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■これまでの歴史

観客動員数：約100万人
参加チーム：42チーム
踊子数：約2300人

明治神宮の夏の奉納祭となる。

2002（第2回）2001（第1回）

会場は表参道と明治神宮内の
3か所でスタート。

観客動員数：約60万人
参加チーム：22チーム
踊子数：約1400人

観客動員数：約100万人
参加チーム：66チーム
踊子数：約4000人

2003（第3回）

参加チーム数が初年度の3倍とな
り、全国各地からチームが参加。

雨の中での実施にもかかわらず、
大勢の観客を集め、雨天でも
楽しめるという事実を再確認。

観客動員数：約80万人
参加チーム：89チーム
踊子数：約5400人

2004（第4回）

様々な著名人が審査員や
プレゼンテーターとして登場。

2006（第6回）

観客動員数：約100万人
参加チーム：98チーム
踊子数：約6000人

参加チーム数が初めて100チー
ムを超え、名実共に首都圏最
大級のよさこい祭りとしての
地位を確立。

観客動員数：約80万人
参加チーム：102チーム
踊子数：約6500人

2007（第7回）

海外からガーナとベトナムより
チームが参加し、国際交流の場
として活用された。

観客動員数：約75万人
参加チーム：91チーム
踊子数：約6000人

2009（第9回）

2010（第10回）

観客動員数：約80万人
参加チーム：98チーム
踊子数：約6000人

10周年と明治神宮鎮座90年
という記念年に相応しく
盛大に開催。

2011（第11回）

観客動員数：約85万人
参加チーム：91チーム
踊子数：約6000人

震災を経て、当祭の必要性を
改めて実感出来た年。
例年以上の盛り上がりで表参
道から元氣を発信した。

代々木公園入口にも会場が増え、
原宿表参道～代々木公園エリア
一帯での展開が完成。

観客動員数：約110万人
参加チーム：91チーム
踊子数：約5600人

2005（第5回）

2020年に向けて国内だけでなく世界へ元氣を発信！！

2012（第12回）

観客動員数：約80万人
参加チーム：88チーム
踊子数：約5000人

祭拡大施策として渋谷区笹塚にて
よさこいを披露。スーパーよさこ
いを知らない方々へ広く周知する
ことが出来た。

明治神宮御社殿復興50年を記念
して賞も増やし盛大に開催。
全国各地のじまんの品を集めた
元氣祭じまん市も開催。

観客動員数：約80万人
参加チーム：92チーム
踊子数：約6000人

2008（第8回）

2013（第13回）

観客動員数：約80万人
参加チーム：96チーム
踊子数：約5500人

新たな試みとして全国のうど
んを集めたうどん日本一決定
戦も実施。よさこい以外の集
客も拡大した。
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2015（第15回）

観客動員数：約83万人
参加チーム：100チーム
踊子数：約5500人

1日目のメインステージは夜
の演舞も実施し、15周年に相
応しく盛大に開催した。

2018（第18回）

2014（第14回）

観客動員数：約85万人
参加チーム：98チーム
踊子数：約5500人

うどん天下一決定戦の同時開
催により、露出効果、集客効
果共によさこいとの相乗効果
を得ることが出来た。

2016（第16回）

観客動員数：約83万人
参加チーム：102チーム
踊子数：約6000人

近隣の町会が実施する代々木
の杜ぼんおどりでもよさこい
を披露。祭会場の一つとして
実施し、エリアが拡大。

2017（第17回）

観客動員数：約84万人
参加チーム：106チーム
踊子数：約6200人

表参道アヴェニュー会場の演
舞時間を30分拡大。演舞チー
ム数も増え、迫力ある演舞を
表参道で披露した。



■開催概要

【名 称】 明治神宮奉納 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2018

【会 期】 2018年8月 25日（土）10:00～20:00 

26日（日）10:00～17:30

【主 催】 原宿表参道元氣祭実行委員会／商店街振興組合原宿表参道欅会

【共 催】 高知市

【特 別 協 力】 明治神宮

【特 別 協 賛】 前田建設工業／エフビーエス・ミヤマ

【協 賛】 セコム／JXTGエネルギー／ロッテ／大正製薬／伊藤園／萬作／リロバケーションズ／

東罐興業／森ビル／隅田商事／原宿ピアザビル催事会／松井ビル／

オールファッションアート研究所／東急不動産／GYRE

【協 力】 原宿神宮前まちづくり協議会／神宮前地区町会連合会／日本看護協会／

原宿地区美化推進委員会／原宿防犯協会／原宿交通安全協会／渋谷消防団／

日本ガーディアン・エンジェルス／青少年対策神宮前地区委員会／東京メトロ／

green bird／代々木の杜ぼんおどり実行委員会

【後 援】 東京都／渋谷区／高知県／東京商工会議所渋谷支部／

東京都商店街振興組合連合会／渋谷区商店会連合会／渋谷区観光協会／

高知商工会議所／よさこい祭振興会／よさこい祭り競演場連合会／

高知県商店街振興組合連合会／高知市商店街振興組合連合会／高知市観光協会／

KUTVテレビ高知

【参加チーム】 108チーム

【実 施 内 容】 開会奉告・奉納式 [明治神宮本殿]（25日）

ステージ [原宿口ステージ]（25・26日）

[神宮会館ステージ] （25・26日）

[代々木公園ステージ] （25・26日）

ストリート [NHK前ストリート] （25・26日）

[表参道アヴェニュー]（26日）

連動会場 [代々木の杜ぼんおどり会場]（25・26日）

開会式 [原宿口ステージ]（25日）

表彰式 [原宿口ステージ]（26日）

企業PRゾーン [明治神宮内]（25・26日）

全国物産展＆企業PRブース [じまん市]（25・26日）

【同 時 開 催】 スーパーよさこい×餃子フェス [25・26日]
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参加チーム： 合計108チーム ◆初出場12チーム／子供チーム3チーム ※6月30日現在

■参加チーム一覧 4

NO. チーム名
活動
地区

出場
回数

表参道
演舞

NO. チーム名
活動
地区

出場
回数

表参道
演舞

1 ＪＣＢ・夢翔舞 北海道 8 〇 55 北里大学　北里三陸湧昇龍 神奈川県 4

2 そらいろ 東日本 3 56 疾風乱舞 神奈川県 9 〇

3 桜家一門ＹＯＳＡＫＯＲＩ隊 福島県 6 57 桐蔭学園小学部　鉄～ＫＵＲＯＧＡＮＥ～ 神奈川県 初

4 ＫＥＮ－ＣＨＵ　華組 福島県 2 58 東海大学響 神奈川県 2

5 真岡☆花舞嬉 栃木県 18 59 パワフル 神奈川県 15

6 舞起龍 群馬県 5 60 Ｆｕｎｎｙ 神奈川県 14

7 重夢逗 埼玉県 12 61 舞ルネサンス 神奈川県 9

8 ＯＤＯＲＩＫＯ・えん 埼玉県 4 62 祭・ＷＡＩＷＡＩよこはま 神奈川県 8

9 上總組 埼玉県 18 〇 63 躍動 神奈川県 14

10 妃龍 埼玉県 9 64 横浜百姫隊“平成段葛” 神奈川県 10 〇

11 ちーむナノ 埼玉県 10 65 乱気流 神奈川県 9

12 舞人 埼玉県 12 〇 66 西山舞らんかい 新潟県 5 〇

13 勇舞会 埼玉県 13 〇 67 天彩 富山県 初

14 ｙｏｓａｋｏｉ楽・音 埼玉県 11 68 真美流星乱舞群 富山県 4 〇

15 よさこい飯能乱舞 埼玉県 5 69 湊や 富山県 5 〇

16 葵 千葉県 3 70 Ｒｅｙ華繚乱 富山県 初

17 東京理科大学Ｙｏｓａｋｏｉソーラン部 千葉県 4 71 朔空 石川県 初

18 よさこい柏紅塾 千葉県 15 72 駿河リゾート 静岡県 2 〇

19 茜丸 東京都 6 〇 73 ぬまづ熱風舞人 静岡県 17 〇

20 明星 東京都 2 74 藤枝呂宇津 静岡県 6

21 ＡＳＯＢＩＳＹＳＴＥＭ×ＤＤ 東京都 5 〇 75 らんぶるみなみ 静岡県 18

22 イケ家！ 東京都 3 76 りぐる 静岡県 4 〇

23 御心拍子 縁 東京都 2 77 男参ｓ” 和歌山県 2

24 音ら韻 東京都 13 78 京都チーム「櫻嵐洛」 京都府 3

25 学生よさこいチームおどりんちゅ 東京都 8 〇 79 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 京都府 12 〇

