
1 咲楽 上市　12:30 柳①　13:36 柳②　14:48 中洲　16:00 駅通　17:24 ステージ　18:18
2 よさ媛 上市　12:36 柳①　13:42 柳②　14:54 中洲　16:06 駅通　17:30 ステージ　18:24
3 オフィシャルチーム「Ｕｎｉｔｙ」  柳①　13:48 柳②　15:00 中洲　16:12 駅通　17:36 ステージ　18:30
4 七彩 上市　12:42 柳①　13:54 柳②　15:06 中洲　16:18 駅通　17:42 ステージ　18:36
5 香川大学よさこい連‘風華’ 上市　12:48 柳①　14:00 柳②　15:12 中洲　16:24 駅通　17:48 ステージ　18:42
6 Ｂｉｊｏｕ　Ｌｉｇｎｅｅ　 上市　12:54 柳①　14:06 柳②　15:18 中洲　16:30 駅通　17:54 ステージ　18:48
7 Ｂｉｊｏｕ 上市　13:00 柳①　14:12 柳②　15:24 中洲　16:36 駅通　18:00 ステージ　18:54
8 114西讃ブロック連 上市　13:06 柳①　14:18 柳②　15:30 中洲　16:42 駅通　18:06 ステージ　19:00
9 TADANO楽楽連 上市　13:12 柳①　14:24 柳②　15:36 中洲　16:48 駅通　18:12 ステージ　19:06
10 夏風 上市　13:18 柳①　14:30 柳②　15:42 中洲　16:54 駅通　18:18 ステージ　19:12
11 浜っ鼓★弾★DAN 上市　13:24 柳①　14:36 柳②　15:48 中洲　17:00 駅通　18:24 ステージ　19:18
12 月下桜舞連 上市　13:30 柳①　14:42 柳②　15:54 中洲　17:06 駅通　18:30 ステージ　19:24
13 ミッキー新体操クラブ連 上市　13:36 柳①　14:48 柳②　16:00 中洲　17:12 駅通　18:36 ステージ　19:30
14 讃岐吉野連 上市　13:42 柳①　14:54 柳②　16:06 中洲　17:18 駅通　18:42 ステージ　19:36
15 満天～香～ やぐら　12:30 上市　13:48 柳①　15:00 柳②　16:12 中洲　17:24 駅通　18:48
16 高松信金連 やぐら　12:36 上市　13:54 柳①　15:06 柳②　16:18 中洲　17:30 駅通　18:54
17 伊予からの風　純信連 やぐら　12:42 上市　14:00 柳①　15:12 柳②　16:24 中洲　17:36 駅通　19:00
18 丸亀ごんな連 やぐら　12:48 上市　14:06 柳①　15:18 柳②　16:30 中洲　17:42 駅通　19:06
19 爽郷やまもと連 やぐら　12:54 上市　14:12 柳①　15:24 柳②　16:36 中洲　17:48 駅通　19:12
20 絆笑舞心～高松大手前Dance部～ やぐら　13:00 上市　14:18 柳①　15:30 柳②　16:42 中洲　17:54 駅通　19:18
21 翔舞志 やぐら　13:06 上市　14:24 柳①　15:36 柳②　16:48 中洲　18:00 駅通　19:24
22 ダンス集団カザミドリ やぐら　13:12 上市　14:30 柳①　15:42 柳②　16:54 中洲　18:06 駅通　19:30
23 お喜楽家～樂～ やぐら　13:18 上市　14:36 柳①　15:48 柳②　17:00 中洲　18:12 駅通　19:36
24 響喜乱舞 中央　12:30 やぐら　13:24 上市　14:42 柳①　15:54 柳②　17:06 中洲　18:18
25 岡山うらじゃ連　四季 中央　12:36 やぐら　13:30 上市　14:48 柳①　16:00 柳②　17:12 中洲　18:24
26 チームＢＩＫＥＮ 中央　12:42 やぐら　13:36 上市　14:54 柳①　16:06 柳②　17:18 中洲　18:30
27 びさんじん 中央　12:48 やぐら　13:42 上市　15:00 柳①　16:12 柳②　17:24 中洲　18:36
28 でけでけ隊 中央　12:54 やぐら　13:48 上市　15:06 柳①　16:18 柳②　17:30 中洲　18:42
29 備後新選組 中央　13:00 やぐら　13:54 上市　15:12 柳①　16:24 柳②　17:36 中洲　18:48
30 我楽多 中央　13:06 やぐら　14:00 上市　15:18 柳①　16:30 柳②　17:42 中洲　18:54
31 備後男組 中央　13:12 やぐら　14:06 上市　15:24 柳①　16:36 柳②　17:48 中洲　19:00
32 うらじゃ連　零－ｚｅｒｏ－ 中央　13:18 やぐら　14:12 上市　15:30 柳①　16:42 柳②　17:54 中洲　19:06
33 支志團 中央　13:24 やぐら　14:18 上市　15:36 柳①　16:48 柳②　18:00 中洲　19:12
