
INDEX No. ペ ー ジ 名 称
 No.1095  「時の流れの中で」
 No.1094  2019年9月15日　KOBE ALIVE　総集編
 No.1093  2019年9月15日　KOBE ALIVE　５
 No.1092  2019年9月15日　KOBE ALIVE　４
 No.1091  2019年9月15日　KOBE ALIVE　３
 No.1090  2019年9月15日　KOBE ALIVE　２
 No.1089  2019年9月15日　KOBE ALIVE　１
 No.1088  2018 神戸よさこいまつり　明石海峡とびうお飛っ飛隊
 No.1087  2018 神戸よさこいまつり　早稲田大学よさこいチーム東京花火
 No.1086  2018 神戸よさこいまつり　魚崎結舞
 No.1085  2018 神戸よさこいまつり　京炎 そでふれ！葵和
 No.1084  2018 神戸よさこいまつり　京炎 そでふれ！輪舞曲
 No.1083  2018 神戸よさこいまつり　総踊り
 No.1082  2018 神戸よさこいまつり　岡山うらじゃ連 笑輝
 No.1081  2018 神戸よさこいまつり　法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋
 No.1080  2018 神戸よさこいまつり　なるたか
 No.1079  2018 神戸よさこいまつり　須磨よっちょれ会
 No.1078  2018 神戸よさこいまつり　百物語
 No.1077  2018 神戸よさこいまつり　皇學館大学よさこい部”雅”
 No.1076  2018 神戸よさこいまつり　岡山うらじゃ連 楽鬼
 No.1075  2018 神戸よさこいまつり　京炎 そでふれ！花風姿
 No.1074  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　ほにや
 No.1073  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　TACYON
 No.1072  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　だるま
 No.1071  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　安芸 東陣
 No.1070  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　Artwave×AZJ
 No.1069  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　四国銀行
 No.1068  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　PRIME MEMBER・ざっくばらん佐川
 No.1067  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　PlusOne
 No.1066  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　高知工科大学よさこい踊り子隊
 No.1065  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　朱七
 No.1064  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　夢現～いちぜん～
 No.1063  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　おおとよ・総合クラブとさ「青龍」
 No.1062  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　お喜楽家
 No.1061  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　十人十彩
 No.1060  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　青ノ春
No.1059  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　こうべりや
 No.1058  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　帯屋町筋
 No.1057  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　爽郷やまもと連
 No.1056  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　祭屋
 No.1055  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　和建設 しあわせ踊り隊・アローズ
 No.1054  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　須賀IZANAI連
 No.1053  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　さぬき舞人
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 No.1052  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　obrigado花山海
 No.1051  2017年　阿波踊り　アスティとくしま　おどりひろば　天水連　後編
 No.1050  2017年　阿波踊り　アスティとくしま　おどりひろば　天水連　前編
 No.1049  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　お喜楽家～樂～
 No.1048  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　ダンスクリーム AZUKI by 建匠
 No.1047  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　東印度公司・HAIR MAKE SALON FACE
 No.1046  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　高知高専 学生会・高知市役所踊り子隊
 No.1045  2017年　阿波踊り　アスティとくしま　おどりひろば　扇連　後編
 No.1044  2017年　阿波踊り　アスティとくしま　おどりひろば　扇連　前編
 No.1043  2017年　阿波踊り　アスティとくしま　おどりひろば　扇連・天水連　始め・終わり
 No.1042  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　ARU Belly 一座・浪花乱風
 No.1041  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　なんててかんてて・本丁筋踊り子隊
 No.1040  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　よさこいチーム炎 ～ほむら～
 No.1039  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　本山さくら
 No.1038  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　達粋連・浮助連・新ばし連
 No.1037  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　大名連・深雪連・かもめ連
 No.1036  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　陣・纏り家・尽 －Maturiya・Jin－
 No.1035  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　Team GET・り組・細木病院グループ
 No.1034  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　祭人衆
 No.1033  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　高松よさこい連
 No.1032  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　龍虎連・みやび連・IPS・かずら連・さきもり連・四国大学連
