
９月24日（土）

城址大通りパレードA 城址大通りB
(160m2回連続で演舞) (80m1回で演舞)

チーム スタート Aに引き続きBで演舞
昼1 ゐちぺぃじ 16:00 0:06
昼2 越中舞人 16:06 チーム スタート
昼3 心羅 16:12 昼1 ゐちぺぃじ 16:14
昼4 湊や 16:18 昼2 越中舞人 16:20
昼5 金澤こまち 16:24 昼3 心羅 16:26
昼6 Rey華繚乱 16:30 昼4 湊や 16:32
昼7 星槎笑ONE舞華 16:36 昼5 金澤こまち 16:38
昼8 Glanz 16:42 昼6 Rey華繚乱 16:44
昼9 月光◎朝陽 16:48 昼7 星槎笑ONE舞華 16:50
昼10 蜷川乱舞桜 16:54 昼8 Glanz 16:56
昼11 彪牙天翔 17:00 昼9 月光◎朝陽 17:02
昼12 神明小町 17:06 昼10 蜷川乱舞桜 17:08
昼13 プリティキッズ＆アイズエピック 17:12 昼11 彪牙天翔 17:14
昼14 夜高舞緋組 17:18 昼12 神明小町 17:20
昼15 天空しなと屋　しん 17:24 昼13 プリティキッズ＆アイズエピック 17:26
昼16 想叶縁来　奏 17:30 昼14 夜高舞緋組 17:32
昼17 こまつ華舞妓 17:36 昼15 天空しなと屋　しん 17:38
昼18 常磐 17:42 昼16 想叶縁来　奏 17:44
昼19 つる姫 17:48 昼17 こまつ華舞妓 17:50
昼20 はなぐみ 17:54 昼18 常磐 17:56
昼21 夢福人 18:00 昼19 つる姫 18:02
昼22 なるたか 18:06 昼20 はなぐみ 18:08
昼23 天華風舞 18:12 昼21 夢福人 18:14
昼24 艶夜紗－ 18:18 昼22 なるたか 18:20
夜1 ゐちぺぃじ 18:24 昼23 天華風舞 18:26
夜2 越中舞人 18:30 昼24 艶夜紗－ 18:32
夜3 心羅 18:36 夜1 ゐちぺぃじ 18:38
夜4 湊や 18:42 夜2 越中舞人 18:44
夜5 金澤こまち 18:48 夜3 心羅 18:50
夜6 Rey華繚乱 18:54 夜4 湊や 18:56
夜7 星槎笑ONE舞華 19:00 夜5 金澤こまち 19:02
夜8 Glanz 19:06 夜6 Rey華繚乱 19:08
夜9 月光◎朝陽 19:12 夜7 星槎笑ONE舞華 19:14
夜10 蜷川乱舞桜 19:18 夜8 Glanz 19:20
夜11 彪牙天翔 19:24 夜9 月光◎朝陽 19:26
夜12 神明小町 19:30 夜10 蜷川乱舞桜 19:32
夜13 プリティキッズ＆アイズエピック 19:36 夜11 彪牙天翔 19:38
夜14 夜高舞緋組 19:42 夜12 神明小町 19:44
夜15 天空しなと屋　しん 19:48 夜13 プリティキッズ＆アイズエピック 19:50
夜16 想叶縁来　奏 19:54 夜14 夜高舞緋組 19:56
夜17 こまつ華舞妓 20:00 夜15 天空しなと屋　しん 20:02
夜18 常磐 20:06 夜16 想叶縁来　奏 20:08
夜19 つる姫 20:12 夜17 こまつ華舞妓 20:14
夜20 はなぐみ 20:18 夜18 常磐 20:20
夜21 夢福人 20:24 夜19 つる姫 20:26
夜22 なるたか 20:30 夜20 はなぐみ 20:32
夜23 天華風舞 20:36 夜21 夢福人 20:38
夜24 艶夜紗－ 20:42 夜22 なるたか 20:44

夜23 天華風舞 20:50
夜24 艶夜紗－ 20:56


	２４日チーム送信用