26 かざね 東京都 初 80 かんしゃら 大阪府 3

27 ＳＡ:ＧＡ－彩雅－ 東京都 初 81 １２Ｔｗｅｌ舞 大阪府 5

28 Ｓｕｍｍｅｒ　Ｚｉｐｐｅｒ 東京都 15 〇 82 夢源風人 大阪府 2 〇

29 燦－ＳＵＮ－ 東京都 5 〇 83 有閑踊り子一座飛舞人 大阪府 4

30 実践女子大学同短期大学部ＹＯＳＡＫＯＩソーラン部ＷＩＮＧ 東京都 4 84 よさこい連｢わ｣ 大阪府 2

31 しん 東京都 9 〇 85 つわの風雅蒼淙 島根県 初

32 世田谷　笑ｉｎ若林 東京都 8 86 さぬき舞人 香川県 6 〇

33 ぞっこん町田’９８ 東京都 18 〇 87 旭食品 高知県 14 〇

34 ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会 東京都 16 88 ＡＺＵＫＩ 高知県 10 〇

35 ダンスパフォーマンス集団　迫－ＨＡＫＵ－ 東京都 7 〇 89 いなん 高知県 7 〇

36 チームよさいけ 東京都 6 90 ａｕ 高知県 7 〇

37 ちょんまげ 東京都 5 〇 91 おきゃく屋 高知県 2

38 東京表参道ライオンズクラブAVA 東京都 7 92 帯屋町筋 高知県 18 〇

39 東京学生“生っ粋” 東京都 17 93 帯屋町筋ジュニア隊 高知県 6 〇

40 ＴＯＫＹＯ ＰＨＡＮＴＯＭ ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ 東京都 5 94 國士舞双 高知県・東京都 12 〇

41 東京メトロ　シーブルー 東京都 15 95 桜（高知中央高等学校） 高知県 14 〇

42 ながつき 東京都 初 96 サニーグループよさこい踊り子隊ＳＵＮＮＹＳ 高知県 8 〇

43 なるたか 東京都 5 〇 97 十人十彩 高知県 15 〇

44 はなこりあ 東京都 10 98 総合クラブとさ「青龍」 高知県 初 〇

45 原宿よさこい連 東京都 17 〇 99 ＴＡＣＹＯＮ 高知県 3 〇

46 百物語 東京都 5 100 てんてこ舞 高知県 初

47 百華夢想　東京支部 東京都 初 101 とらっくよさこい（ちふれ） 高知県 4 〇

48 法政大学ＹＯＳＡＫＯＩソーランサークル鳳遙恋 東京都 8 102 濱長 花神楽 高知県 7 〇

49 舞華 東京都 15 〇 103 ひとひら 高知県 8

50 メガロス連 東京都 2 104 ほにや 高知県 18 〇

51 ロッテ・ガーナよさこい連
東京都・ガーナ・

高知県 14 〇 105 よんでん 高知県 2 〇

52 早稲田大学“踊り侍” 東京都 16 〇 106 心思踊　西華流 全国 初

53 早稲田大学よさこいチーム東京花火 東京都 13 〇 107 あったか高知踊り子隊IN原宿 全国 15

54 関東学院大学　”誇咲” 神奈川県 6 〇 108 ＹＯＳＡＫＯＩ ＮＡＲＵＫＯ ＯＤＯＲＩ ＂ＨＹＡＫＫＡ ＲＹＯＵＲＡＮ＂ インドネシア 2



■全体会場図（開催地区図） 5

演舞会場：
3ステージ（原宿口ステージ／神宮会館ステージ／代々木公園ステージ）
2ストリート（表参道アヴェニュー／NHK前ストリート）
連動会場：代々木の杜ぼんおどり会場

〔各会場最寄り駅〕
・JR原宿駅表参道口出口 (原宿口ステージ徒歩約１分)

・東京メトロ明治神宮前<原宿>駅2番出口 (原宿口ステージ徒歩約１分)

・東京メトロ表参道駅B5出口 (表参道アヴェニュー徒歩１分)

代々木の杜ぼんおどり会場
8/25（土）12：30～16：30
8/26（日）11：30～15：30

スーパーよさこい×餃子フェス

8/25（土）10：00～20：00
8/26（日）10：00～17：00

原宿口ステージ
8/25（土）11：30～19：30
8/26（日）10：00～17：30

神宮会館ステージ
8/25（土）10：30～17：30
8/26（日）10：00～17：00

ＰＲゾーン
8/25（土）11：00～17：30
8/26（日）10：00～17：00

表参道アヴェニュー
8/26（日）11：40～16：45

ＮＨＫ前ストリート
8/25（土）10：00～19：00
8/26（日）10：00～17：00

じまん市（物産展・協賛ブース）

8/25（土）10：00～20：00
8/26（日）10：00～17：00

代々木公園ステージ
8/25（土）10：00～20：00
8/26（日）10：00～17：00

明治神宮本殿
（開会奉告・奉納式）
8/25（土）9：50～10：50



各会場のご説明



■各会場レイアウト①

【明治神宮本殿会場案内図】

≪明治神宮 奉納式／奉納演舞≫（25日）
9：50～10：50 ※集合時間⇒9:35

※奉納の踊りは昨年特別賞受賞 7チーム 及び元氣祭ホストチームが踊ります。
該当チームには追って詳細をご連絡します。

奉納演舞チーム

ほにや
しん
さぬき舞人
ぞっこん町田’９８
茜丸
とらっくよさこい（ちふれ）
いなん
原宿よさこい連

◎元氣祭大賞／渋谷区長賞
◎明治神宮賞
◎高知県知事賞
◎高知市長賞
◎テレビ高知賞
◎欅賞
◎原宿表参道賞
●元氣祭ホストチーム
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奉納演舞待機場所／順番
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■各会場レイアウト②

≪明治神宮会場≫（25日／26日）

◆原宿口ステージ
⇒25日（土）11:30～19:30
⇒26日（日）10:00～17:30

◆神宮会館ステージ
⇒25日（土）10:30～17:30
⇒26日（日）10:00～17:00

原宿口ステージ

神宮会館ステージ

神宮会館

本 殿

文化館

喫煙所

チーム受付

参加チーム
待機場所

運営本部

PRゾーン

観覧エリア

※1：
鳥居付近及び参道は参拝者動線となります。
参道での待機は出来ませんのでご注意下さい。
演舞を待つチームは参加チーム待機場所で
待機をお願い致します。

トイレ

観覧エリア

参加チーム
待機場所トイレ

チーム受付

表参道
代々木公園
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■注意事項
明治神宮は18時に閉門となります。
18時以降は 印から奥へは入れません。
演舞終了後の更衣室への移動も参道は通れま
せん。

神宮会館ステージ横の喫煙所は踊り子及びチー
ム関係者は使用禁止となりますのでご注意下さ
い。

※1

喫煙所使用不可



≪原宿口ステージ配置図≫

衛士詰所森のテラス
（祭期間営業休止）

参加チーム待機場所

給水所

観覧エリア

観覧エリア

≪原宿口ステージ図面≫

高さ1.6ｍ

※ステージ後方、中央に煽りのスペース（台）があります。※スタンドマイク3本。ワイヤレスマイクはございません。
※舞台下予備演舞スペースは奥行き4～5mの平場となっております。ステージ上からは降りられません。
※演舞開始前に代表者に一言インタビューを予定しています。正面から見て、左手手前にお越し下さい。

退
場

煽り用
マイク3本

幅21.5ｍ
MC用マイク2本

入
場

音
響

照
明奥行

13.5ｍ

幅3.7ｍ

奥行
1.5ｍ

■各会場レイアウト③ 9

運営本部

※1

※1は狭くなっておりますので、注意してお通り下さい。

ステージ

チーム受付



■各会場レイアウト④

≪神宮会館ステージ配置図≫

≪神宮会館ステージ図面≫

※正面から見て、右手手前に煽り用のマイクスタンドがあります。
(スタンドマイク3本。ワイヤレスマイクはございません。)

※舞台下予備演舞スペースは奥行き4～5mの平場となっております。ステージ上からは降りられません。
※ステージ音量は他会場と比べ若干小さい音量での演舞となります。予めご了承下さい。

10

チーム受付

給水所

参加チーム待機場所

観覧エリア

※ステージ後方は明治神宮参拝者駐車場となります。参拝者以外の立入は禁止となります。
※会場内喫煙所は参拝者用喫煙所となりますので、踊り子及びチーム関係者の使用は禁止となります。