 No.1031  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　葵連・無作連
 No.1030  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　魂響－たまゆら－
 No.1029  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　絆笑舞心 ～大手前高松ダンス部～
 No.1028  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　紀楽蝶
 No.1027  第６４回よさこい祭り　中央公園競演場　かんしゃら・香川大学よさこい連 風華
 No.1026  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　ほんま連・いちない連・扇連
 No.1025  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　うずき連・近畿連合会・華舞遊
 No.1024  第６４回よさこい祭り　前夜祭　ほにや
 No.1023  第６４回よさこい祭り　前夜祭　旭食品
 No.1022  第６４回よさこい祭り　前夜祭　いなん
 No.1021  第６４回よさこい祭り　前夜祭　上町よさこい鳴子連
 No.1020  第６４回よさこい祭り　前夜祭　俵屋グループ
 No.1019  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　豆狸連・帝薬パップ連・奴連・ヤマト運輸
 No.1018  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　六右衛門連・歌舞伎十八番連・八千代連・にわか連
 No.1017  第６４回よさこい祭り　前夜祭　au
 No.1016  第６４回よさこい祭り　前夜祭　大橋通り踊り子隊
 No.1015  第６４回よさこい祭り　前夜祭　濱長 花神楽
 No.1014  第６４回よさこい祭り　前夜祭　とらっくよさこい（ちふれ）
 No.1013  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　ＪＲ四国連・めちゃ楽連・さくら連・明日連
 No.1012  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　阿波扇・富士電機グループ
 No.1011  第６４回よさこい祭り　前夜祭　四国銀行
 No.1010  第６４回よさこい祭り　前夜祭　ダイヤモンドダイニングよさこいチーム
No.1009  第６４回よさこい祭り　前夜祭　帯屋町筋
 No.1008  第６４回よさこい祭り　前夜祭　万々商店街 万々歳
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 No.1007  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　天保連・佐古あいじつ連
 No.1006  2017年　阿波踊り　両国本町演舞場　水玉連・藝茶楽
 No.1005  第６４回よさこい祭り　前夜祭　上總組
 No.1004  第６４回よさこい祭り　前夜祭　十人十彩
 No.1003  第６４回よさこい祭り　前夜祭　國士舞双
 No.1002  第６４回よさこい祭り　前夜祭　ぞっこん町田'98
 No.1001  2017年　阿波踊り　おどりひろば　阿波扇　後編
 No.1000  2017年　阿波踊り　おどりひろば　阿波扇　前編
 No.999  2017年　阿波踊り　おどりひろば　酔狂連　後編
 No.998  第６４回よさこい祭り　前夜祭　あたごまち愛組氣炎一座
 No.997  第６４回よさこい祭り　前夜祭　サボタージュ
 No.996  2017年　阿波踊り　おどりひろば　酔狂連　前編
 No.995  2017年　阿波踊り　おどりひろば　阿波扇・酔狂連　始め・終わり
 No.994  第６４回よさこい祭り　前夜祭　朱七
 No.993  第６４回よさこい祭り　前夜祭　サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS
 No.992  第47回神戸まつり 花舞台
 No.991  第２回　おかまち演芸会　総集編
 No.990  第２回　おかまち演芸会　殺陣　くノ一
 No.989  第２回　おかまち演芸会　殺陣　女剣士
 No.988  第２回　おかまち演芸会　殺　　陣
 No.987  第２回　おかまち演芸会　歌謡ショー
 No.986  第２回　おかまち演芸会　日本舞踊
 No.985  第２回　おかまち演芸会　街頭紙芝居・落語・スタッフ
 No.984  第２回　おかまち演芸会　太神楽曲芸
 No.983  よさこい祭り　ムービー　No.１３
 No.982  よさこい祭り　ムービー　No.１２
 No.981  よさこい祭り　ムービー　No.１１
 No.980  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.１０
 No.979  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.９
 No.978  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.８
 No.977  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.７
 No.976  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.６
 No.975  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.５
 No.974  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.４
 No.973  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.３
 No.972  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.２
 No.971  第１３回ゑぇじゃないか祭り　ムービー　No.１
 No.970  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　颯戯　FU-JA
 No.969  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　ひとひら
 No.968  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　青龍
 No.967  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　めごみ－明神林業－
 No.966  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　アローズ
 No.965  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　ざっくばらん佐川
 No.964  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　香゛流～まんで踊り舞～
 No.963  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多
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 No.962  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　高知市役所踊り子隊
 No.961  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　よさこいチーム炎～ほむら～
 No.960  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　亞空遊師
 No.959  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　帯屋町筋ジュニア隊
 No.958  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　桜 高知中央高等学校
 No.957  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　京町・新京橋“ゑびすしばてん連”
