
＜ 第2回大阪マラソン 沿道応援イベント「ランナー盛上げ隊！」 出演団体・場所別一覧 ＞　

Ｎｏ 実施場所 実施所在地 団体名 出演時間 ジャンル 交通規制時間

1
デイリーカナート

イズミヤ玉造店　前
大阪市天王寺区玉造元町11-20 河堀太鼓

コボレタイコ
 鼓遊会
コユウカイ 8：55～9：55 和太鼓 8：40～10:15

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 No.5

スザク ナンバーファイブ 9：10～10：05 音楽ライブ 8：40～11:00

3 梅花高等学校・梅花中学校チアリーディング部レイダース チアリーディング

4 大阪人間科学大学　よさこいソーラン部「烈輝」 よさこい

5 関西大学：有閑踊り子一座「飛舞人」 よさこい

6 チームいぶき よさこい

7 桃山学院大学よさこいサークル「真輝」 よさこい

8 大阪教育大学「凛憧」 よさこい

9 大阪市立大学チーム「朱蘭」 よさこい

10 三國鷙 よさこい

11 大阪芸術大学：よさこい×結び よさこい

12 つぶて よさこい

13 大阪大学　お祭りダンスサークル“祭樂人” よさこい

14 近畿大学　よさこいサークル「洗心」 よさこい

15 Ｗｏｒｌｄあぽろんオフィシャル隊 よさこい

16 オオザカレンヂ keisuke 音楽ライブ

17 K&M
ケイアンドエム 音楽ライブ

18 大阪府立みどり清朋
セイホウ

高等学校 吹奏楽部 吹奏楽

19 BEATSTREX
ビートストレックス ダンス

20 ザ・トナカイズ 音楽ライブ

21 関西大学応援団 リーダー部 その他

22 関西大学応援団 バトン・チアリーダー部 チアリーディング

23 関西大学応援団 吹奏楽部 吹奏楽

24 大阪市音楽団 吹奏楽

25 なにわ舞人
　　　　　 マインド よさこい

26 めちゃんこ夢
ム

邪気
ジャキ よさこい

27 大阪府立今宮
イマミヤ

高校ダンス部 よさこい

28 福
フクムスメ

夢寿女 よさこい

29 アゼリア大正
        　ビジョレン

Ｂｉ－ｊｏ連 よさこい

30 鳴子
ナルコ

座
ザ よさこい

31 よさこいおおきに よさこい

32 よさこい連「わ」 よさこい

33 河内
カワチ

連
レン よさこい

34 天晴！道具屋筋
ドウグヤスジ

まいど連
レン よさこい

35 風
 ブ   ブ

舞ーぶぶー よさこい

36 よさこい踊り「さい」 よさこい

37 大阪
オオサカ モリグチ アットホーム

守口熱渡宝夢 よさこい

38 八尾本場河内音頭連盟
ヤオ　ホンバ　カワチオンドレンメイ 音楽ライブ

＆ダンス

39 Papa Hula O Ho'onani I Ka Lani
パパ　フラ　オ　ホ　オナニ　イ　カ　ラニ

　大阪 ダンス

40 アルジュナ・スリカンディ ダンス

41 金光大阪高等学校 チアリーダー部　GOLD FLASH
コンコウオオサカ チアリーディング

42 がじまるの会 ダンス

43 大正沖縄子どもエイサー団 ダンス

44 大阪府立大正高等学校 琉球三味線エイサー部 音楽ライブ

45 第3代大正区音楽振興大使　rüüa
 ルア 音楽ライブ

9:25～11:25

9:30～11:15

9:30～11:20

9:35～11:30 

9:20～11:50

9:55～12:35

8：40～12:20

8：40～12:20

8：40～12:20

8：40～12:20

8：40～12:45

8：40～12:45

9：15～13:30

伊藤忠ビル・
大阪センタービル　前

大阪市中央区久太郎町4-1-3

京セラドーム大阪
ドーム前交差点　付近

大阪市西区千代崎3丁目北2-8

大阪大林ビル前 大阪市中央区北浜東4-33

中道組本社ビル　前 大阪市都島区片町1-3-6

9:40～11:40

OMMビル　前 大阪市中央区大手前1-7-31

大阪市中央公会堂　前 大阪市北区中之島1-1-27

大阪市役所　前 大阪市北区中之島1-３－２０



Ｎｏ 実施場所 実施所在地 団体名 出演時間 ジャンル 交通規制時間

46 太鼓集団
　　　　　　　　 イカリ

「怒」・太鼓
　　　　　　　　　   イカリ ジュク

講習会「怒」塾
 和太鼓

47 クレセント吹奏楽団 吹奏楽

48 堺
　　  イチセンジャク

 市扇雀 ダンス