34 よさこい踊り隊　翔 中央　13:30 やぐら　14:24 上市　15:42 柳①　16:54 柳②　18:06 中洲　19:18
35 よさこい縁連～彩翔～ 中央　13:36 やぐら　14:30 上市　15:48 柳①　17:00 柳②　18:12 中洲　19:24
36 輝連舞夢 中央　13:42 やぐら　14:36 上市　15:54 柳①　17:06 柳②　18:18 中洲　19:30
37 夜舞華志連 中央　13:48 やぐら　14:42 上市　16:00 柳①　17:12 柳②　18:24 中洲　19:36
38 岡山うらじゃ連　環温 ステージ　12:30 中央　13:54 やぐら　14:48 上市　16:06 柳①　17:18 柳②　18:30
39 愛媛よさこい暁 ステージ　12:36 中央　14:00 やぐら　14:54 上市　16:12 柳①　17:24 柳②　18:36
40 高瀬踊乱花 ステージ　12:42 中央　14:06 やぐら　15:00 上市　16:18 柳①　17:30 柳②　18:42
41 香川銀行連 ステージ　12:48 中央　14:12 やぐら　15:06 上市　16:24 柳①　17:36 柳②　18:48
42 よさこい連　伊呂波 ステージ　12:54 中央　14:18 やぐら　15:12 上市　16:30 柳①　17:42 柳②　18:54
43 雅～Miyabi～ ステージ　13:00 中央　14:24 やぐら　15:18 上市　16:36 柳①　17:48 柳②　19:00
44 魄夜 ステージ　13:06 中央　14:30 やぐら　15:24 上市　16:42 柳①　17:54 柳②　19:06
45 OVER　DOSE ステージ　13:12 中央　14:36 やぐら　15:30 上市　16:48 柳①　18:06 柳②　19:12
46 岡山うらじゃ連　蓮雫 ステージ　13:18 中央　14:42 やぐら　15:36 上市　16:54 柳①　18:12 柳②　19:18
47 岡山うらじゃ連　楽鬼 ステージ　13:24 中央　14:48 やぐら　15:42 上市　17:00 柳①　18:18 柳②　19:24
48 鬼々よろしく魁望蓮 駅通　12:30 ステージ　13:30 中央　14:54 上市　17:06 柳①　18:24 柳②　19:30
49 なんてて　かんてて 駅通　12:36 ステージ　13:36 中央　15:00 やぐら　15:48 上市　17:12 柳①　18:30
50 かんしん連 駅通　12:42 ステージ　13:42 中央　15:06 やぐら　15:54 上市　17:18 柳①　18:36
51 観音寺市社会福祉協議会 駅通　12:48 ステージ　13:48 中央　15:12 やぐら　16:00 上市　17:24 柳①　18:42
52 俄嘉屋 駅通　12:54 ステージ　13:54 中央　15:18 やぐら　16:06 上市　17:30 柳①　18:48
53 鬼凛 駅通　13:00 ステージ　14:00 中央　15:24 やぐら　16:12 上市　17:36 柳①　18:54
54 愛・彩媛 駅通　13:06 ステージ　14:06 中央　15:30 やぐら　16:18 上市　17:42 柳①　19:00
55 蝶鬼繚乱 駅通　13:12 ステージ　14:12 中央　15:36 やぐら　16:24 上市　17:48 柳①　19:06
56 志笑路 駅通　13:18 ステージ　14:18 中央　15:42 やぐら　16:30 上市　17:54 柳①　19:12
57 リトルダンスクラブ連 駅通　13:24 ステージ　14:24 中央　15:48 やぐら　16:36 上市　18:00 柳①　19:18
58 空山商店－ＨＡＺＵＫＩ－ 駅通　13:30 ステージ　14:30 中央　15:54 やぐら　16:42 上市　18:06 柳①　19:24
59 観音寺小学校「チームＫＡＮＳＨＯ」 駅通　13:36 ステージ　14:36 中央　16:00 やぐら　16:48 上市　18:12 柳①　19:30
60 松山よさこい風舞人 駅通　13:42 ステージ　14:42 中央　16:06 やぐら　16:54 上市　18:18 柳①　19:36
61 お喜楽家 中洲　12:30 駅通　13:48 ステージ　14:48 中央　16:12 やぐら　17:00 上市　18:24
62 備前鳴子屋 中洲　12:36 駅通　13:54 ステージ　14:54 中央　16:18 やぐら　17:06 上市　18:30
63 市役所連 中洲　12:42 駅通　14:00 ステージ　15:00 中央　16:24 やぐら　17:12 上市　18:36
64 舞信迦具夜 中洲　12:48 駅通　14:06 ステージ　15:06 中央　16:30 やぐら　17:18 上市　18:42