 No.956  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　明日連・阿波連・城西高校・天祐連・独楽連
 No.955  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　万々商店街 万々歳
 No.954  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　新ばし連・あたご連・ＪＲ四国連・水玉連・達粋連
 No.953  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　山口大学よさこいやっさん！！
 No.952  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　武秀連・金長連
 No.951  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　認定こども園 春野学園・おはな
 No.950  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　本家 大名連・華咲連・徳島文理大学連
 No.949  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　おどりんちゅ　うたかた
 No.948  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　静岡連・笹連・ヒーローズ
 No.947  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　皇學館大学゛雅゛
 No.946  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　天祐連・新大名連
 No.945  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　丸亀ごんな連
 No.944  2016　劇団　萌　陽気な地獄めぐりpart3　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
 No.943  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　スペック連・徳大工学電気電子　かみなり連
 No.942  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　百物語
 No.941  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　専修大学・歌舞伎十八番・阿波小町
 No.940  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　高知市子ども会連合会
 No.939  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　なにわ連・華舞遊
 No.938  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　梅乃連（梅ノ辻町内会踊り子連）
 No.937  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　黒潮連・早稲田大学・横浜国大・中央大学・東京理科大・慶應義塾
 No.936  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　空～Qou～
 No.935  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　都連
 No.934  ６３回よさこい祭り　高知城演舞場　いよさこい！！華魅
 No.933  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　奴連
 No.932  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　風舞輝
 No.931  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　大名連
 No.930  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　逢坂夢帆
 No.929  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　琉球國際太鼓　徳島支部
 No.928  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　NPOうげうげ王国
 No.927  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　四国大学
 No.926  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　でけでけ隊
 No.925  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　南越谷合同連
 No.924  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　ざっくばらん佐川
 No.923  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　日本郵政グループ
 No.922  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　宇宙～SORA～
No.921  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　達粋連
 No.920  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　和泉 「愛」
 No.919  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　一期一笑
 No.918  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　葵連
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 No.917  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　びさんじん
 No.916  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　高知市子ども会連合会
 No.915  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　みやび連
 No.914  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　桃山学院大学 よさこい連「真輝-SANAGI-」
 No.913  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　空
 No.912  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　徳島大学外科たけやぶ連・かずら・IPS
 No.911  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　六花
 No.910  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　黒崎wavsav
 No.909  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　うず潮連・阿波鳴連
 No.908  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　大阪泉州よさこい連　彩
 No.907  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　津山よさこい踊らん会 紅・よさこいはだ
 No.906  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　阿波扇・富士電機
 No.905  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　天空しなと屋　茜丸