参拝者動線

入場

煽り用マイク3本

MC用マイク2本幅20ｍ

高さ0.9ｍ

退場

奥行
13.5ｍ

音
響

照
明

ステージ

明治神宮
参拝者
駐車場

喫煙所※踊り子使用禁止

チーム待機休憩テント



■各会場レイアウト④

≪代々木公園会場≫（25日／26日）

※地方車には最大5人（小学生以上）まで乗ることができます。
※地方車にはワイヤードマイク3本をご用意しています。

◆NHK前ストリート
⇒25日（土）10:00～19:00
⇒26日（日）10:00～17:00

●ストリートの広さは
長さ 約200ｍ×幅約8ｍ です。 大正製薬

ブース
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50m

100m

150m

200m

25m

給水所

至 代々木の杜ぼんおどり会場



至 原宿口ステージ

至 NHK前ストリート ↓

■各会場レイアウト⑤

≪代々木公園会場≫（25日／26日）

◆代々木公園ステージ
⇒25日（土）10:00～20:00
⇒26日（日）10:00～17:00

参加チーム
待機場所

入場

退場

代々木公園ステージ

12

案内所（本部テント）



■各会場レイアウト⑥

≪代々木公園ステージ図面≫

※正面から見て、左手手前に煽り用のマイクスタンドがございます。
(スタンドマイク3本。ワイヤレスマイクはございません。)

※舞台下予備演舞スペースは奥行き4～5mの平場となっております。ステージの上からは降りれません。

※25日（土）14:48～／26日（日）15:00～「高知家の唄（踊り）」を実施致します。参加出来る方は是非ご参加下さい。

入場

奥行
10ｍ

煽り用マイク 3本

MC用マイク 2本

音
響

照
明

退場

幅20ｍ

高さ1ｍ

13



演舞計画

道路封鎖
会場準備作業
チーム整列

演舞スタート

演舞終了
撤去・会場整理開始

終了／道路封鎖解除

≪表参道会場≫（26日）

■各会場レイアウト⑦

※地方車には最大5人まで（小学生以上）乗ることができます。
※地方車にはワイヤードマイク3本をご用意しています。
※踊りの隊列に含まれないフラフ（大旗)は1本までとなります。

◆表参道アヴェニュー
⇒26日（日）11:40～16:45

●ストリートの広さは
長さ 約400m×幅約6.5 mです。

チーム受付

表参道の交通規制が始まるまでは
みずほ銀行前歩道内に待機して下さい。

11：30

11：40

16：45

17：00

受

給水所

14

救護所

参加チーム待機場所

審査席＆関係者席

給水所

救



原宿表参道×高知フェア

展開店舗
☆1：南国酒家
☆2：京橋千疋屋 表参道原宿店
☆3：BROOK'S ME-BYO café原宿店
☆4：ベニーレ ベニーレ
☆5：さくら亭

≪表参道会場≫（26日）

■各会場レイアウト⑦

審査席＆関係者席
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救救護所

参加チーム待機場所

チーム休憩場所

表参道アヴェニュー演舞終了後に、
チームが休憩できるスペースになります。
（場所：オリンピアアネックスマンション駐車場）

給水所



■各会場レイアウト⑧

≪代々木の杜ぼんおどり会場≫（はるのおがわコミュニティーパーク）

◆代々木の杜ぼんおどり会場：よさこい演舞時間25日（土）12:30～16:30／26日（日）11:30～15:30

←至 代々木公園駅

●演舞エリアは長さ約100ｍ×幅約3～5ｍ となります。
※ 演舞はストリート形式の会場となりますが、地方車はございません。
※ ステージ用の楽曲（1曲）を使用して演舞を行って頂きます。支障があるチームは別途ご相談下さい。
※ 会場入り口（ ）に煽り用マイク（ワイヤードマイク）3本のご用意がございます。

煽り用マイク3本

参加チーム
待機場所

櫓

16

チーム受付
音響テント

スタート

ゴール

A

給水所

B

観覧エリア

演舞エリア

スタート

A

観覧エリア（白線外）

演舞エリア

【拡大図】

はるのおがわプレーパーク

■代々木の杜ぼんおどり
・8月25日（土）、26日（日）17:30～21:00代々木周辺の町会によるぼんおどりを実施します。
※25日（土）18:30～19:30には招待チームによるよさこいの披露も行います。

B



■各会場レイアウト⑨

≪代々木公園B地区イベント広場≫（25日・26日）

◆スーパーよさこい×餃子フェス：25日（土）10:00～20:00／26日（日）10:00～17:00
・老若男女に愛される餃子の新たな魅力を“最強のシェアめし”として発信！
餃子の魅力を伝えるフードイベントを実施致します。

◆じまん市 2018：25日（土）10:00～20:00／26日（日）10:00～17:00
・高知県をはじめ各地の特産品、名産品が集まる物産展。観光PRや祭スポンサーブースも出展。

★よさこい交流広場：25日（土）13:00～19:00／26日（日）13:00～16:30
・一般の方々にもよさこいを体験して頂ける場として今年も「よさこい交流広場」を実施致します。
チームの皆さまも演舞の合間にお越し頂き、よさこいを披露して頂ければと思います。

餃子フェス
エリア

じまん市
エリア

17

よさこい交流広場



■各会場レイアウト⑨

◆餃子フェス出場店舗 餃子11店舗（予定）+チャーハン、ドリンクブース
餃子購入方法は食券及び電子マネーとなります。
会場で電子マネーのチャージは出来ませんので、予めチャージを済ませてからお越し下さい。
食券は会場内食券売り場にて購入頂けます。

※ご利用可能電子マネー

≪代々木公園B地区イベント広場≫（25日・26日）

18

NO, 地域 出店社 メニュー（予定）

1 東京・立川 餃子の三組 -TOKYO- 黒豚羽根付き餃子

2 東京・葛西 肉玉そば おとど×浅草開化楼 東京名物 肉汁おとど餃子

3 埼玉・南与野 餃子の宮でんでん 小江戸黒豚 胡麻担々水餃子

4 東京・恵比寿ほか 羽根つき焼小籠包 鼎's（Din's） 羽根つき焼小籠包

5 東京・阿佐ヶ谷 餃子少年~GYOZA BOY~ もちチーズ明太マヨ焼き餃子

6 栃木・宇都宮 宇都宮餃子専門店 悟空 特製肉餃子

7 京都・伏見 餃子専門店 福吉 肉フロマージュ餃子

8 栃木・宇都宮 宇都宮餃子館 宇都宮餃子館 王道！健太餃子

9 東京・池袋 近江牛餃子 包王 肉大盛 近江牛餃子

10 北海道・札幌 札幌マルエス食堂 新札幌名物 肉の爆弾 肉巻餃子

11 神奈川・横浜 富貴包子楼 肉にらまんじゅう



■各会場レイアウト⑨

≪代々木公園B地区イベント広場≫（25日・26日）
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◆じまん市2018 18社（団体）
高知県を中心とした特産品の販売や観光PR／飲食展開／スポンサーPRブース展開等
※じまん市での商品購入は現金となります。食券及び電子マネーは使用出来ませんのでご注意下さい。

NO, 出店社 内容

1 ECO FARM CAFE 632 HARAJYUKU 飲食展開

2 やまもも工房 よさこいグッズ販売

3 鳴子工房こだかさ よさこいグッズ販売

4 手作り鳴子体験教室（鳴子工房こだかさ） 鳴子作り体験

5 高知県「協働の森づくり」事業&「もっこう連」 「協働の森づくり」事業&「もっこう連」PR

6 高知県観光PR 高知県観光PR／特産品PR

7 土佐清水のえいもんじまん市 土佐清水観光PR／特産品販売

8 高知県ゆず振興対策協議会／高知海洋深層水企業クラブ 高知特産品販売

9 旭フレッシュ株式会社 高知特産品販売

10 高知市観光協会 高知市観光PR／特産品PR

11 ほにや よさこいグッズ販売

12 あったか高知踊り子隊ＩＮ原宿 チーム参加（よさこい鳴子踊り）

13 KUTVテレビ高知 祭公式DVD予約販売

14 下町すみだ地ビール　ヴィルゴビール 飲食展開

15 うどん工房麦屋　四万十製麺所 飲食展開

16 東京メトロブース 写真撮影／ミニゲーム

17 株式会社リロバケーションズ 宿泊体験PR

18 株式会社伊藤園 飲料販売



■各会場レイアウト⑩

≪明治神宮内≫（25日・26日）

◆PRゾーン
⇒25日（土）11:00～17:30／26日（日）10:00～17:00
・救護所／消防本部及び協力団体PRブースを展開

祭公式DVDの申込、その他踊り子の皆様のフィジカルサポートを行うトレーナーステーション
「めんてな」などを展開。

原宿駅

PRゾーン

明治神宮内

20

No. 出展者 展開 実施内容

1 KUTVテレビ高知 物販 公式DVD販売他
2・3 NPO法人 green bird PR 活動PR
4 日本ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ・ｴﾝｼﾞｪﾙｽ PR 活動PR／控室

