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朝霞市から参加させて頂きます「遊人」と申します。今年で結成11年目、メンバー全員で歌いながら楽しく、元気よく
この坂戸よさこいを盛り上げたいと思いますので応援よろしくお願い致します。

お蔭様で今年六回目のよさこい参加になります。子供達が多い我がチーム。年々大きくなり頼しくなって来ました。
これからも子供達の成長と共によさこいを楽しみたいと思います。応援宜しくお願い致します。

坂戸よさこいで踊りたい！と結成してから今年10年になりました。毎年新しい出会いと共に夢を重ね踊る喜びと感動を
この場所で感じてきました。いつも応援して下さる皆様に感謝。そして坂戸よさこいが末永く続きますように。

結成３年。今年は待望のオリジナル曲が完成し、ハリキっています。振り付けは、全員で考えました･･･。
坂戸よさこいを、みなさんと共に楽しみたい！そんないろは組を応援して下さい！！

今年もやります。みせます。戎魂　心一つ演舞させて頂きます。

溝端、薬師、坂戸保育園の年長児チームです。みんなで心を合わせ、元気に楽しく踊ります。子どもたちの笑顔と
パワーに注目してくださいね。

他国から伝わりし異文化と、いにしえから守りし国文化。二つの色を混ぜ合わせ御侠衆柏崎流の世界観を創ります。
結成10周年を迎え新たなスタートの御侠衆柏崎独特の世界観をどうぞご覧ください。

今年のテーマは、「ぐるり」です。結成１０年目を迎え、ぐるりひとまわり、人と人との出会いを大切に、気持ちを新に、
更に前へと進んでいきたいと思いますので、ご声援の程、よろしくお願い致します。

「よさこいが踊りたい！おどり隊！」と誰もが踊れるチームとして15年前に結成！今年のテーマは「和・輪・我が日本」　
日本の四季を表し、所狭しと、踊り回ります。

どこよりも熱く、何よりも楽しく、どこまでも景気良く。２４年目を迎えた上總組は、今年も土佐の高知の鳴子の音（ね）を
愛しつつ踊ります。上總組のお祭り騒ぎにお付き合いいただければ幸いです。

鳴子さばきは大人顔負け。元気な声は言うに及ばず。上總の童は今日も楽しく踊ります！よさこいの、日本の明日を担う
元気な童の鳴子に合わせて、皆様どうぞお手拍子を！

朝霞市より参加させて頂きました「かつみ」と申します。9年ぶりの参加でメンバー一同とても楽しみにしております。
坂戸のお客様に「感動」を与えられる演舞を披露出来ますよう、全力で踊らせて頂きます！！

川島キラーズです。楽しく元気にをモットーに週１で町の体育館で舞ってます。坂戸よさこいには１３回目の参戦になり
ます。今年も元気一杯、舞台いっぱい、楽しませていただきます。よろしくお願いいたします。

結成１０年目の綺kiです。１年間の休みをいただきましたが、新たな気持ちで踊りたいと思います。みなさんよろしく
お願いいたします。

今年結成した絆星（きずなぼし）は「楽しく踊ろう」が合言葉。１０年来のよさこい経験者もいますがほとんどが初参加！！
上は○才から下は４才と幅広いメンバーで活動しています。どうぞ応援よろしくお願いします！

東松山市から参加させて頂きます輝楽楽です。会を立ち上げて今年７年目を迎えました。年齢層豊かでとても明るい
チームです。今日の日を目指して頑張って練習を重ねて来ました。笑顔いっぱい、元気に楽しく踊ります。

私達は、福祉施設の利用者と職員で結成したチームで、今年で４年目になります。坂戸よさこいには３回目の参加とな
ります。勇壮活発をチームテーマに一生懸命踊りますので、応援よろしくお願い致します。

北海道のよさこいチーム石狩流星海様楽曲提供の元、一同心を一つに踊ります。ご声援よろしくお願い致します。

私たちは楽しむ事を第一に活動しており若い世代を中心に振り付けや衣装デザインをチーム独自のカラーにと
取り組んでおります。

今年のテーマは、「会津魂～挑～」、出陣する会津藩の武士たちは、玄武・青龍・朱雀・白虎の四神の名を背負い明るい
未来を実現するため戌辰の戦いに挑む。何事も諦めず、挑戦することで何かが変わるということを伝えたい。