 No.904  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　立正佼成会高知教会
 No.903  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　ヤマト運輸・うずき連
 No.902  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　憂喜世桜
 No.901  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　高知県立農業大学校
 No.900  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　ＪＲ四国連・大仏連・六右衛門・娯座留
 No.899  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　ゆうかり～ず一番組
 No.898  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　NTT西日本高知支店
 No.897  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　豆狸連・帝薬パップ連・めちゃ楽連
 No.896  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　夢天翔
 No.895  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　全日本グループ
 No.894  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　阿呆連
 No.893  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　１２Ｔｗｅｌ舞
 No.892  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　喰人 with テックス
 No.891  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　悠久連
 No.890  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」
 No.889  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　よさこいチーム炎～ほむら～
 No.888  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　佐古愛日連
 No.887  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　四天王寺大学YOSAKOIソーラン部　仏喜踊
 No.886  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　夢現～いちぜん～
 No.885  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　無双連
 No.884  第１３回ゑぇじゃないか祭り　石舞台会場　喜笑花
 No.883  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　華連榛原－かれん－
 No.882  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　さくら連
 No.881  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　俄嘉屋
 No.880  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　ささ連
 No.879  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　空山商店－HAZUKI－
 No.878  2016 阿波踊り　両国本町演舞場　達粋連
 No.877  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　なかとさもん
 No.876  2016 アスティとくしま　阿波踊り　ささ連・浮助連－２
 No.875  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　青ノ春
 No.874  2016 アスティとくしま　阿波踊り　ささ連・浮助連－１
 No.873  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　SUMMER ZIPPER
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 No.872  2016 アスティとくしま　阿波踊り　浮助連　前半
 No.871  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　よさこい演舞連 ほろろ
 No.870  2016 アスティとくしま　阿波踊り　ささ連　前半
 No.869  ６３回よさこい祭り　秦演舞場　ひとひら
No.868  ６３回よさこい祭り　前夜祭　フィナーレ
 No.867  ６３回よさこい祭り　前夜祭　ほにや
 No.866  ６３回よさこい祭り　前夜祭　濱長 花神楽
 No.865  ６３回よさこい祭り　前夜祭　帯屋町筋
 No.864  ６３回よさこい祭り　前夜祭　高松よさこい連
 No.863  ６３回よさこい祭り　前夜祭　au
 No.862  ６３回よさこい祭り　前夜祭　國士舞双
 No.861  ６３回よさこい祭り　前夜祭　TACYON
 No.860  ６３回よさこい祭り　前夜祭　菜園場“菜の笑”さ組
 No.859  ６３回よさこい祭り　前夜祭　俵屋グループ
 No.858  ６３回よさこい祭り　前夜祭　セントラルグループ踊り子隊
 No.857  ６３回よさこい祭り　前夜祭　高知銀行
 No.856  ６３回よさこい祭り　前夜祭　サボタージュ
 No.855  ６３回よさこい祭り　前夜祭　華・男衆（フットレスト）
 No.854  ６３回よさこい祭り　前夜祭　桜 高知中央高等学校
 No.853  ６３回よさこい祭り　前夜祭　ダイヤモンドダイニングよさこいチーム
 No.852  ６３回よさこい祭り　前夜祭　京町・新京橋“ゑびすしばてん連”
 No.851  ６３回よさこい祭り　前夜祭　いなん
 No.850  ６３回よさこい祭り　前夜祭　旭食品
 No.849  ６３回よさこい祭り　前夜祭　NTT ドコモ
 No.848  ６３回よさこい祭り　前夜祭　大富士with雄大グループ
 No.847  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　ピンナップ・トリミング　後半
 No.846  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　ピンナップ・トリミング　前半
 No.845  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　殿様連
 No.844  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　酔狂連
 No.843  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　新のんき連
 No.842  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　悠久連
 No.841  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　天水連
 No.840  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　阿波連
 No.839  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　天保連
 No.838  はな・はる・フェスタ2016　阿波おどり春舞台　さゝ連
 No.837  はな・はる・フェスタ2016　阿波藍×阿波おどり「徳島ＰＲショー」　ピンナップ・トリミング
 No.836  はな・はる・フェスタ2016　ゲストドレスショー　ピンナップ・トリミング
 No.835  ６０回よさこい祭り　前夜祭　ピンナップ・トリミング　後半
 No.834  ６０回よさこい祭り　前夜祭　ピンナップ・トリミング　前半
 No.833  2010年8月22日公演　第３回豊中平和演劇祭 「陽気な地獄めぐり」ピンナップ・トリミング

