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〜
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番号 home ground チ ー ム 名 演技名・曲名 ジャンル Age
1 市内 天理和太鼓倶楽部猛鼓会 躍り打ち 和太鼓 高～大人

2 市内 天理和太鼓倶楽部猛鼓会（こども和太鼓教室） 三宅 和太鼓 小～大学生

3 市内 TENRI ☆ LITTLE BATONチアダンスチーム ひょっこりひょうたん島 チアダンス 小中

4 市内 TRK(天理市北部総合型地域スポーツクラブYYクラブ） DANCE ストリートダンス 小

5 市内 Advance with one h.h.d ストリートダンス 小・大人

6 市内 天理市学童保育所 イロトリどり/友よ ダンス・けん玉・一輪車 小中

7 市内 TENRI ☆ LITTLE BATON I've got　a dream バトントワリング 小

8 奈良県 NPO法人南京玉すだれ遊び塾いけどん会 ダーク 大道芸 大人

9 市内 プレミアム真美 みんながみんな英雄 体操ダンス 大人

10 広島県 民謡　弥生会 江の川舟引き唄 民謡 大人

11 市内 アロハココナッツ パパリナクラブ アラピカケ フラダンス 大人

12 奈良県 yasmeen Nage El Arab/Kurd Aza ベリーダンス 大人

13 市内 天理小学校スマイルグレープス You can't stop the beet / Ready go チアダンス/ポンポン/バトン 小

14 市内 てんやわん屋 THE BB TIME 創作ダンス 幼～大人

15 市内 MAKAMAKA リロ　アンド　スティッチ フラダンス 幼～大人

16 市内 Happiness 真美キラリ&ジュニア グイグイ 体操ダンス 小～大人

17 ゲスト＆市内 ルシャナ×いちょう体操・天理 天理市歌 ご当地アイドル&体操 大人
（ 小 休 憩 ）
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〜
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18 市内 丹波市小学校6年 南中ソーラン ソーラン節 小

19 千葉県 流山市文化協会洋舞部 ROXIES ジャズダンス 小～大人

20 東京都 踊るラッキーBOY　想真 狐舞 ～影と光の詩～ フリー身体表現スタイルダンス 大人

21 広島県 松本ナツ子モダンバレエ研究所 Reflection ～ふたつの光～ クラシックバレエ・Hiphop 小～大人

22 奈良県 奈良お手玉の会「たまゆら」 崖の上のポニョ/チューリップ /はと お手玉演舞 大人

23 市内 高齢者二階堂公民館　太極拳クラブ チェンミン 太極拳 大人

24 和歌山 西川流子供舞踊団 YAMATO 日本舞踊 小・高

25 奈良県 yacco & Almas サイ―ディ　サラマート/アルフ　レイラ　ワ　レイラ ベリーダンス 大人

26 和歌山 スタジオぽこ・あ・ぽこ ア・カペラ/紀州つれもて音頭 タップダンス 大人

27 三重県 Dance school HEYBIG オリジナル楽曲 ダンス・HipHop 幼～大人

28 三重県 Dance school jaka オリジナル楽曲 HipHop 幼～大人

29 奈良県 花柳 朱雀 よさこい 小～大人

30 ゲスト ご当地アイドル（ルシャナ・ちゃうちゃうわっちゃーズ他） アイドルショー

第
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部
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〜
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番号 home ground チ ー ム 名 演技名・曲名 ジャンル Age
1 市内 寺子屋カレス カレス優響　-yûkyô- 和太鼓 小