49 踊ろう会 よさこい

50 イヤオラナタヒチ タヒチアンダンス ダンス

51 ピアノ応援隊 音楽ライブ

52 Bellydance EXOTICA ダンス

53 大阪府立金剛
コンゴウ

高等学校 ダンス部 ダンス

54 三色dan子
サンショクダンゴ ダンス

55 QU-E
　ク エ 音楽ライブ

56 成
セイナン

南中学校吹奏楽部（岸里連合振興町会
キシノサト

） 吹奏楽

57 泉州YOSAKOIゑえじゃないか祭り
センシュウ　ヨサコイ　エエジャナイカマツリ

（5組
クミ

） よさこい

58 大阪府立芦
アシマ

間高等学校 ダンス部 ダンス

59 大阪市立加賀屋
 カガヤ

中学校 吹奏楽部 吹奏楽

60 和太鼓チーム 夢望
ムボウ 和太鼓

61 K・S・Gメイプル
ケイ・エス・ジー メイプル ダンス

62 大阪府立視覚支援学校 コーラス

63 関西大学 漢舞
カンマエ よさこい

64 関西大学 チアリーディングサークル「CLAIRS」
　 クレアーズ チアリーディング

65 関西大学 Belly Divas
ベリーディーバス ダンス

66 岸和田市立桜台中学校 芸能部 よさこい

67 宣真
センシン

高等学校　ダンスバトン部 ダンス

68 和太鼓 鼓天鼓
 コテンコ 和太鼓

69 東桃谷
ヒガシモモタニ オカ ジグルマカイ

　岡 地
 

車會 和太鼓

70 大阪府立市岡
イチオカ

高等学校 NMC
エヌエムシー 音楽ライブ

71 住吉神社地車会
スミヨシジンジャ　ダンジリカイ 和太鼓

72 メビウス∞サクソフォン　アンサンブル 音楽ライブ

73 大阪府立みどり清朋
セイホウ

高等学校 ダンス部 ダンス

74 CHIHAYA
　　チハヤ よさこい

75 あっぱれダンスクラブ「ちゃら☆スパイス」 ダンス

76 Hamolers
ハモラーズ コーラス

77 Acappella Group  A(c)
アカペラグループ　エーカッコシー 音楽ライブ

78 大野 勇太 音楽ライブ

79 大阪市商連
オオサカ シショウレン

　大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 音楽ライブ

80 NPO法人 和太鼓教育研究所 和太鼓

81 さやか 音楽ライブ

82 a piece of the earth 音楽ライブ

83 パンナコッタ・オーケストラ 音楽ライブ

84 柏原市少年少女鼓笛隊
カシワラシ ショウネンショウジョコテキタイ 吹奏楽

85 五條和太鼓倶楽部 和太鼓

86 BLUE☆STARS 音楽ライブ

87 姫島 地車保存会
ヒメジマ  ダンジリホゾンカイ その他

88 相愛
ソウアイ

中学・高等学校 吹奏楽部 吹奏楽

89 泉州YOSAKOIゑえじゃないか祭り
センシュウ　ヨサコイ　エエジャナイカマツリ

（5組
クミ

） よさこい

※当日の状況により内容・時間が変更になる可能性があります。

10:45～14:55

10：55～15：20

11:00～15:45

11:05～15:50

11:05～15:50

9：55～16:00

9：55～16:30

9：55～16:30

9：55～16:30

10:20～13:30

10:20～13:35

10:30～14:00

10:35～14:20

10:40～14:35

11:10～16:00大阪市住之江区南港北1-6−39フィニッシュ地点

9：25～14:15

9：25～14:15

9：35～14:30

9：35～14:50

9：45～15:30

9：45～15:30

9：55～16:00

大阪車輛工業　前 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
インテックス大阪

臨時第１駐車場①

大阪市住之江区南港北1-8
インテックス大阪

臨時第１駐車場②

大阪市西南環境事業
センター　前

大阪市住之江区泉1-1-111

ジャパン建材
大阪営業所　前

大阪市住之江区平林南1-5-5

永井商運　前 大阪市住之江区南港東5-1-4

大阪市社会福祉
研修・情報センター　前

大阪市西成区出城2-5-20

岸里朝日プラザ1号館　前 大阪市西成区千本南１－３－１４

日産大阪　住之江店　前 大阪市住之江区西加賀屋1-1-39

浪速東２－６
北側空地

大阪市浪速区浪速東２－６