 2009
年8月公演　第2回　豊中平和演劇祭「なすの庭に夏」ピンナップ・トリミング

 No.831  2008年8月公演　第１回豊中平和演劇祭・劇団“萌”「出口のない海～人間魚雷回天～」ピンナップ・トリミング
 No.830  2013年8月公演　第６回豊中平和演劇祭・劇団“萌”「海ゆかば物語」ピンナップ・トリミング
 No.829  ６２回よさこい祭り　前夜祭　阿波踊り　「阿呆連」　ピンナップ・トリミング
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 No.828  ６２回よさこい祭り　前夜祭　ピンナップ・トリミング
 No.827  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　ピンナップ・トリミング－２
 No.826  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　ピンナップ・トリミング－１
No.825  阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（徳島阿波踊り協会）ピンナップ

 ８２４－１阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午後　後編－１

　８２４－２阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午後　後編－２
 ８２３－１阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午後　中編－１

　８２３－２阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午後　中編－２
 8２２-1阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）　午後　前編－１

　８２２－２ 阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午後　前編－２
 8２１-1阿波おどり大絵巻 2015　徳島阿波おどり保存協会　合同演舞　前半

　8２１-2阿波おどり大絵巻 2015　徳島阿波おどり保存協会　合同演舞　後半
 8２０-1阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午前　後編　１

　8２０-2阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午前　後編　２
 819-1阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午前　中編　１

　819-2阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午前　中編　２
 818-1阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午前　前編　１

　818-2阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（阿波おどり振興協会）午前　前編　２
 No.817  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　コンテスト優勝　いなせ連（総踊り）
 No.816  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　ＰＯ連
 No.815  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　なにわ連
 No.814  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　いなせ連
 No.813  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　藍響連
 No.812  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　かいの木連
 No.811  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　流石連
 No.810  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　めちゃ楽連
 No.809  阿波おどり大絵巻 2015　全国阿波おどコンテスト　さぬきでござる連
 No.808  阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（徳島阿波踊り協会）後編
 No.807  阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（徳島阿波踊り協会）中編
 No.806  阿波おどり大絵巻 2015　選抜！阿波おどり大絵巻（徳島阿波踊り協会）前編
 No.805  阿波おどり大絵巻 2015　淡路島阿波おどり　三能連
 No.804  阿波おどり大絵巻 2015　淡路島阿波おどり　舞女流華連
 No.803  蛍池公民館まつり　「日陰のお悩み相談所～ゆるしの森」
 No.802  黒田三四郎 Second 写真展「よさこいの魅力」展示写真－２
 No.801  黒田三四郎 Second 写真展「よさこいの魅力」展示写真－１
 No.800  黒田三四郎 Second 写真展「よさこいの魅力」
 No.799  第１７回ござれGO-SHU祭り　若狭鳴子連　希来里
 No.798  第１７回ござれGO-SHU祭り　浪花乱風
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 No.823

 No.822

 No.821

 No.820

 No.819

 No.818



 No.797  第１７回ござれGO-SHU祭り　バサラ風流倭尽心舞
 No.796  第１７回ござれGO-SHU祭り　覇羅＆御斗誇会
 No.795  第１７回ござれGO-SHU祭り　湊や
 No.794  第１７回ござれGO-SHU祭り　近江笑人
 No.793  第１７回ござれGO-SHU祭り　京都文教大学　よさこいサークル　紫踊屋
 No.792  第１７回ござれGO-SHU祭り　京都文教大学　よさこいサークル　風竜舞伝
 No.791  第１７回ござれGO-SHU祭り　丹波篠山　はじめ
 No.790  第１７回ござれGO-SHU祭り　丹波篠山　楽空間
 No.789  201508 アスティとくしま　阿波踊り　エンド
 No.788  201508 アスティとくしま　阿波踊り　阿波扇　後半
 No.787  201508 アスティとくしま　阿波踊り　阿波扇　前半
 No.786  201508 アスティとくしま　阿波踊り　都連　後半
 No.785  201508 アスティとくしま　阿波踊り　都連　前半
 No.784  201508 アスティとくしま　阿波踊り　スタート
 No.783  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　ダイヤモンドダイニングよさこいチーム
 No.782  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　おきゃく屋
 No.781  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　四国ろうきん
 No.780  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　高知市子ども会連合会
 No.779  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　纏り衆　縁陣
 No.778  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　月下桜舞連
 No.777  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　俵屋グループ
 No.776  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　よさこい鳴子連今日一屋
 No.775  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　TEAM YO
 No.774  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　高知工科大学よさこい踊り子隊
 No.773  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　JA高知市
 No.772  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　細木病院グループ
 No.771  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　俄嘉屋
 No.770  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　一や GROUP
 No.769  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　AceONE GROUP
 No.768  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　とらっくよさこい（ちふれ）
 No.767  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　松山よさこい風舞人
 No.766  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　逢坂夢帆
 No.765  ６２回よさこい祭り　前夜祭　旭食品
 No.764  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　鳴子連 梵天
 No.763  ６２回よさこい祭り　前夜祭　濱長 花神楽
 No.762  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　Team酔
 No.761  ６２回よさこい祭り　前夜祭　四万十町よさこい踊り子隊・四万夢多
 No.760  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　よさこい連「わ」
 No.759  ６２回よさこい祭り　前夜祭　國士舞双
 No.758  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　CENTRAL GROUP
 No.757  ６２回よさこい祭り　前夜祭　風来～ふらり～
 No.756  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　すさき～真実～
 No.755  ６２回よさこい祭り　前夜祭　上町よさこい鳴子連
 No.754  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　ふっこう連
 No.753  ６２回よさこい祭り　前夜祭　あたごまち愛組氣炎一座