5・6 消防本部 消防現地警戒
7 救護所 救護対応

8・9・10 めんてな PR トレーナーステーション



■各施設案内①

【案内所／更衣室／本部／給水所】

【案内所】
原宿口本部／神宮橋／
神宮前交差点(26日)／
表参道／NHK前ストリート／
代々木公園B地区

【更衣室】
明治神宮 神宮会館

【本部】
原宿口ステージ横

【給水所】
各演舞会場に設置

代々木公園ステージ

表参道アヴェニュー

ＰＲゾーン

神宮会館ステージ

ＮＨＫ前ストリート

原宿口ステージ

餃子フェス
じまん市（物産展＆スポンサーブース）

原宿口ステージ横
本部テント

21

更衣室
（明治神宮 神宮会館）

代々木の杜ぼんおどり会場



■各施設案内②

【救護施設／トイレ／消防テント】

表参道アヴェニュー

神宮会館ステージ
ＮＨＫ前ストリート

原宿口ステージ

代々木公園ステージ

餃子フェス
じまん市（物産展＆スポンサーブース）

22

消

消

消

ＰＲゾーン

代々木の杜ぼんおどり会場

【トイレ】
明治神宮文化館／神宮会館駐車場／
代々木公園／
代々木公園B地区（常設・仮設）／
表参道沿い

【消防テント】
PRゾーン内並び
代々木公園ステージ横
表参道案内所横

【救護施設】 ※看護師各所2名常駐

■明治神宮エリア：
PRゾーン内並び
■代々木公園エリア：
代々木公園B地区内本部テント裏
■表参道エリア：
表参道アヴェニューゴール地点
（踊り子専用）

消





基本ルール詳細



変更点／注意事項／当日演舞の流れとお約束

■変更点／注意事項／参加当日演舞の流れ

★楽曲についての変更点／注意事項
・祭当日使用する楽曲は事前にご提出頂く楽曲音源を実行委員会でデータ化して
各演舞会場にて使用させて頂きます。
※各チームの皆さまは万が一の際に使用出来るよう、予備としてバックアップ用の

CDを当日お持ち下さい。

・事前にご提出頂く楽曲は
ステージ用楽曲1曲（4分30秒以内）
ストリート用楽曲1曲（ルーピングしていない1曲）
※ ストリート用の楽曲はご提出頂いた曲をこちらでデータ化し、当日自動で

ルーピング再生致します。隊列を直す時間などが必要な場合は間繋ぎ（無音等）
も含めた1曲を作成してご提出下さい。

※ ステージ用とストリート用の楽曲が同じの場合は、その旨明記の上、ステージ
用楽曲1曲をご提出下さい。

★当日演舞の流れ
・各チームは演舞開始時間10分前には各演舞会場のチーム受付にて受付を済ませ、
チーム待機場所に集合して下さい。
※受付時に楽曲音源CDのご提出は必要ございません。

・集合時間に集合していないチームがいた場合、棄権とみなし演舞をして頂くことが
出来ない場合がございますのでご注意下さい。

・楽曲は口上含めて4分30秒以内とし、各演舞会場でのチームの持ち時間を守って
下さい。

ステージ ・・・ 各会場入退場含めて6分以内

ストリート ・・・ ＮＨＫ前ストリートは200ｍ10分以内

表参道アヴェニューは400ｍ20分以内

※持ち時間をあまりにも超えた場合は途中で中断させて頂く場合がございます。

※上記持ち時間は目安となります。当日の進行状況によっては記載時間より短くなる
場合がございますので、予めご了承下さい。

参加にあたりましては、エントリー時に参加要綱記載のルールへ同意を頂いたものと
し、他の参加チームに迷惑とならぬよう、スムーズな運営へのご協力をお願いします。
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■参加基本ルール(詳細)

基本ルール(詳細)

振り付けについて

・鳴子を手に持ち、その魅力を活かした振り付けにすること。
・鳴子は振り付けの大部分で使用すること。
・ストリート(パレード形式)、ステージの両会場に対応できるような振り付けにすること。

◆演出に関する注意事項
※火気を伴う演出及び清掃の必要を伴う散布や花吹雪などは禁止します。
※鳴子以外の小道具、フラフ（大旗）や大漁旗を過度に使用したり危険と見なした場合、演舞を中止

又はお断りさせて頂くことがございます。観客及び公共物等に当たらないよう十分ご注意下さい。
※フラフ(大漁旗)は、交通規制制限の関係上、大きさに関わらず、表参道アヴェニュー会場では

各チーム1本までと制限させて頂きます。（小道具として隊列の踊り子が持つものは含まれません）
★演舞の途中での、ステージ上とステージ下を行き来などは、禁止致します。

１．演舞に関する事項

楽曲について

・ “よさこい鳴子踊り”のメロディー又は、各チームの地元地域の特色ある民謡・童謡を必ず楽曲の
一部に明確に使用すること。
※チームの活動地域以外の地域の民謡・童謡のみ使用の楽曲では参加できません。

・楽曲は口上を含んで4分30秒以内とすること。

・事前(7/1～18締切)に楽曲をCDまたはメールデータ便で提出して頂きます。
※“よさこい鳴子踊り”又は各地元地域の民謡や童謡は、ご提出頂いた楽曲のどこに使用されている

か、だれが聞いてもわかるようにし、使用部分が不明瞭と実行委員会で判断した場合は修正
及び変更して頂く場合がございます。

※チーム地元地域の民謡及び童謡を使用する場合、参加エントリー時に原曲となる民謡・童謡を
ご記載下さい。当実行委員会で判別できない民謡・童謡をご使用の場合、確認用として原曲
音源(民謡・童謡等)の提出をお願いすることがございます。

☆データ便で楽曲を提出の場合、圧縮せずwav方式(mp3方式はNG)で送付下さい。

※ 規定を逸脱している楽曲の場合、そのままの楽曲では参加をお断りをする場合がございます。
(例①：市販の楽曲を１曲そのまま使用)
(例②：“よさこい鳴子踊り”又は地元の民謡・童謡のメロディの使用部分がわからない)

・市販の楽曲を利用する際の著作権手続き等に関しては各チームで申請して下さい。
※ 市販の楽曲を使用されている場合は、事前楽曲提出時に別途お申し出下さい。

また、公式DVDに入れられない可能性がございますので、予めご了承下さい。

★ 当日は、事前にご提出頂く楽曲音源を実行委員会でデータ化して各演舞会場にて使用させて頂き
ます。各チームの皆さまは当日バックアップ用として予備CDのご持参をお願いします。
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■参加基本ルール(詳細)

踊り子について

・踊り子（参加者）の人数は30名以上120名以内とすること。
※人数には踊り子、ＭＣ、旗持ちなど演舞に参加するもののみを数え、チームマネージャーや

スタッフなどは含めないで下さい。120名を超える場合はエントリー時にご相談下さい。

※チームメンバーの80％以上が中学生以下で構成されるチームを子供チームと定義します。

※踊り子人数が15名以上30名未満でも“チャレンジ枠”での参加エントリーが可能です。

・表参道アヴェニューに関しては40名に満たない場合は演舞することができません。

・衣装は原則自由ですが、公序良俗に反しないもの又祭の雰囲気を著しく害さないものにして下さい。

・全ての会場において、裸（上半身のみも含む）は禁じます※上半身サラシのみも禁止。

ストリート演舞について

・ストリート会場では連続して前進するパレードが可能な振り付けとすること。

・スタートからゴールまで停滞せず一定のペースで連続して前進して踊り抜けること。

◇テンポが極端に遅い踊り
◇前進・後進、左右の繰り返しが多く前に進まない踊り
◇座りこみの踊り
◇鳴子を地面においての踊り …以上は、会場運営の妨げとなりますので、ご遠慮下さい。

※上記、著しく会場運営を妨げる演舞を行っていると判断した場合は、演舞を中止して頂くことが
ございますのでご注意下さい。

・表参道アヴェニューは400ｍ：20分以内、NHK前ストリートは200m：10分以内の持ち時間が目安と
なります。※口上含めた持ち時間となりますのでご注意下さい。

・口上はスタート時のみとして下さい。

・楽曲同様、ルーピングした（最後と最初がつながっている）振り付けにして下さい。

・音響設備に係る機材や楽器の持ち込みは制限がございます。使用を希望するチームは別途事前
にご相談下さい。当日対応は致しませんのでご了承下さい。

2．地方車に関する事項

地方車について

・地方車は主催者側が用意したものを使用して頂きます。(使用料等は頂きません)

