
沿道応援イベント出演団体一覧 

 

1
デイリーカナートイズミヤ

玉造店
大阪市天王寺区玉造元町11-20 河堀太鼓　鼓遊会 和太鼓

2 シェラトン都ホテル大阪前 大阪市天王寺区上本町6-1-55 ＳＵＺＡＫＵ　Ｎ゜５ 鍵盤ﾊｰﾓﾆｶ

ＢＥＡＴＳＴＲＥＸ ダンス

岸和田市立桜台中学校　芸能部 よさこい、ヒップホップダンス

四條畷学園高等学校　吹奏楽部 楽器演奏

大阪府立東住吉高等学校吹奏楽部 楽器演奏

絆百祭 よさこい

大阪教育大学”凛憧” よさこい

大阪教育大学琉球鼓舞いちゃりばちょーでーｴｲｻｰ隊 よさこい

神戸大学よさこいチーム「山美鼓」 よさこい

四天王寺大学YOSAKOIソーラン同好会「仏喜踊」 よさこい

Worldあぽろんオフィシャル隊「上方”ど”真ん中連」 よさこい

八尾本場河内音頭連盟 踊り

ＱＵ-Ｅ 楽器演奏・歌

ザ・トナカイズ 楽器演奏

大阪成蹊女子高等学校吹奏楽部 楽器演奏

ＳＴＯＲＭ　ＣＲＥＷ　大阪府立堺西高等学校ダンス部 ダンス

大阪府立みどり清朋高等学校吹奏楽部 楽器演奏

関西大学応援団リーダー部 応援団

関西大学応援団バトン・チアリーダー部 応援団

関西大学応援団吹奏楽部 応援団

大阪市音楽団 楽器演奏

Papa Hula 0 Ho'onani I Ka Lani ハワイアン・タヒチアンダンス

大阪産業大学附属中学校・高等学校チアリーディング部 チアリーディング

金光大阪高等学校チアリーダー部　ＧＯＬＤ　ＦＬＡＳＨ チアリーディング

Ｑtimow ダンス

大阪府立みどり清朋高等学校ダンス部 ダンス

大阪府立市岡高等学校NMC部 楽器演奏

がじまるの会 踊り

琉響伝 踊り

大正沖縄子どもエイサー団 踊り

大阪府立大正高等学校 楽器演奏（三線）

融心館 その他（テコンドー）

7

8

9
京セラドーム 大阪

ドーム前交差点付近

5

OMMビル前 6

伊藤忠ビル・大阪センタービル前

中道組本社ビル前

大阪市中央公会堂前

団体名

NMプラザ御堂筋前

大阪大林ビル前
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№ 実施場所

4

演目
実施場所

住所

大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3

大阪市中央区北浜東4-33

大阪市都島区片町1-3-6

 大阪市中央区大手前1-7-31　

大阪市北区中之島1-1-27

大阪市中央区久太郎町4-1-3

大阪市西区千代崎3丁目北2-8

 



太鼓講習会　「怒」塾 和太鼓

クレセント吹奏楽団 楽器演奏

大阪市立扇町総合高等学校吹奏楽部　“ＯＨＧＩＥＳ” 楽器演奏

南京玉すだれ住吉御気楽家 その他（南京玉すだれ）

堺市扇雀 踊り

大阪成蹊女子高等学校ダンス部 ダンス

踊ろう会 民踊

大阪総合保育大学吹奏楽部 楽器演奏

大阪府立泉北高等学校ダンス部 ダンス

八房流南京玉すだれ「河内小梅」 その他（南京玉すだれ）

NPO法人　まちづくり今宮 踊り

a piece of the earth ゴスペル

大阪府立視覚支援学校 　ジョイフル合唱隊 合唱

大阪総合保育大学ダンス部”BLAZE” ダンス

Life Under (eN) その他(パフォーマンス)

玉すだれサークル その他(南京玉すだれ)