65 岡山うらじゃ連　我矢桜 中洲　12:54 駅通　14:12 ステージ　15:12 中央　16:36 やぐら　17:24 上市　18:48
66 岡山うらじゃ連　笑輝 中洲　13:00 駅通　14:18 ステージ　15:18 中央　16:42 上市　18:54
67 瞬夢-shunka- 中洲　13:06 駅通　14:24 ステージ　15:24 中央　16:48 上市　19:00
68 曉 中洲　13:12 駅通　14:30 ステージ　15:30 中央　16:54 上市　19:06
69 華舞　鬼蜂 中洲　13:18 駅通　14:36 ステージ　15:36 中央　17:00 上市　19:12
70 岡山うらじゃ連　陽舞笑 中洲　13:24 駅通　14:42 ステージ　15:42 中央　17:06 上市　19:18
71 高松よさこい連 中洲　13:30 駅通　14:48 ステージ　15:48 中央　17:12 上市　19:24
72 まるぐ 中洲　13:36 駅通　14:54 ステージ　15:54 中央　17:18 上市　19:30
73 さぬき踊らんな連 柳町②　12:30 中洲　13:42 駅通　15:00 ステージ　16:00 中央　17:24 上市　19:36
74 よさこいチーム炎～ほむら～ 柳町②　12:36 中洲　13:48 駅通　15:06 ステージ　16:06 中央　17:30
75 おおず瀬のはやみ蓮 柳町②　12:42 中洲　13:54 駅通　15:12 ステージ　16:12 中央　17:36
76 そうさ俺達ジョニー一家 只今参上！！ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＰＥＣＩＡＬ 柳町②　12:48 中洲　14:00 駅通　15:18 ステージ　16:18 中央　17:42
77 SummerPenguinS 柳町②　12:54 中洲　14:06 駅通　15:24 ステージ　16:24 中央　17:48
78 岡山うらじゃ連　楽天童子 柳町②　13:00 中洲　14:12 駅通　15:30 ステージ　16:30 中央　17:54
79 纏り衆　縁陣 柳町②　13:06 中洲　14:18 駅通　15:36 ステージ　16:36 中央　18:00
80 羅り瑠れ櫓連 柳町②　13:12 中洲　14:24 駅通　15:42 ステージ　16:42 中央　18:06
81 高知県青年にぎわいボニートfrom3.11 柳町②　13:18 中洲　14:30 駅通　15:48 ステージ　16:48 中央　18:12
82 祭彩華 柳町②　13:24 中洲　14:36 駅通　15:54 ステージ　16:54 中央　18:18
83 よさこい連　えんむすび 柳町②　13:30 中洲　14:42 駅通　16:00 ステージ　17:00 中央　18:24
84 うらじゃ連　渚－ＮＡＧＩＳＡ－ 柳町②　13:36 中洲　14:48 駅通　16:06 ステージ　17:06 中央　18:30
85 踊っこひおか 柳①　12:30 柳町②　13:42 中洲　14:54 駅通　16:12 ステージ　17:12 中央　18:36
86 観音寺チビッコ新体操 柳①　12:36 柳町②　13:48 中洲　15:00 駅通　16:18 ステージ　17:18 中央　18:42
87 ほろろ一座 柳①　12:42 柳町②　13:54 中洲　15:06 駅通　16:24 ステージ　17:24 中央　18:48
88 Ａ－ONE　 柳①　12:48 柳町②　14:00 中洲　15:12 駅通　16:36 ステージ　17:30 中央　18:54
89 銭形なでしこ 駅通　16:30 柳町①　18:00
90 ダンススタジオＳＨＩＶＡ 柳町①　12:54 柳町②　14:06 中洲　15:18 駅通　16:42 ステージ　17:36 中央　19:00
91 華笑天～かえで～ 柳町①　13:00 柳町②　14:12 中洲　15:24 駅通　16:48 ステージ　17:42 中央　19:06
92 雷閃哮舞 柳町①　13:06 柳町②　14:18 中洲　15:30 駅通　16:54 ステージ　17:48 中央　19:12
93 風羅夢－Ｆｌａｍｍｅ－ 柳町①　13:12 柳町②　14:24 中洲　15:36 駅通　17:00 ステージ　17:54 中央　19:18
94 丸亀南中学校ボランティア部「京極発幸舞連」 柳町①　13:18 柳町②　14:30 中洲　15:42 駅通　17:06 ステージ　18:00 中央　19:24
95 優綺姫 柳町①　13:24 柳町②　14:36 中洲　15:48 駅通　17:12 ステージ　18:06 中央　19:30
96 綺咲舞 柳町①　13:30 柳町②　14:42 中洲　15:54 駅通　17:18 ステージ　18:12 中央　19:36

№ 連名 行程
赤枠（柳町１・柳町２・中洲はれはれ・ステージ会場・中央会場・やぐら会場）はその場踊り形式　緑枠（上市・駅通）はパレード形式

銭形よさこいタイムスケジュール