・車輌は4tのトラックを使用いたします。

・地方車の装飾、音響、に関しては主催者側が全て行います。デザイン、機能など、各チームの要望
にはお応え出来ませんのでご了承下さい。

・地方車に乗れる人数は、最大5名（小学生以上）とさせて頂きます。
※小学生のみの乗車は出来ません。必ず大人の方が一緒に乗車下さい。

・安全のため、荷台では“激しく踊る”等の行為は禁止させて頂きます。
※スタッフが危険と判断した場合は地方車から降りて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

・参加チームが独自に用意した地方車の使用は出来ませんのでご注意下さい。
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その他ルール詳細



■ストリート（流し）演舞について

・当祭では限られた時間内で、一回でも多く参加団体さまに演舞披露してもらうために、事前に演舞
のスケジュールを作成しています。

・ストリート演舞の進行スピードは、表参道アヴェニューは400m(20分以内)、
ＮＨＫ前ストリートは200m(10分以内)を目安として下さい。

・進行が遅いチームにはスタッフから次の曲スタート前に隊列を前に進めるように指示致しますので、
ご理解のほどお願いします。

・進行があまりにも遅いチームは減点対象となりますのでご注意下さい。

・地方車がゴール地点に到達しストップした後、踊り子の方々は、その場で演舞し続けるのではなく、
止まっている地方車の脇を順々に追い越して下さい。※下図参照

・地方車がゴール地点でストップした後、踊り子もストップした地方車前で止まって踊り続ける行為は
禁止となります。

・ゴールした踊り子の方々はゴール付近に滞留しないで下さい。次の踊り子が踊り抜けられなくなって
しまうと進行の妨げとなってしまいますのでご注意下さい。

※代表者の皆様は、踊り子の方々に必ずストリート演舞の場合は上記を守って頂けるよう指示をお願
いします。

・踊り子の後を付いて歩くスタッフの人数は最小限に留めて下さい。
また、そのスタッフはチームＴシャツ・チーム衣装を着用する等統一して下さい。

・表参道での演舞の際に使用できるフラフ(大旗)は１本までとさせて頂きます。
※交通規制時間に限りがあるため、ご理解の程お願い申し上げます。

・実行委員会で用意する地方車の荷台にのる人員は、上限5人まで（小学生以上）とさせて頂きます。

＜ストリート（流し）演舞の一例＞

踊り終えた
踊り子さん

ゴール地点

地
方
車

給
水
所

※ 給水所前では滞留せず
速やかに進んで下さい。

【ストリート(流し)演舞に関しての諸注意】
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■各賞・審査について

【審査基準事項】 ①楽曲 ②衣装デザイン ③踊り ④進行スピード ⑤全体のバランス
⑥元氣 ⑦鳴子の鳴らし方 以上、7項目。

【審 査 対 象】 参加チーム
※26日（日）のみ参加チーム及びチャレンジ枠エントリーでの出場チームは、

審査対象外となります。

【審査会場・賞】 ・25日(土) ＮＨＫ前ストリート会場 ・26日(日) 表参道アヴェニュー会場

『新人賞』／『鳴子賞』／ 『表参道演舞土曜選考枠』×6枠
※上記はNHK前ストリート審査の結果をもとに選出致します。
※新人賞は当祭初出場チームが対象となります。
※表参道演舞土曜選考枠は、エントリーA区分のチームが対象となります。

『パフォーマンス賞』／『ビジュアル賞』 ／『感動賞』／
『審査員奨励賞』／『特別賞 (明治神宮賞、高知県知事賞、高知市長賞、
渋谷区長賞、テレビ高知賞、原宿表参道賞、欅賞）』／『元氣祭大賞』

※上記はNHK前ストリート及び表参道アヴェニューの審査結果により選出されます。
※「元氣祭大賞」は、特別賞の中から審査員の投票により選出致します。
※「元氣祭大賞」に選ばれたチームは閉会式の最後に演舞を行って頂きます。
※特別賞に選ばれたチームは翌年の奉納演舞対象チームとなります。

【審 査 発 表】 ★表参道演舞土曜選考枠：
25日（土）18：30～代々木公園ステージ上にて発表

★各賞：
26日（日）17：00～原宿口ステージ閉会式にて発表

【審 査 員】 主催者／服飾関係者／音楽関係者／舞踊関係者／よさこい関係者／
協賛企業／高知関係／町会商店会関係者 他

【補 足】 ★審査にあたり、「楽曲」「衣装デザイン」「踊り」の3項目について『チームコンセプト
シート』による補足情報の提出が出来ます。

★25日（土）の審査結果をもとに翌年の表参道演舞チームを選考致します。

＜団 体 賞＞
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■各賞・審査について

表参道演舞土曜選考枠は6枠となります。

選ばれたチームは翌日の演舞スケジュールの最後に表参道演舞土曜選考枠が追加されます。

【対 象】 両日参加するチーム、且つ表参道演舞を希望するチーム（エントリーA区分）

【基準事項】 団体賞に準ずる

【審 査 員】 団体賞に同じ

【審査発表】 25日（土）18:30～代々木公園ステージ上にて発表

【注意事項】 選出されたチームの代表者（又は担当者）は、発表後代々木公園ステージ脇に
お集まり下さい。翌日の演舞スケジュールのご説明がございます。

＜個 人 賞＞

【日時場所】 25日(土) NHK前ストリート会場

【対 象】 上記会場を演舞する踊り子すべて（MC、歌い手、旗振り）を対象とします。

【基準事項】 「笑顔」 ・ 「元氣」

【審査発表】 演舞中の贈呈によって
※今年は演舞中の踊り子にお声がけさせて頂きます。

声を掛けられた方はメダル受渡場所にお越し頂き
個人メダルを受け取って下さい。

※尚、メダル贈呈を辞退される場合は事前に事務局まで
ご相談下さい。

【審 査 員】 団体賞に同じ
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子供の踊り子全員に笑顔賞としてオリジナル缶バッジをお渡し致します。
子供の踊り子がいるチームはNHK前ストリートのチーム受付にて受け取って下さい。

【受取場所】 祭本番時 NHK前ストリート チーム受付テント

【対 象】 エントリー時に登録された子供（中学生以下）の踊り子
※ エントリー時以降に子供の踊り子が増えた場合は

お渡しできませんのでご了承下さい。

＜笑 顔 賞＞

2017年度イメージ

＜表参道演舞土曜選考枠（当日選出枠）＞

2017年度イメージ



■保険(個人参加料)について

参加チームには、実行委員会指定の保険に加入して頂きます。

※保険への加入は祭参加者（踊り子、ＭＣ、旗持ちなど演舞に参加する方）が必須となります。
その他、チームマネージャー、スタッフの方々は任意でご加入頂くことが可能です。

個人参加料を皆様の保険料として充当致します。

◎ 参加者1名につき500円をお支払い頂きます。

◎ 一度お支払い頂いた〔個人参加料〕は、キャンセルがあった場合でも返金致しかねますので、
ご了承下さい。

◎ 参加者の氏名をカタカナでフルネームと生年月日及び性別を名簿にてご記入・提出して頂きます。

◎ 参加費個人参加料お振込み・リスト提出後の追加メンバーにつきましては祭当日、原宿口本部
チーム受付にて登録を受け付けます。

●傷害 ●個人賠償責任

当日、下記に該当する事故が発生した場合は、すみやかに
運営本部にご連絡ください。

補償内容

怪我に対する補償です。 他人を傷つけたり、他人の財物を損壊
させてしまい、法律上の損害賠償義務
を負ったときの補償です。

死亡、後遺障害保険金 685万円
入院日額 5500円
通院日額 3500円
個人賠償責任 1億円
※尚、保障期間は8月24日（金）～8月27日（月）までの4日間が対象となります。
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■チームマネージャーについて

【チームマネージャーの役割について】
各チーム数名（1名以上）のチームマネージャーを要請致します。当日は、本日お配りしたビブスを着用
して下さい。 当日チームに関しての以下全ての管理をお願いします。

◎チーム管理
・当日の自チームの動き・スケジュール等を全て把握して下さい。
・係員の指示に従って、チームの誘導をして下さい。
・集合時間になっても踊り子が集合しないことのないよう踊り子の所在や連絡先を把握して下さい。
・踊り子の手荷物、貴重品管理を行って下さい。

◎ステージ演舞管理
・演舞時間10分前までにチーム受付を済ませて下さい。
・ステージでの演舞中の演出・ＰＡ（音響）・その他チェックし、問題があればスタッフに相談して下さい。

◎ストリート（流し）演舞管理
・演舞時間10分前までにチーム受付を済ませて下さい。
・ストリートでの演舞中、地方車の進み具合や、ＰＡ（音響）のチェックをし、問題があればスタッフに相談
して下さい。また、チームの進み具合は随時チェックして進行係りの指示に従って踊り子さんへ指示し
て下さい。
※進行が遅いチームへは、進行係りよりチームを前へ進める相談を致します。チームマネージャー

