいれん(白)禅(茶)中越の同士達と
2018年に神馬道を結成。
生きている中で水害、地震を体験した私達に、にい
がた総おどりに関わる沢山の皆様より元気と勇気を
頂きました。2020年は新型コロナウイルスと目に見
えない状況との戦いです。支えて頂いた沢山の方々へ
私達が今出来る最善は、にいがた総おどり祭り復活
を願い今を元気で過ごす事！、そして2021年は！に
いがた総おどり祭りで元気な姿と！とびっきりの笑
顔で皆様にお逢い出来る事を楽しみにしております。

たい！この想いから2003年冬に結成された日本
初にして唯一の応援合戦パフォーマンスチーム
です。

「応援合戦の感動を世界に」をコンセプトに、

地元愛知のみならず、2018年にいがた総おどり

やフランス・パリで開催のJAPAN EXPO出演の
ほか、日本舞踊、アクション劇団とのコラボを

果たすなど、応援合戦をまだ見ぬ方へ日本が誇
るべき文化として発信。学生社会人男女問わず
活動しています。

今回は、にいがた総おどり復活に向けて、愛知
からエールを贈らせていただきます。また新潟
の地でお会いできる日を楽しみにしています。
心を込めて。
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千神

抱っこdeダンスの輪

茨城県にある千勝神社が発祥になります。世
界平和の祈りを軸に、よさこい踊りを通じ
て、笑顔と勇気をとどけられるように活動
16年目の千神（センジン）です。

主に0歳〜2歳の親子を対象に、抱っこがで
きるこの時期にこそ楽しめる「抱っこdeダ
ンス」を普段行っています。動画は昨年のに
いがた総踊りに出演させていただいた時の
ものです。我が子との密着コミュニケーショ
ンで、幸せオーラを発するママやパパの姿
を温かく見ていただけたら嬉しいです。

出演時間
１１：１２

出演時間
１６：１８

（千葉県）

（新潟県・東京都）

筑前かすや一番隊
（福岡県）

福岡県は粕屋郡粕屋町で活動している筑前か
すや一番隊です。人興し、町興し、魂興しを
目的に活動しています。新潟総踊りは毎年楽
しみにしているお祭りです。きっとまた来
年、あの場所で皆さんと会えることを楽しみ
にしています！距離は離れていても、心は一
つです！！

天空しなと屋しん
（東京都）

出演時間
１０：１２

知多きらく
（愛知県）

愛知県を中心に各地で活動をしている知多
きらくです。 初代から代々続く老舗チーム
です、元気いっぱいな子供達と妖艶な大人の
踊りをお楽しみください。

出演時間
１４：１２

出演時間
１１：００

毎年、日本各地や海外のお祭りへと踊りに出向く中
で、2018年からの2年間、私達はにいがた総おどり

で踊らせていただきました。
東京の原宿が拠点のチームですが、日本には「ああ、
帰ってきたな」と感じられる祭りがあります。
にいがた総おどりも、間違いなく、皆がそう感じら
れるお祭りです。
東京から伺う私達は、新潟で生まれ育ったわけでも
なく、子どもゴコロに刻まれた祭りの記憶が掘り起
こされるわけでもありません。
でも、ただただ必死に踊っているのに、毎秒高まって
いく「圧倒的ふるさと感」を感じる、本当に不思議
な街です。
地元の誇り・風土と、新しいチャレンジが融合して生
まれた、みんなの故郷・にいがた総おどりに集う幸
せを噛み締めるべく、参加させていただきました。
来年の開催を、心から祈っております。

東京学生"生っ粋"
（東京都）

東京都で活動しております。
東京学生生っ粋と申します。
若さ爆発、心はひとつを合言葉に、
元気いっぱいな演舞をお見せいたします。
出演時間
１２：２４
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TOKYO PHANTOM ORCHESTRA
（東京都）

TOKYO PHANTOM ORCHESTRAです。
今年もこういった形でにいがた総おどりに
参加できる事を嬉しく思います。
私たちも大好きなこの祭りがこれからも続
きますよう、応援しております。
出演時間
来年、新潟で会いましょう！