ピスタチオとサハラン楽団 楽器演奏・ベリーダンス

玉出西保育園 楽器演奏・ダンス

大阪府立金剛高等学校ダンス部 ダンス

Ｐｒａｋｒｕｔｉ インド舞踊

イヤオラナタヒチ　タヒチアンダンスチーム「ティファイファイ」 タヒチアンダンス

マチュピチュベリーダンス倶楽部 ベリーダンス

加賀屋東小学校金管バンドｸﾗﾌﾞ 楽器演奏

大阪市立真住中学校吹奏楽部 楽器演奏

大阪市立加賀屋中学校吹奏楽部 楽器演奏

和太鼓チーム　夢望 和太鼓

クアトロガトス 楽器演奏、歌

未来太鼓道場 和太鼓

泉州YOSAKOIゑぇじゃないか祭り よさこい

大阪市立新北島中学校吹奏楽部 楽器演奏

関西大学文化会能楽部 その他（能楽）

関西大学Jａｚｚ研究会 楽器演奏

関西大学チアリーディングサークル「CLAIRS」 チアリーディング

関西大学Belly　Divas ベリーダンス

関西大学混声合唱団「葦」 合唱

実施場所
実施場所

住所
団体名 演目

14

大阪市西南環境事業センター前15

日産大阪 住之江店前

越前屋駐車場前

11 大阪市社会福祉研修・情報センター前

元大阪市立浪速青少年会館前10

№

西成税務署/西成納税協会前13

12 大阪市西成区旭1-1-1

大阪市西成区千本中1-3-4

大阪市浪速区浪速東1-1-61

大阪市西成区出城2-5-20

大阪市住之江区西加賀屋1-1-39

大阪市住之江区泉1-1-111

 



ＢＬＵＥ★ＳＴＡＲＳ 楽器演奏

特定非営利活動法人　和太鼓教育研究所　“楽座” 和太鼓

和太鼓　鼓天鼓 和太鼓

宣真高等学校　ダンスバトン部 ダンス

大阪市立大学・創造都市研究科・eまちづくり研究会 楽器演奏・歌・ダンス

大阪成蹊女子高等学校バトントワリング部 ダンス

東大阪大学敬愛高等学校ダンスサークル ダンス

忠岡・仲之町青年団 その他（だんじり囃子）

住吉神社　地車会 その他（だんじり囃子）

ベリーダンス　ＥＸＯＴＩＣＡ ベリーダンス

あっぱれダンスクラブ キッズジャズダンス

大阪府立芦間高等学校ダンス部 ダンス

オオザカレンヂ 楽器演奏・歌

Ｋ＆Ｍ 楽器演奏・歌

Hamolers ゴスペル

柏原市少年少女鼓笛隊 楽器演奏

勇勢師子王太鼓 和太鼓

パンナコッタ・オーケストラ 楽器演奏

大阪市立鶴見商業高等学校軽音楽部 楽器演奏・歌

大阪府立柴島高等学校軽音楽部 楽器演奏・歌

大阪府立泉陽高等学校　PMC 楽器演奏

大阪市立住吉商業高等学校フォークソング部 楽器演奏・歌

大阪府立泉陽高等学校軽音楽部S．L．M．S 楽器演奏

radialrays 楽器演奏・歌

五条和太鼓クラブ&和楽 和太鼓

№ 実施場所
実施場所

住所
団体名 演目

ジャパン建材　大阪営業所前16

永井商運前17

19
インテックス大阪

臨時第１駐車場①

大阪車輌工業前18

大阪市住之江区平林南1-5-5

大阪市住之江区南港東5-1-4 

大阪市住之江区南港東9-4-45

大阪市住之江区南港北1-8

 



Ｇｕａｒｄ　Ｔｅａｍ　ＯＮＥ その他(カラーガード)

宴芸氣楽座 踊り

大阪市立鶴見商業高等学校ダンス部 ダンス

和泉よさこい　りょく よさこい

小桃 よさこい

よさこいおおきに よさこい

アゼリア大正Bi-jo連 よさこい

鳴子座 よさこい

よさこい連「わ」 よさこい

さくら よさこい

道具屋筋まいど連 よさこい

なにわ舞人（ナニワマインド） よさこい

福夢寿女（フクムスメ） よさこい

めちゃんこ夢邪気 よさこい

ピンクチャイルド よさこい

河内連 よさこい

大阪府立香里丘高等学校吹奏楽部 楽器演奏

大阪市立鶴見商業高等学校バトン部 ダンス

大阪府立今宮高等学校ダンス部 ダンス

相愛大学音楽学部ウィンドオーケストラ 楽器演奏

相愛中学・高等学校　吹奏楽部 楽器演奏

姫島地車保存会 その他（だんじり囃子）

大阪府立芥川高等学校和太鼓部 和太鼓

№ 実施場所
実施場所

住所
団体名 演目

21 フィニッシュ地点前

インテックス大阪
臨時第１駐車場②

20

大阪市住之江区南港北1-6−39

大阪市住之江区南港北1-8

 