は必ずチームへ指示を出せる方が担当して下さい。

◎踊り子の健康・体調管理
・踊り子が倒れたり、怪我をした場合、むやみに動かさず近くにいるスタッフへ連絡をして下さい。
※スタッフより消防・救護所へ連絡を取りますので、その指示に従って下さい。

・熱中症など踊り子の健康・体調管理に十分注意して下さい。

■チームマネージャーの注意事項

・チームマネージャーは、当日踊りに参加しないメンバーとします。
・代表者との兼務は可。但し、この場合も踊り（MC含）には参加できません。
・衣装を着用していてもかまいませんが必ずビブスは着用して下さい。
・当日バックアップ用の予備楽曲CDを必ずご持参下さい。
・当日は必ず事前にご登録頂いた番号の携帯電話を持って下さい。
・緊急時や対応が分からない場合はすぐに本部に連絡をして下さい。（03-3406-5572）
・チームマネージャーが体調を崩した場合等の為に予備担当も用意して下さい。
・最低限の救急用具、水分補給用の飲料等は用意しておいて下さい。

【チーム撮影者PASS（ビブス）について】
当祭では「チーム撮影者用PASS」(黄色PRESSビブス)をつけた方のみ演舞エリア内での撮影を許可し
ております。撮影者が多すぎると演舞や観客の邪魔になるという点から、チーム撮影者PASS（ビブス）
は、各チーム2枚まで、撮影は自チームのみとなります。ステージに上がっての撮影は出来ませんので
ご了承下さい。

その他、当祭を取材されるメディアの方々に関してはPRESS用ビブス（水色）を着用してもらいます。
各演舞エリア内で撮影を可能としておりますが、ステージ上での撮影は禁止しております。
尚、当実行委員会のオフィシャル（テレビ高知）に限りステージ上での撮影を行います。

※チームマネージャー用資料を後日ご案内致します。
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■受付・更衣室について

以下該当チームのみ本部テントに担当者がお越し下さい。

◎受付該当チーム

【追加メンバー登録】 ･･･ 個人参加料入金、参加者リスト提出後の追加メンバーがいるチームは、
個人参加料（1人につき500円）の支払いと参加者の登録用紙
（氏名・性別・生年月日記入）提出を行って下さい。

◎時間：自チームの1回目演舞開始前9:00～13:00頃までを目安にして下さい。

◎場所：原宿口ステージ横本部テント

※チームマネージャー用、撮影者用ビブスは本日お配りしております。当日必ず着用して下さい。
※ビブスは自チームの演舞がすべて終了した後、必ず忘れずに本部テントへお持ち下さい。
※ビブスをご返却頂けなかったチームには別途ビブス制作費用をご負担頂きますので、ご注意

下さい。

更衣室は明治神宮協力のもと参加チームの皆様にご利用頂いております。
更衣室は事前に申請したチームのみ利用できます。更衣室の利用は調整手数料として

1チーム1日一律¥5,000となります。（使用人数に関係なく）※例：両日更衣室利用されるチームは¥10,000

後日配布の利用の手引き（注意事項・部屋割り等）に沿ってご利用下さい。

【概要】

◎時間 7：30～21：00 ◎場所 明治神宮 神宮会館
◎受付 利用開始と終了時に必ず代表者が報告を行って下さい。
◎注意事項 ・更衣室は先着順・お振込み確認出来次第申込み確定です。予めご容赦下さい。

・更衣室は各チーム共有となっております。譲り合ってご使用下さい。

・ゴミの持ち帰りなどマナーを守ってご利用下さい。

・荷物・貴重品は、各自・チームで管理して下さい。

・利用チームは後日ご案内する注意事項を踊り子さんに徹底させて下さい。

・多数の方が利用されますので着替えを終えたらすみやかにご退室願います。

・更衣室は着替え以外での使用は出来ません。休憩等はご遠慮下さい。

◎その他 ・明治神宮は18:00で閉門となります。閉門後の更衣室への移動は出来るだけチーム
でまとまって明治神宮内に入苑して下さい。

・衣装を着用していないチーム関係者（付き添い保護者／チームTシャツ等着用スタッフ）は
入苑は出来ませんので、当日閉門後に通路入口（原宿口本部横車道）にて申請を
して頂きます。

詳細は後日ご案内する利用の手引に順じて入退苑を行って下さい。

【本部受付】

【更衣室ご利用チーム】

34



■チーム移動経路について

◎注意事項概要
会場間のチーム移動に関しては警察の指導により、全て経路が定められております。必ず指定の経路
で移動して下さい。
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【チーム移動経路図】
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★大型バス駐車場
2020年東京オリンピック開催に向けての国立競技場建て替えに伴い、例年大型バス専用駐車場として
ご用意していた「明治公園」の使用が出来なくなりました。

大型バス駐車場を利用されるチームは周辺の施設をご利用願います。

■チーム移動経路について／駐車場について（自家用車／バス）

★自家用車駐車場

自家用車の駐車場はご用意がありません、周辺駐車場をご利用下さい。

明治神宮内に自家用車での立入及び駐車することは出来ません。
参加チームの関係者（踊り子、家族、友人他）の駐車は出来ませんのでご注意下さい。
万が一関係者の駐車を発見した場合、そのチームの参加をお断り致します。

明治神宮内の駐車場は参拝者の為の駐車場となります。
昨年より神宮会館ステージを明治神宮P3駐車場に設置するにあたり、例年より参拝者の駐車スペー
スが減っておりますので、くれぐれも参加チーム関係者の自家用車による立入、駐車はご遠慮下さい。

祭り当日は明治神宮内にタクシーでの乗り入れも禁止とさせて頂きますのでご了承下さい。
タクシーでお越しになる場合は明治神宮北門へ向かって頂き、門手前で降車して入苑下さい。
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【チーム移動経路注意事項】※P35チーム移動経路図参照

・当日は多くの来場者で混雑が予想されます。一般歩行者の迷惑になることの無いようにして下さい。

・※1の場所は、横断歩道となっておりますが、混雑を避ける為チームの皆様には地下通路を移動し
て頂きます。

・表参道アヴェニューへの移動は必ず地下鉄を利用して下さい。
・切符は当日、東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅改札手前にてお渡しします。
（場所詳細は追ってご案内するチームマネージャー資料をご確認下さい。）

・切符はご登録頂いている踊り子全員分+3名分（チームマネージャー等）をご用意致します。

★演舞スケジュールで代々木の杜ぼんおどり会場の次の演舞が表参道アヴェニュー会場のチームは、
代々木公園駅から電車で表参道駅へ移動して頂きます。
該当チームへは切符受渡方法含め、別途ご案内致します。

・表参道演舞終了後は速やかに歩道へ上がり移動経路に沿って次の会場へ移動して下さい。

・代々木の杜ぼんおどり会場への移動に関しては、東京メトロ明治神宮前<原宿>駅から代々木公園
駅まで電車で移動して頂いても構いません。（自己負担となります。）
※切符を購入される場合は駅構内定期券売り場にて「土・休日割引回数乗車券」を購入出来ます。
※一般の方が大勢おりますので、団体での自動券売機使用はご遠慮下さい。

※チームマネージャー用資料にて、移動経路の詳細情報をご案内致します。

【駐車場について】



■バス乗降場所について（明治神宮）

明治神宮正面入口は交通規制している為、必ず北参道から入って下さい。
乗降を行う際は、事前にお渡しする「車輌証」をフロントガラスに提示して下さい。また、乗降スペース
に限りがあるので、乗降のみとなり、長時間の停車は出来ません。

◆注意事項
･①、②の乗降場の移動等についてはスタッフの指示に
従って下さい。

・①、②共に時間厳守となります。特に①に関してはステー
ジ前を使用して降車を行いますので、時間に余裕を持って
到着するようお願い致します。

【明治神宮 Ｐ3駐車場】

①明治神宮P3駐車場（神宮会館ステージ前）
【時間】 25日（土）7:00～10:00

26日（日）7:00～9:30
降車場所は①となります。
参拝者駐車場には入れませんのでご注意下さい。
降車後は速やかに退苑下さい。

明治神宮内は停車による、乗降のみとなりますのでご了承下さい。駐車は出来ません。
18時以降は入苑出来ませんので、次ページの乗車エリアにてバスへの乗降を行って下さい。
★更衣室を利用されるチームの18時以降バス乗車場所は①明治神宮内P3駐車場となります。
入苑、退苑方法は後日ご案内する更衣室利用の手引きをご確認下さい。