府中に一番はじめに出来たよさこいチームです。今年で結成１０年目！この先も長～くよさこいを踊り続けられるよう
老いも若きも心ひとつに楽しく明るくをモットーに皆様にも喜んでいただけるようがんばります♪

私達彩華連は、３才から７０才代迄幅広い年代のメンバーにより構成されたチームです。よさこいを通じて仲間づくり、
健康づくりと元気に楽しく練習に励んでおります。

坂戸小学校のよさこい大好きっ子達の連です。今年で参加13年目となります。笑顔いっぱい、元気いっぱいに踊ります。

坂戸よさこいオリジナル曲を演舞します。飛び入り大歓迎！！一緒に踊りましょう！！

今年で14回目の参加です。坂戸と越生の作業所で働いている仲間達が仕事の合間に練習を重ねて今日のステージを
迎えました。１人１人が元気に楽しく踊るのをモットーに個性的でにぎやかなステージをお届けします！

今年で13回目の連続参加です。子供達も新人さんも増え明るい連に成りました。練習も和気あいあいと楽しく過して
います。今年のテーマは飛躍です。未来に向けて頑張っていきたいと思います。皆様宜しく御願い致します。

私たちは日々、看護技術の習得と看護師としての心構えを身につけるために勉強しています。このよさこい祭を通して、
地域のみなさんと交流を深められればと思います。ご声援よろしくお願いします。

坂戸西高校の運動部の３年生を中心としたチームです。結成期間は短いですが、３年間の学校生活で作り上げた結束力
を活かし、お客様が元気になれるように力いっぱい踊りたいと思います。声援よろしくお願い致します。

夏の日差しを彩るように、優雅で力強く、そして艶やかさを、男踊り、女踊りで表現しています。最後までご声援よろしく
お願い致します。

昨年は結成10周年を迎える事ができました。我々を育てて下さった坂戸よさこいとお客様には改めて感謝申し上げ
ます。今年は初心に戻って純粋によさこいを楽しめたらと思います。皆さんも一緒に盛り上がりましょう。

結成12年目に入ってますます勢いが増している狭山YOSAKOI紗恋乱です。より華やかでキレのあるパフォーマンス
が皆様に見せられるように頑張ってきました。紗恋乱は沢山の声援が大好物です。たくさんの声援まってます♡

私達はＪＡいるま野北部女性部です。この日のために練習を重ねてまいりました。坂戸の地名が入った軽快で楽しい
楽曲に合わせ女性パワーで精一杯舞い踊りますので皆様ご声援宜しくお願い致します。

毛呂山町から来た「笑って輝く」と書いて～笑輝～です。小さい子は4才から大人までのチームです。小さな家族が
集まり一つの和となり大家族となり楽しく踊ってます。皆さんと楽しく笑顔になる時間を過ごしたいと思います。

城西大学ShoeLaceです。私たちは主にストリートダンスをしている部活ですが、今年はそれとは少し違ったダンスを
踊ります。去年に続き今年も精一杯踊りますので、応援よろしくお願いします。

通りゃんせシリーズ４作目「嵐を呼ぶ男」１９５０～６０年代銀座ダンスホール「スイング＆和ジャズ」お楽しみください♪

２回目の出場となります。少人数ではありますが、オリジナル曲で、おどります。皆様の声援よろしくお願いします。

地元坂戸の真舞會です！昨年結成１０年となり、次の１０年目指して老若男女まだまだ頑張っていきます。
曲調も新たに、激しく舞い踊りますので、応援よろしくお願いいたします！