18



 No.752  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　ぞっこん町田’９８
 No.751  ６２回よさこい祭り　前夜祭　ほにや
 No.750  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　てんてこ舞
 No.749  ６２回よさこい祭り　前夜祭　帯屋町筋
 No.748  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　梼原
 No.747  ６２回よさこい祭り　前夜祭　ダイヤモンドダイニングよさこいチーム
 No.746  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　なるたか
 No.745  ６２回よさこい祭り　前夜祭　よさこい職人衆 祭仁
 No.744  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　Summer Zipper
 No.743  ６２回よさこい祭り　前夜祭　NTTドコモ
 No.742  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　百物語
 No.741  ６２回よさこい祭り　前夜祭　上總組
 No.740  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　宇宙～ＳＯＲＡ～
 No.739  ６２回よさこい祭り　前夜祭　万々商店街 万々歳
 No.738  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　LUV m.c. Produce
 No.737  ６２回よさこい祭り　前夜祭　俵屋グループ
 No.736  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　ほにや
 No.735  ６２回よさこい祭り　前夜祭　早稲田大学“踊り侍”
 No.734  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　東印度公司
 No.733  ６２回よさこい祭り　前夜祭　大橋通り踊り子隊
 No.732  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　よさこい龍馬連
 No.731  ６２回よさこい祭り　前夜祭　au
 No.730  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　陣
 No.729  ６２回よさこい祭り　前夜祭　安芸 東陣
 No.728  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　桜（高知中央高等学校）
 No.727  ６２回よさこい祭り　前夜祭　帯屋町筋ジュニア隊
 No.726  ６２回よさこい祭り　梅ノ辻　梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連)
 No.725  ６２回よさこい祭り　前夜祭　ゲスト阿波踊り「阿呆連」
No.724  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　阿波扇
 No.723  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　娯茶平
 No.722  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　菊水連
 No.721  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　葵連
 No.720  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　みやび連
 No.719  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　ほんま連
 No.718  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　酔狂連
 No.717  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　阿呆連
 No.716  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　のんき連
 No.715  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　悠久連
 No.714  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　無双連
 No.713  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　水玉連
 No.712  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　ゑびす連
 No.711  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　まんじ連
 No.710  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　うきよ連
 No.709  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　浮助連
 No.708  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　平和連