【バス（大型・マイクロバス等）乗降場所】
当日は会場が大変混雑します。バス（大型・マイクロバス等）で会場にくるチームは、警察や実行委員
会の指示に従い違法駐車や指定場所以外での停車は行わず、指定の場所で速やかに乗降を行って
下さい。
バス乗降場所は明治神宮と代々木第一体育館横の2箇所で乗降を行って頂くことが出来ます。
バスでお越しになるチームは事前に申請を行い、「車輌証」をお持ちの上ご来場下さい。
「車輌証」が無い場合は乗降場所をお使い頂くことは出来ませんので、ご注意下さい。
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②明治神宮北門手前スペース
【時間】 25日（土）10:00～18:00

26日（日）9:30～18:00
乗降場所は②となります。
明治神宮内へは入苑出来ませんのでご注意下さい。
乗降後は速やかに退苑下さい。
降車後は のルートを通り各会場へ移動をして下さい。
乗車を行う場合は、踊り子が②にすべて集まった後、②に
いるスタッフにお声掛け頂き、確認後バスを呼んで下さい。

※事前にバスを待機させることは出来ません。

①

②

神宮会館
（更衣室）

神宮会館ステージ

参拝者駐車場

北参道（北門）

明治神宮（北門）



■バス乗降場所について（代々木第一体育館横）

※①でバスは待機出来ません。必ずバスと事前に連絡を取り合い、乗車予定時間に速やかに乗車
出来るようにして下さい。

【乗降可能時間】 25日(土) 9:00～21:00／26日(日) 9:00～21:00

【代々木第一体育館横道路】(更衣室を利用しないチーム)

①
乗
降
場
所

注意事項
・乗車エリアは公道の為、バス駐車はできませんので、踊り子到着までの待機は、一切出来ません。
・乗降場所は大変狭くなっております。バス到着次第、速やかに乗車し、退出をお願いします。

第一体育館側に付ける様
にして下さい

1. 事前に申請頂いている乗車予定時間に①乗降場所にお集まり下さい。

2. バスが到着したら誘導係員の指示に従い、乗車して下さい。

3. 乗車後は速やかに発車して下さい。
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乗降を行う際は、事前にお渡しする「車輌証」をフロントガラスに提示して下さい。またこちらの乗降ス
ペースは公道となりますので、一般車両及び歩行者の迷惑にならないように速やかに乗降を行って
下さい。また、乗降に際しては長時間の停車は出来ません。

1. 事前に申請頂いている到着時間に乗降場所へお越し下さい。

2. 外から認識出来るように「車輌証」をフロントガラスに掲げて下さい。

3. スタッフが誘導致しますので、指定された場所に停車し、速やかに降車して下さい。

4. 降車後は速やかにバスは発車させて下さい。

※ 道路状況によっては降車場所に停車出来ず、お待ち頂く場合もございます。

誘導スタッフの指示に従い降車を行って下さい。

《降車手順》

《乗車手順》



事前確認事項



■事前提出物について 40

今後事前に以下のものを事務局まで提出して頂きます。
連絡担当者さまへのメール及び公式HPのログインページにお知らせ致しますので、

◇PC上での入力作業
◇データファイルの提出（※ファイル名にはチーム名を入れ、メールに添付してご提出下さい。）
◇郵送

各種方法で期限内にご提出をお願いします。

≪ガイドブック掲載事項確認・提出≫

・ガイドブック用チーム紹介文確認
・ガイドブック掲載用チーム写真（※データのみ）

提出締切済み

締切＝7月18日(水)

●2次提出分のご案内

・演舞情報入力フォーマット（※入力画面）
[チームマネージャー登録、演舞にあたっての確認事項、司会者用チームプロフィール他]
・楽曲音源(※楽曲確認及び公式DVD用)
・コンセプト用紙(※任意提出)
・バス乗降場所利用申請書(※必要チームのみ)

≪入金報告・情報入力フォーマット≫
・参加費振込み内容確認
・代表者説明会及び懇親会の出欠確認

■個人情報の取扱について

スーパーよさこい事務局は、ご提出頂いた用紙に記載された個人情報を、

『原宿表参道元氣祭スーパーよさこい』へ参加する上で必要な情報の提供、 又はやり取りを

行うためだけに取得・利用致します。

参加チームの代表者および担当者は、これらの個人情報の取扱に同意の上ご提出下さい。

・参加者リスト提出

※「参加者リスト」とは、個人参加料で加入する保険の手続きに必要となるリストです。
フォーマットは、ログインページからダウンロードして下さい。
①お名前②生年月日③性別を定型フォーマットにご記入の上、チーム名のファイルにして
ご提出下さい。

・追加個人参加料お振込
※振り込み口座は「参加費について」で案内した通りです。

締切＝8月13日(月)

お振込期間＝8月1日(水)～8日（水）まで



◇提出用楽曲について

・祭当日は、事前にご提出頂いた音源を実行委員会でデータ化し、各会場で使用させて頂きます。

※各チームの皆さまは予備としてバックアップ用楽曲CDを当日お持ち下さい。

・楽曲音源をCDでご提出頂く場合はケースに、チーム番号・チーム名・音出しのタイミングを記入

しておいて下さい。（ステージ用、ストリート用各1枚作成下さい。）

例）ケース 本体

◎ＣDの録音方式について

※ ＣDへの録音の際は、データ方式ではなく、必ずオーディオＣＤとして録音して下さい。

お手持ちの再生機で曲がちゃんと流れるか、ご確認下さい。

※ 楽曲の作成方法によって音の大きさが変動いたしますので、曲を作成する際には適正レベルにて作成

して下さい。（０VUを基準）

■事前提出物について 41

ステージ用

[楽曲音源の提出について] 

今年から、下記の通り変更となりますのでご注意下さい。

〇ステージ演舞用（ルーピングしていないステージ用1曲・4分30秒以内）
〇ストリート演舞用（ルーピングしていないストリート用1曲）
※ストリート用の楽曲はご提出頂いた1曲をこちらでデータ化し、当日自動ルーピング再生致し

ます。隊列を直す時間などが必要な場合は間繋ぎ（無音等）も含めた1曲を作成してご提出
下さい。

※ステージ用とストリート用の楽曲が同じの場合は、その旨明記の上、ステージ用楽曲1枚を
ご提出下さい。

それぞれをＣＤまたはデータ便にて事務局までご提出ください。データ便ダウンロード形式での

提出の場合は、圧縮せずwav方式(mp3方式はNG)のデータを送付下さい。

※郵送にてご提出の場合は、CDにて事務局までお送り下さい。

〒150-0001 渋谷区神宮前6-9-1 冨永ビルB1F 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい事務局宛て

※ご提出頂いた音源は、公式DVD用の音源として使用する場合がございます。

[楽曲提出についてのご注意]

・提出が遅れますと、運営に支障をきたしますので、提出期限厳守でお願い致します。

・複数のデッキで再生確認をした上で提出して下さい。

・当資料付属の用紙に

【チーム番号／チーム名／録音分数／よさこい節又は地元民謡・童謡の挿入されている分数】

をご記入頂き、ＣＤに添えてご提出下さい。データ便ダウンロード形式での提出の場合は、

メール本文等にて上記項目をお書き添えの上、メール送信お願いします。



当祭では祭盛り上げ施策として参加チームのオリジナル缶バッチ制作、販売を行います。
別紙「YOSAKOI缶バッチ」のチラシをご確認頂き、ご参加頂けるチームはチラシに記載されて
いるお問い合わせ先「小高坂更生センター」までご連絡をお願い致します。

■その他のお知らせ

◎参加チームログインについて

公式サイトのＴＯＰページに「参加チームログイン」という機能がございます。
事務局からのご案内情報や、代表的なお問い合わせへの回答など、参加チーム向けの
情報を盛り込んでおります。
新しい情報を随時更新してまいりますので、定期的なご確認をお願い致します。
ＩＤ、パスワードを入力し、ＯＫをクリックすると、当該ページが参照頂けます。
ＩＤ、パスワードに関しましては、すでにご案内の通りです。

事務の都合上、今後も参加チームの皆様へのご連絡は出来るだけログインページ及びＥメールを
活用したいと考えております。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

※ 代表者の方がメールを見れない場合、他メンバーの方でもかまいませんので、必ずメールアドレスの
登録をお願いします。（携帯電話ではなくＰＣのアドレス）

※ Ｅメールのやりとりは、原則として、申込時に登録して頂いた代表者（担当者）からとさせて
頂きます。情報の混乱を防ぐためですのでご了承下さい。

事務局連絡用メールアドレス superyosakoi@omotesando.or.jp

【Eメール連絡について】

【公式HPについて】

原宿表参道元氣祭スーパーよさこい公式ＨＰ
http://omotesando.or.jp/yosakoi
祭の最新情報はこちらでチェックして下さい。
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【スーパーよさこい缶バッチについて】