明るく笑顔の似合う可愛い子どもたち総勢181名のすえひろようちえんげんき連が踊ります！みんな仲良く元気
いっぱいに頑張ります！

第１回目より参加しています。親子、夫婦、おばあちゃんと孫世代を越えた、まとまりのあるチームワークで、頑張って
おります。

親子参加の多い大家族の様なチームです。愉快な仲間たちと一緒に楽しんで下さい。魅の一文字で「すだま」宜しく
お願いします。

毛呂山町より参りました世明です。今年で結成３年目、坂戸よさこいは３回目の出場です。メンバーも少しずつですが
増え、今年も熱い坂戸で熱く踊らせていただきます。「よさこいで世の中を明るく」これが世明の夢です。

今年もセレモア連として笑顔で元気に楽しく踊らせて頂きますので皆様の温かいご声援をよろしくお願い致します。

若さと健康を維持するために、腹式呼吸、医療気功、ボイストレーニングを学んでいる。ソレイユというグループです。
25才から80才と年齢層は幅広く、モットーは、明るく、やさしく、あたたかくです。

つるせよさこい祭りＰＲオフィシャルチームの玉組です。是非とも１０月には富士見市鶴瀬で開催されます、
つるせよさこい祭りにもお越し下さいませ。

私たち鶴舞お祭り連は、第一回から全開催出場の子供中心のチームです。坂戸一気楽に坂戸よさこいに参加できる
チームを目指しています。子供達の元気なパワーで暑さを吹き飛ばし、坂戸よさこいを盛り上げます！

今年のとき川連の合い言葉は「まあるくまあるくいきましょう！」です。心にまあるい花を咲かせます。和風モダンな
衣装で楽しく元気に可愛らしく、とき川らしく踊っていきます。どうぞよろしくお願いします。

1999年に結成されたよさこい鳴子踊りのチームです。結成当初からの永遠のテーマであるチーム名由来の
「武蔵野大地に到来した壮大な嵐」のように力強く、激しく、楽しくスピード感のある演舞を魅せます。

今年で５回目の参加となります、栃木県立小山北桜高校よさこいソーラン部櫻笑です。県内唯一のよさこいの
部活として元気と笑顔をモットーに活動しています。今年も季節外れの桜が坂戸の地に舞い降ります！！

よさこいメンバーが、少しずつ減っていますが、少ない人数の中でも楽しく、坂戸よさこいを盛り上げていきたいとの
思いで２日踊ります。それが和というチームです。

「三度の飯より祭り好き」そんな仲間が集まり、踊り続け、楽しみ続けて10年が経ちました。10年間、沢山の方に
応援していただいた我笑も、この坂戸で解散です。最後まで私たちと一緒に楽しんでください。

私達は日本医療科学大学です。日々、医療系の分野を学んでいます。今回で４回目の参加となります。
昨年よりもパワーアップした私達の踊りをぜひ楽しんでください。

世界で一番敷居の低いよさこいチームです。インターネットで参加申し込み。送られて来た練習セットで自主練習。
祭り当日集合しておもいっきり祭りを楽しんだら、はい解散。曲と振付けは、１４年間同じです。

皆様の少し未来を行く至高の銀河系アイドル、バービーズがやって参りました。こちらにお集まりの皆々様方にお楽しみ
頂くのはもちろんの事、スマホ片手にふらり道行くそちらのお嬢様やお兄様にも振り向いて欲しいのよ。

私達、花影連は今年で結成13年目となります。新しいメンバーも増え、曲、衣装を一新して参りました。鳴子のリズムに
笑顔を乗せて個性豊かに舞い踊る！花影連、今まで以上に坂戸よさこいを盛り上げて行きたいと思います。

坂戸を中心に活動している結成9年目のチームです。今年も、皆様と一緒に「坂戸よさこい」を楽しみたいと思います。
ご声援宜しくお願い致します。

今回で10回目の参加となります私達は、３世代のチームです。「坂戸よさこい」で今年も又踊れる楽しみを、
見ていただく皆様に少しでも伝わるようにガンバります。

東京都日野市役所の若手職員を中心としたチームです。「誠楽」結成１０周年の今年は、例年よりさらに日野市を
盛り上げていきたいです。誠に楽しい日野の舞いをぜひご覧ください。