 No.707  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　藝茶楽
 No.706  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　若獅子連
 No.705  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　天水連
 No.704  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　阿波鳴連
 No.703  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月19日あわぎんホール　葉月連
 No.702  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　天保連
 No.701  はな・はるフェスタ2015　阿波踊り　4月18日藍場浜公園　さゝ連
 No.700  kumano3taが魅了された「よさこい祭り」
 No.699  陽気な地獄めぐり Part２
 No.698  KOBE ALIVE 2014　一筆啓上・古城おじゃれ
 No.697  KOBE ALIVE 2014　同志社大学よさこいサークルよさ朗
 No.696  KOBE ALIVE 2014　甲南女子大学 KEEP SMILING よさこい部ソーラン隊「宝」（ムービー版）
 No.696  KOBE ALIVE 2014　甲南女子大学 KEEP SMILING よさこい部
 No.695  KOBE ALIVE 2014　麗
 No.694  KOBE ALIVE 2014　ソーラン隊「宝」（ムービー版）
 No.694  KOBE ALIVE 2014　ソーラン隊「宝」
 No.693  KOBE ALIVE 2014　煌星月華
 No.692  KOBE ALIVE 2014　晴屋（ムービー版）
 No.692  KOBE ALIVE 2014　晴屋
 No.691  KOBE ALIVE 2014　大阪守口熱渡宝夢（ムービー版）
 No.691  KOBE ALIVE 2014　大阪守口熱渡宝夢
 No.690  KOBE ALIVE 2014　ねいろ
 No.689  KOBE ALIVE 2014　よさこい匠
 No.688  KOBE ALIVE 2014　丹波篠山楽空間一期一会
 No.687  KOBE ALIVE 2014　踊り連おひさま
 No.686  KOBE ALIVE 2014　き・ら・り
 No.685  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　同志社大学京都よさこい連心粋
 No.684  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　遊.em
 No.683  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　京炎 そでふれ！文舞蘭
 No.682  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　TUNAMIK-ai
 No.681  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　有閑踊り子一座　飛舞人
 No.680  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　京炎 そでふれ！輪舞曲
 No.679  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　神戸神戸大学よさこいチーム山美鼓
 No.678  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　環温
 No.677  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋
 No.676  2014 YOSAKOI FESTIVAL 神戸　響彩
 No.675  蛍池公民館まつり参加公演「振り込めば詐欺♪」
 No.674  2014　アスティ 秋の阿波おどり（ムービー版へジャンプ）
 No.674  2014　アスティ 秋の阿波おどり
 No.673  2014年　徳島　阿波踊り　アスティおどり広場　・阿呆連・若獅子連　フィナーレ
 No.672  2014年　徳島　阿波踊り　アスティおどり広場　若獅子連（ムービー版）
 No.672  2014年　徳島　阿波踊り　アスティおどり広場　若獅子連
 No.671  2014年　徳島　阿波踊り　アスティおどり広場　阿呆連（ムービー版）
 No.671  2014年　徳島　阿波踊り　アスティおどり広場　阿呆連
 No.670  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・同志社大学よさこいサークル「よさ朗」
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 No.669  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・さぬき踊らんな連
 No.668  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・紀州よさこい連 紀風
 No.667  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・夢舞隊
 No.666  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・備後ばらバラよさこい踊り隊
 No.665  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・大富士 with 雄大グループ
 No.664  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・半布里
 No.663  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・京都チーム「櫻嵐洛」
 No.662  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・ぞっこん町田'98