１２：５４

東北公益文科大学 ダンス部
（山形県）

出演時間
１１：２４

東北公益文科大学ダンス部です。
只今部員13人で楽しく活動していま
す。にいがた総踊りは毎年出演を楽しみにさ
せていただいていたイベントです。今年もオ
ンラインで参加させていただけて嬉しいで
す！今回は昨年のパフォーマンスと新しく
披露する予定だったパフォーマンスの映像
を用意しました！みなさんに楽しく見てい
ただけたら嬉しいです。

新潟県立大学総おどりサークル天舞音
（新潟県）

新潟県立大学総おどりサークル天舞音と申
します。昨年踊らせていただいたハレルヤ
を披露させていただきます。私たちのエネ
ルギッシュな踊りで少しでも
皆さんに元気を届けられたら
出演時間
嬉しいです。
１４：３０
出演時間
１０：１８

にいがた総おどり親子教室
（新潟県）

私達親子教室は、新潟総踊り祭実行委員会
が主催している8年前に発足した親子で一緒
に踊る教室です。地域も学校も年齢も違う
子ども達ですが、ここにはたくさんの仲間
がいます。親子教室が一つの大きな家族と
なってみんなで成長を見守り、大人も子ど
もも同じ目標に向かって一緒に楽しみ、感
動を分かち合っています。今は実行委員会
が活動休止中の為、私達親子教室も活動休
止となっています。
早くたくさんの仲間達と元気に踊れる日が
来る事を願っています。そしてまたあの万代
十字路からの景色を見たいです！

新潟市立万代高等学校ダンス部
（新潟県）

出演時間
８：５４

万代高校ダンス部です。こんな機会を
作ってくださって感謝です。ライブでお届け
できないのがとても残念ですが、一生懸命
踊って少しでも元気を届けられればと思い
ます。それではよろしくお願いします！

新潟総踊り連 あじかた心
（新潟県）

出演時間

こんにちは!
１１：３６
新潟総踊り連あじかた心です。
あじかた心は、昨年の総踊りで、創人賞を
受賞させて頂きました。
練習が大好きで細かい所１つ１つまで、揃え
ていく事に取り組んで練習を行っています。
今年はなかなかそういう練習も出来ません
が、今は子供達の育成に力を入れています。
来年万代で、みんなで踊れることを信じて、
練習しています。
2021年の万代で、みなさん会いましょう！
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新潟総踊り連 あじかたまごころ

新潟総踊り連風雅

（新潟県）

「新潟総踊り連あじかたまごころです。
昨年は、憧れの万代会場で踊れて、とって
も嬉しかったです。
また大勢のお客様の前で、とびきりの笑顔
で踊れますよう、私たちもその日まで練習
を一生懸命がんばります！
にいがた総おどりの復活、チーム一同応援
しています！」

（新潟県）

こんにちは！新潟総踊り連風雅です！私た
ちは元気に踊りの練習を頑張っています。早
く皆さんと一緒に踊りたいです！また皆さ
んと笑顔で会える日を楽しみにしています。