結成7年目。今年のテーマは「ひらり☆七ツ星」観ているお客様の心にひらり星がながれるように･･･　
キラキラ光るひらりの舞をお楽しみください。

和紙の里、小川町の福豆です。踊って楽しい観て楽しい福豆のよさこいで、福豆のまわりに笑顔があふれますように…。
今年も元気いっぱい踊ります。

「竜と鳳凰」竜のように力強く、鳳凰のように煌びやかに舞う様をご覧あれ！今年は人と人との出逢いや繋がりを
大切にして、皆でひとつの「よさこい」創りたいという願いを込めました。

坂戸よさこいの応援に来ました。高知のチームですが、関東支部を中心とするメンバーで参加しています。
よさこい鳴子踊りのチームではめずらしい日本舞踊を元に振付けされた踊りを楽しんでいます。

今回で５回目の参加となります。安定してきた踊りを自信とほこりをもって披露させていただきたいと思います。
赤ちゃんだった子が年長になり、年少だった子が小３になり、20代だった子が30代になり…成長をご覧ください。

今年のテーマは「天響の舞」舞武蔵の音と踊りに鳴子の音が天まで響く様に晴れやかに表現したいと思います。
観客の皆様にもよさこいの楽しさが伝わります様に思いを込めて踊ります。

埼玉県日高市を拠点とし、近隣地域の世代を超えた仲間たちと共に年間を通して楽しく活動しています。
子どももおとなも男も女も舞う人熱く華やかに、こころひとつにこじゃんといくぜよ！！

結成14年、2才の幼児から大人まで親子で踊れる未遊連です。私達は楽しく仲良くをモットーに和やかな雰囲気の
中で練習をしています。楽しく踊りたい親子、踊りが好きな皆さん、年齢制限無しで常に仲間を募集中です！

今年結成したチームです。坂戸よさこいに出場する為に昨年より準備して参りました。下は０才から上は無制限。
アットホームなチーム作りを志しています。

地元坂戸の山村国際高校鳴子連です。部活動としてよさこいに取り組む、全国でも数少ない高校生チームです。
今日は有志のメンバーも加えて、元気・鳴子・笑顔を合言葉に精一杯踊ります。応援よろしくお願いします。

勇舞会2014　The有頂天DREAMER　～夢は僕らが見せる～　お楽しみ下さいませ。

私達は、結成８年目の子供から大人まで幅広い年齢層の地元会員で楽しく練習に励んでいます。今年も皆んなで
明るく、楽しく、そして元気に精一杯頑張って踊ります。ご声援よろしくお願い致します。

鶴ヶ島市のよさこい塾よっしゃです。今年も坂戸よさこいでジャズります♪よろしくお願い宜します。

地元坂戸を中心に板橋、千葉県とよさこいを心から愛し正調よさこいを目指し、小学生、中学生の若い会員が加わり
明るく元気良くをモットーに練習を兼ねて踊らせていただきます。日本中の皆さんに勇気を伝承します。

第14回坂戸よさこい開催おめでとうございます。今年のコンセプトは「粋に大胆に！」ふるさと吉見町への愛と
この会場のお客様に感謝を込めて踊りますので応援よろしくお願いします。今後ともご贔屓に～！

今年で３回目の参加です。４歳、５歳のおともだちが元気いっぱいおどります。毎日いしょうけんめい練習しました。
あたたかいおうえん、よろしくお願いします。

共に笑顔になれたらいいなーと思っています。さあ…一緒に楽しみましょう！！

バシット行こうぜわいわい連！をスローガンに、よさこい始めて14年。
関東内のイベント・祭りに、年に14、5回参加しています。貴方もいっしょに踊りませんか！^ ０＾

地域の絆　家族の絆を大切に、年代をこえて和気あいあいと活動しています。９回目の参加でも、いつも新鮮１年生。
よさこい！たのしいで～す。ご声援よろしくお願いしま～す。

チーム結成4年目の和楽です。今回の演舞は「カラフル百景」という曲で、明るくカワイイところやロックでカッコイイ
ところなど一曲の中にいろいろな要素を入れました。どうぞカラフルな和楽をお楽しみください。
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