【ＳＮＳ連携について】

・当祭は、公式HPに加え、facebookやtwitterといったSNSによる情報発信を行っております。
是非、「いいね！」やフォロー等で情報共有にご活用下さい。また、今後は参加チームとの
情報共有による発信も検討していますのでご協力お願いします。

ID:superyosakoi_JP
http://www.facebook.com/
spyosakoi

・当祭は地元町会商店会を始め多くのボランティアスタッフの皆様の協力
のもと開催されております。またHPにて一般ボランティアの募集を行って
おります。特に都内チーム関係者さまは、ボランティア参加をお願いしま
す。また、祭運営や地域振興などに興味のある方がおりましたら是非、
ボランティアスタッフとしてご参加頂ければ幸いです。

・皆様に気持ち良く演舞披露して頂き、安全かつ継続的な運営に努めて参
りますので、ご協力を賜りたく存じます。宜しくお願いします。

【ボランティアスタッフのご協力について】



その他



■参加にあたって

■ マナーについて

● ゴミ、たばこのポイ捨てをしないで下さい。

● ゴミの分別にご協力下さい。

● 決められた場所以外での喫煙をしないで下さい。

● 歩きたばこはしないで下さい。

● 演舞場以外で、鳴子や楽器の音を出したり、大きな声で騒がないで下さい。

街を、人を、環境を、大切にすることを約束して下さい。

原宿表参道は、1920年に建立された明治神宮の参道街として発展してきた街です。

2001年からは、『エコ・アヴェニュー』を宣言し、クリーンエネルギーの推奨や、ボランティ

ア活動の推進などの活動を大切にする街作りをすすめています。

その表参道で明治神宮奉納として開催される、“原宿表参道元氣祭スーパーよさこい”

の実行委員会としては、参加チームのみなさんにも、ぜひ原宿表参道のコンセプトを知

っていただき、街を、人を、環境を、大切にするという気持ちをもっていただきたいと思い

ます。

その一歩として、踊り子のマナーの向上や、ごみやたばこのポイ捨ての禁止など、小さ

なことからお願いしたいと思います。

そうした基本を守れない踊り子さんについては、本意ではありませんが、私たちと共に

お祭を盛り上げていくのにふさわしくないと判断する場合もありますので、参加を希望さ

れるチームにつきましては、この基本ルールをお約束いただけるようお願いします。

またこの約束をチームの地元の街へも持ち帰り、さらに広げて頂くことを期待します。

※上記に著しく違反しているなどの行為があった場合、

演舞の中止、出演のお断りをさせていただく場合もございます。

原宿表参道 街との約束
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manner rise！！



その他注意事項

■その他参加ルール 45

◇ 各チームは自主自律で責任を持って行動して下さい。

◇ 各チームの代表者はルール及び注意事項をメンバーに守るよう徹底して下さい。

◇ 演舞場では運営本部、誘導員、警備員などの係員に従って下さい。

◇ 会場周辺及び明治神宮内でのご参拝者には迷惑にならないように行動して下さい。

◇ 明治神宮内及び表参道、代々木公園での指定場所以外での喫煙・飲酒はご遠慮下さい。
※明治神宮内での喫煙は指定された場所以外全面禁煙区域です。
※神宮会館ステージ横の喫煙所は踊り子の皆さまは使用出来ませんのでご注意下さい。

◇ 各チームは演舞時間10分前には各演舞場のチーム受付を済ませチーム待機場所に集合して
下さい。

◇ 当日は大変混雑となる可能性があります。移動時間は余裕を取り、各会場でのチームの
持ち時間は必ず守って下さい。
※時間を超えた場合、途中で中断させて頂く場合がございます。

◇ 集合時間に集合していないチームがいた場合、棄権とみなしますのでご注意下さい。

◇ 当日は体調管理に十分気をつけ、こまめな水分補給などを行って下さい。

◇ 演舞中又は演舞後の事故・体調不良のメンバーがいる場合は、近くの係員にお知らせ下さい。

◇ 未成年者の踊り子は必ず保護者及び学校の承諾を受けたうえでご参加下さい。

◇ 未成年者のメンバーの喫煙・飲酒は絶対させないように注意を払って下さい。

◇ 非常時、演舞を中止とする場合もありますのでご了承下さい。
※地震や火災、その他実行委員会が演舞が難しいと判断した場合など

◇ 各参加者の荷物、貴重品は自己管理して下さい。万一、盗難・紛失にあっても主催者側は責任
を負えませんのでご注意下さい。

◇ 祭会場内ではゴミの問題の関係上、観客及び来場者の方への配布物はご遠慮下さい。
※特にうちわの配布に関しては、当祭にてスポンサー用として配布しておりますので、ご遠慮
下さいますようご協力お願い申し上げます。

◇ 当祭ではドローン（マルチコプター）の使用や撮影は禁止となります。
警察からの要請となりますのでご協力お願い致します。



■その他参加ルール

チーム及び踊り子肖像権及び個人情報の取り扱いについて

・参加チームの肖像権及び著作権は2次使用権も含め、全て原宿表参道元氣祭実行委員会に帰属
するものとします。各チームは、エントリーをもってその使用権を主張しないことに同意したものと
させて頂きます。

・各肖像権及び著作権等の権利侵害等の訴えがあった場合、すべて行為者の責任となり主催者は
一切関与しません。

・エントリー時にご登録頂いた個人情報については、原宿表参道元氣祭スーパーよさこいに関する
ご案内にのみ使用致します。その他の目的には利用致しません。
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非常時について

・強い地震の発生及び荒天（落雷の恐れ）の際には、消防・警察と協議の上、祭中断及び中止、避難
を決定します。中止及び避難を要する場合は係員が誘導しますので指示に従って行動して下さい。

・天災（台風・雷・地震）等により止む無く祭を中止した場合は、参加費等のご返金できませんので予
めご了承下さい。

・祭中断及び中止に際しての演舞スケジュールと表彰・審査について
【祭中止となった場合】
●25日（土）
・NHK前ストリートでの審査は中止とし、翌日の「表参道演舞土曜選考枠×6枠」は対象なしとする。

※中止になった時点で「表参道演舞土曜選考枠」の対象チームがすべて演舞を終えていた場合は
発表をWebにて行う。

・25日（土）の団体賞は対象なしとする。

・翌年の表参道演舞チーム選考に関しては、昨年（2017年度）審査結果を基に選考する。

●26日（日）
・表参道アヴェニュー審査は中止とし、今年の団体賞は対象なしとする。

【祭一時中断・再開となった場合】
●25日（土）
・演舞が一時中断となった場合は中断時間に関わらず演舞スケジュールに基づき演舞を再開する。
※演舞を中断したチーム及び祭を中断していた時間に演舞を行う予定のチームは演舞中止とする。

・ 25日（土）NHK前ストリートは、会場の終了時間を延長し対応します。
対象となったチームはNHK前ストリートの最後に演舞して頂く形となります。
当日会場の進行スタッフの指示に従って下さい。

●26日（日）
・演舞が一時中断となった場合は中断時間に関わらず演舞スケジュールに基づき演舞を再開する。
※演舞を中断したチーム及び祭を中断していた時間に演舞を行う予定のチームは演舞中止とする。

・表参道アヴェニューでの中断チームは、前日のNHK前ストリート審査を基に選定します。
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■代表者説明会 会場
日本看護協会B2F

■懇親会会場
エコファームカフェ632
渋谷区神宮前６丁目３２−１０
ピアザアネックス １F

【懇親会会場】：エコファームカフェ632

エコファームカフェ632

代表者説明会会場（日本看護協会）→
表参道を原宿駅方面へ→
明治通りを越えて左折（渋谷方面へ）→
東京メトロ明治神宮前<原宿>駅7番出口とLeSportsacの間の路地を右折→
50m程進んだ左手が懇親会場のエコファームカフェ632となります。



楽曲音源提出用紙

こちらの書き込み用紙に下記の例の様に、

ステージ用かストリート用楽曲かを丸で囲み、

【チーム番号／チーム名／録音分数／よさこい節の挿入開始時間】

をご記入の上、書き込み用紙を切り取り線で切り離してＣＤに添えてご提出下さい。

また、念のためご提出頂くＣＤにも【チーム番号・チーム名】をご記入下さい。

例

CD本体

チーム番号 チーム名

曲全体の長さ(時間) よさこい節の挿入開始時間

4分25秒 3分16秒～

(200) よさこいスーパーチーム

備考

特になし。

＜切 リ 取 リ 線＞

分 秒 分 秒～

チーム番号 チーム名

曲全体の長さ(時間) よさこい節の挿入開始時間

備考【事前提出用】

＜切 リ 取 リ 線＞

ステージ用 ・ ストリート用

ステージ用 ストリート用

7月18日(水)
提出締切

ステージ用
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