花香風

出演時間
１０：４２

HANAKIN'CREW
（新潟県）

出演時間
１０：４８

（新潟県）

出演時間
１６：３６

皆さんこんにちは！花香風です。

2020年は世界中が大変な事になり、聖地万代

十字路でお客様の前で全力で踊る事も、声を上

小学生、中学生、高校生、大学生、社会人
からなる、新潟市では珍しいLOCKダンス
チームです。文武両道で皆頑張っています。

げる事も、お互いを称え合うためのハグも、何
もかも出来なくなってしまいました。
誠に誠に悔しい限りです！

とは言え、踊る楽しさに制限はかけられず、感

染拡大防止を強く意識し、来年の総踊りに向け
毎週細々と練習しています。

来年の「にいがた総おどり」開催とコロナ収束
を強く願い、花香風は「一風〜イチカ」を送ら

出演時間
１５：３６

せていただきます。

よろしくお願いします。
出演時間
１０：３６

一躍

（新潟県）

「一緒に躍ろう!!一躍（ひとおどり）」で
す。
新潟総おどりに向けて、頑張ってます。
またあの場所で躍る日まで！！

出演時間
１３：５４

ファティマタ連
（東京都）

新潟の優しい人柄が好き、美男美女が多く
て好き、食べ物がおいしくて好き。新潟の
みんなに会いたくて毎回参加してましたが
今年は叶わないので、毎年どれだけ新潟で
楽しい演舞をさせていただいているかを改
めてみなさんにお届けしたいと思います。
特に演舞中に毎回無茶振り出演してくだ
さっているアテンドさんに注目してご覧く
ださい。

幻のにいがた総おどり2020 in24時間LIVE
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風美舞天神
（新潟県）

出演時間
１４：１８

皆様はじめまして。
明るく楽しく元気よくをモットーに、
越後妻有十日町市で主に活動しております。風美舞天
神（ふうびまいてんじん）と申します。
にいがた総おどりまつりオンラインでのご開催誠に
おめでとうございます！映像出演ではありますが今
年も総おどりに参加することができてとても嬉しい
です。今年はなにかと我慢の年ではありますが、来年
こそは観てくださる皆様の前で踊れることを信じて楽
しみにしております！今回踊るのは昨年完成した新
曲「暁跡（きせき）」という曲を踊らせていただい
ております。この踊りを見てくださる方が元気になれ
るように願いを込めております。どうぞご覧くださ
い！！

法政大学YOSAKOI ソーランサークル鳳遙恋
（東京都）

こんにちは！法政大学YOSAKOI ソーラン
サークル鳳遙恋と申します。2年前からにい
がた総おどりに参加しており、今やチームみ
んな大好きなお祭りです！笑顔と元気いっ
ぱいの演舞をご覧ください！！！

出演時間
１６：０６

都咲喜

出演時間
１５：２４

わたしたちのおどりから少しでも多くの喜びが生
まれますように・・・

今抱えている小さな悩みがそのときだけでも消え
ますように・・・

大きな悩みがほんの少しでも小さくなりますよう

都咲喜の願いです。

みなさんこんにちは！新潟医療福祉大学よさこい部
舞桃会です。
今回披露させていただくのは、私達の持ち曲である
｢光｣という楽曲です。こちらの動画は、去年の学校
祭である伍桃祭での演舞動画になります。10期生だ
けでの初めての演舞ということもあり、至らない点
が多々ありますが、どうか暖かい目で見守ってくだ
さい。
コロナの影響で皆様の前で直接踊ることは叶いませ
んが、10期生の成長を見てもらうことができる日を
とても楽しみにしています。
手拍子足拍子お心拍子の程、画面上ではあります
が、応援よろしくお願いします！！

出演時間
１４：００

益荒男

（東京都）

よさこいチーム、益荒男と申します。これまで、日本
で最も素晴らしいみんなで作り上げるお祭りに3回も
出させていただきました。この新潟を目指し練習が
できないことが残念ですが、来年には皆様とお会い
できることを心から信じお送りいたします。
この物語は高杉晋作と奇兵隊の物語です。時代の逆
境に負けず命を落として何立ち向かうのか、そこに
ある男の生き様とは何かをテーマにいたしました。
少しでも皆様の心に届けば幸いです。

momeNtum

わたしたちが生きるこの場所、それぞれの会場で

すべての人の心に

（新潟県）

出演時間
９：００

（新潟県）

都に咲く喜び

に・・・

舞桃会

よろこびの花が咲くことが

（新潟県）

出演時間
９：２４

新潟出身バレエダンサー4人によるダンスユ
ニット、momeNtum(モメンタム)です。
幼少期に新潟でクラシックバレエを学び、現

在は全員ヨーロッパの劇場でプロのバレエダ
ンサーとして働いています。
プロの演技を気軽に楽しんでいただく事を
モットーに活動中です。
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結〜中越