2 市内 げんきっずきりん（北保育所） よさこいパッション 創作ダンス 幼

3 市内 わくわく元気隊（中央保育所） The world is ours ! 創作ダンス 幼

4 市内 BUNNY² B.E.A.T ストリートダンス 中・高

5 市内 Figaro ホールド　アップ ロックダンス 中

6 奈良県 奈良お手玉の会「たまゆら」 崖の上のポニョ/チューリップ /はと お手玉演舞 大人

7 市内 Happiness 真美　桜組 糸 手話ダンス 大人

8 市内 MAKAMAKA リロ　アンド　スティッチ フラダンス 幼～大人

9 市内 てんやわん屋 THE BB TIME 創作ダンス 幼～大人

10 市内 いちょう体操・天理 天理市歌 ご当地体操 大人

（ 小 休 憩 ）　
11 市内 キラキラたんぽぽ（南保育所） イロトリドリ 創作ダンス 幼

12 市内 丹波市小学校6年 南中ソーラン ソーラン節 小

13 大阪府 真美体操関西エリアチーム おぼろ月夜 /フリソデハネコマ 創作体操ダンス 大人

14 市内 Happiness 真美キラリ組 El Ninyo! 創作ダンス 中～大人

15 市内 Happiness 真美ジュニアMIX 千本桜 創作ダンス 小・中

16 広島県 広島県民踊柴田教室　豊平さなえ会 寿ぎの舞 新舞踊 大人

17 滋賀県 滋賀県江州音頭協会 江州音頭 踊り（ステージ盆ダンス） 大人

18 宮城県 社会福祉法人仙台ローズガーデン　片倉加奈子 渚のアデリーヌ/The　Rose 創作ダンス 大人

19 北海道 UCフロンティア札幌 Sans Titre 一輪車演技 中～大学生

20 徳島県 （ゲスト）阿波踊り体操 ご当地体操 大人

（ 昼 休 憩 ）
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21 京都府 児童劇団やまびこ座和太鼓班 走楽 (らん ) 和太鼓 小～大人

22 大阪府 （ゲスト）堺西高等学校　女子ダンス部 テーマ「和」・「女性」 ダンス 高

23 和歌山 西川流子供舞踊団 YAMATO 日本舞踊 小・高

24 三重県 南京玉すだれ　伊勢路会 招福玉すだれ 南京玉すだれ 大人

25 市内 T.B.LOVERS　ジュニア ハイスクールミュージカル /ボン ファイヤーダンス バトントワリング 小・中

26 広島県 松本ナツ子モダンバレエ研究所 Reflection ～ふたつの光～ クラシックバレエ・Hiphop 幼～大人

27 京都府 京都山城みつば家 この道 よさこい 大人

28 和歌山 スタジオぽこ・あ・ぽこ 雑賀の孫一 /真田六文銭 タップダンス 大人

29 京都府 （ゲスト）サザエさんで健幸楽歩里体操 ご当地体操 大人

30 市内 丹波市幼稚園 ヤーレンソーラン　船を出せ ソーラン節 幼

31 市内 きりんぐみわんぱく隊（嘉幡保育所） ぼくの咲かせる花 鳴子踊り 幼

32 市内 てんりhandicapped people with Joyus Style Brothers タッタ エアロビックダンス 大人

（ 小 休 憩 ）　

第
３
部
（
14
時
30
分
〜
）

33 大阪 （ゲスト）大阪パントマイムグループ パントマイム 大人

34 三重県 バサラ風流倭尽心舞 心舞繚乱 よさこい 小～大人

35 三重県 三重マジッククラブ マジックショー マジック 大人

36 奈良県 関西文化芸術学院 天真乱舞 殺陣ダンス 高

37 奈良県 yasmeen Oriental with veil ベリーダンス 大人

38 奈良県 NPO法人南京玉すだれ遊び塾いけどん会 ダーク 大道芸 大人

39 市内 共に生きる舞やまびこ 天理な祭り/総踊り よさこい 大人

40 市内 ラウレア カイマラヒラ フラダンス 小・大人

41 市内 天理小学校スマイルグレープス You can't stop the beet / Ready go チアダンス/ポンポン/バトン 小

42 市内 山の辺太鼓　鼓響 水口囃子 和太鼓 大人

43 市内 天娘盛 レノベーション よさこい 大人

44 市内 朝和・柳本バトントワリングクラブ Happy Holiday バトントワリング・ポンポン 小

45 市内 天理高校ダンス部 soul factory steppers Follow me HIPHOP 高

46 市内 天理大学創作ダンス部 あめつちほしそ 創作ダンス 大学生

フィナーレ

※Age　　幼：幼児、小：小学生、中：中学生、高：高校生 ※Age　　幼：幼児、小：小学生、中：中学生、高：高校生