ゆるゆるフラダンス

（新潟県）

（新潟県）

中越地域合同連・結〜中越です。新潟県中
越地区の踊り子チームです。ありがとうの
気持ちを持って踊ることがこのチームの
テーマです。結成当時から薄れることのな
いこの想いを踊りに込めてお伝えいたしま
す。

秋葉区にある、小さなフラダンススタジオ
です
普段は慰問を中心に活動をしています
人数は少ないですが、毎年にいがた総おど
りを楽しみにしています
私達にとっては大きな舞台です
来年も必ず、必ず参加したい
と思っています
出演時間

出演時間
１４：４２

１４：０６

YOSAKOIソーランチーム白縫
（東京都）

万屋千家【百物語】
（東京都）

東京の社会人団体、YOSAKOIソーランチー
ム白縫（しらぬい）と申します。背中に
「白縫」とドでかく書かれた真っ白なはっ
ぴがトレードマークです。よろしくお願い
します！

東京都のよさこいチーム、万屋千家(よろず
やせんけ)百物語です。「仲間たちと百の物
語を紡いでいきたい」という思いの元、
百年続くよさこいチームを目指し
出演時間
て活動しています。

出演時間
１４：２４

出演時間
１０：５４

La Paupiere
（東京都）

１４：５４

出演時間
１４：４８

東京から参りました、La Paupiere(ラ・ポピュ
エル)と申します。

遠く離れた新潟で、踊り、叫び、沢山の方と心

を通わすことを、1年に1度の目標として、そし
て楽しみとして、日々の励みにしてきました。

今年は叶わずとも、必ずまた来年お目にかかれ
る日を、今から心待ちにして、東京から新潟の
皆さまと総おどりの未来を想っております。

今回は初年度に踊った『流行』という曲をお届
けします。チーム立ち上げで一から作り上げた

情熱と、流行に惑わされず真っすぐ進む強さを
表した作品です。こんな時だからこそ、何か伝
わるものがあればと願ってやみません。

立教大学よさこい連 百合文殊
（東京都）

はじめまして！立教大学よさこい連百合文
殊と申します。2018年創立、今年で３年目
のチームです。
にいがた総おどりには、今回初参加させて
いただいております。
ともに笑い、ともに泣き、ともに感動を分
かち合い、よさこいを通してよさこい以上
のものを感じていきたい。結成間もない

チームだからこそ、皆んなで心を一つに挑戦
し、可能性を切り開いていきます！
昨年度演舞、『抜刀〜挑み魅せるは黎明蘭
舞』ぜひご覧ください！
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出演時間
１５：４２
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若葉連でたい
（新潟県）

普段は個人で参加しているメンバーがにいが
た総おどりが近付くと「でたい!!」と集まっ
てきます。
今年はこの情勢の中、集まって踊ることが
叶いません。
いつかまた、なんの心配もなくみんなで踊
れる日のために｢でたい!!｣というエネルギー
をそれぞれが大切に温めておきたいと思い
ます。
出演時間
１２：４８

早稲田大学"踊り侍"
（東京都）

我々は東京都新宿区早稲田の森よりやって
参りました、早稲田大学踊り侍です。今から
披露させていただく演舞は、昨年度万代十
字路にて披露させていただきました"大和"で
ございます。またみなさんと幸せで溢れたに
いがた総おどりでお会いできる日を楽しみ
にしています！
(精一杯踊らせていただきますので、お手拍
子お心拍子の程よろしくお願いします。)

和ごころ
（新潟県）

出演時間
１２：１８

和ごころです。
この作品は私たちの初めてのオリジナル曲
「祭見櫓」（まつりみやぐら）です。にいが
た総おどりで披露できたあの日の感動が忘れ
られません。
「祭りに込めた思いを蓄（たくわ）える櫓
（やぐら）となり、町を見渡しエネルギーを
放つ。人興し（ひとおこし）、町興し（まち
おこし）、祭興し（まつりおこし）、和興し
（わおこし）、それが和ごころの思い。どう
ぞ受け取ってください。
大切な想いと共に、にいがた総おどりはあり
ます。永遠に…。