 No.661  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・皇學館大学 よさこい部“雅”
 No.660  2014年　高 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・さぬき舞人
 No.659  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・浜っ鼓☆弾☆DAN
 No.658  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・礼神伝SHALL稲毛
 No.657  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・松山よさこい風舞人
 No.656  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・Anjo“北斗”
 No.655  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・麗舞高知組「笑人」
 No.654  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・備後新選組
 No.653  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・早稲田大学よさこいチーム 東京花火
 No.652  2014年　高知 第61回よさこい祭り　全国大会 帯屋町　・颯爽JAPAN
 No.651  第７回豊中平和演劇祭参加公演　「世界の国から、こんにちは！」
 No.650  2014年高知 第61回よさこい祭り　・近畿大学高知県人会
 No.649  2014年高知 第61回よさこい祭り　・和建設しあわせ踊り隊
 No.648  2014年高知 第61回よさこい祭り　・幡多舞人
 No.647  2014年高知 第61回よさこい祭り　・Ｓｕｍｍｅｒ　Ｚｉｐｐｅｒ
 No.646  2014年高知 第61回よさこい祭り　・無国籍
 No.645  2014年高知 第61回よさこい祭り　・～ｇｏ～ 合
 No.644  2014年高知 第61回よさこい祭り　・よさこい連　極
 No.643  2014年高知 第61回よさこい祭り　・陣
 No.642  2014年高知 第61回よさこい祭り　・よさこい国際交流隊
 No.641  2014年高知 第61回よさこい祭り　・ACE ＯＮＥ
 No.640  2014年高知 第61回よさこい祭り　・こうべりや・華 男衆
 No.639  神戸市　長田区　六間道　阿波踊り
No.638 第9回 Worldあぽろん　天舞音
 No.637 第9回 Worldあぽろん　岸和田市立桜台中学校芸能部　チーム絆
 No.636 第9回 Worldあぽろん　清明学院高等学校ダンス部
 No.635 第9回 Worldあぽろん　丹波篠山楽空間一期一会
 No.634 第9回 Worldあぽろん　岡山うらじゃ連四季
 No.633 第9回 Worldあぽろん　ソーラン隊宝
 No.632 第9回 Worldあぽろん　岡山うらじゃ連 環温
 No.631 第9回 Worldあぽろん　会雅楽（あがら）
 No.630 第9回 Worldあぽろん　王歌七舞会
 No.629 第9回 Worldあぽろん　チームいぶき
 No.628 第9回 Worldあぽろん　ゆめひとゑ
 No.627 第9回 Worldあぽろん　太鼓伝創の会つぶて
 No.626 第9回 Worldあぽろん　TUNAMIK-ai
 No.625 第9回 Worldあぽろん　蒸した芋です
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 No.624 第9回 Worldあぽろん　同志社大学チアダンスサークル・yosakoiチーム魂・立命館大学モダンジャズバレー部
 No.623 第9回 Worldあぽろん　大阪産業大学付属高等学校ダンス部
 No.622 第9回 Worldあぽろん　関学よさこい連炎流・大阪教育大学 球鼓舞エイサー隊・紀州床水組
 No.621 西川冨美三師匠　一周忌　追善公演
 No.620 第６０回高知よさこい祭り　とらっく（（一般社団法人）高知県トラック協会）
 No.619 第６０回高知よさこい祭り　旭食品
 No.618 第６０回高知よさこい祭り　ほにや
 No.617 第６０回高知よさこい祭り　俵屋グループ
 No.616 第６０回高知よさこい祭り　帯屋町筋
 No.615 第６０回高知よさこい祭り　京町･新京橋 ゑびすしばてん連
 No.614 第６０回高知よさこい祭り　上町よさこい鳴子連
 No.613 第６０回高知よさこい祭り　梼原
 No.612 第６０回高知よさこい祭り　大橋通り踊り子隊
 No.611 第６０回高知よさこい祭り　逢 KDDI 高知支店
 No.610 第６０回高知よさこい祭り　あたごまち愛組氣炎一座
 No.609 第６０回高知よさこい祭り　サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS
 No.608 第６０回高知よさこい祭り　國士舞双
 No.607 第６０回高知よさこい祭り　台湾使節団
 No.606 第６回豊中平和演劇祭　劇団“萌”「海ゆかば物語」
 No.605 第６０回高知よさこい祭り　万々商店街 万々歳
 No.604 第６０回高知よさこい祭り　サボタージュ
 No.603 第６０回高知よさこい祭り　東印度公司
 No.602 第６０回高知よさこい祭り　濱長 花神楽
 No.601 第６０回高知よさこい祭り　だるま
 No.600 第６０回高知よさこい祭り　上總組
 No.599 第６０回高知よさこい祭り　帯屋町筋ジュニア隊
No.598 黒田三四郎写真展　「微笑みの和を繋ぐ」
 No.597 第６回豊中平和演劇祭オーデション
 No.596 阿波おどり会館　阿波の風
 No.595 阿波おどり会館　娯茶平－２
 No.594 阿波おどり会館　娯茶平－１
 No.593 2013 伝統芸能館まつり　波の会
 No.592 奇跡の星の植物館　クリスマスフラワーショー2012　ミラクルメイツ
 No.591 第２回神戸マラソン　VOL:6　撮影時間帯　11:57～12:10
 No.590 第２回神戸マラソン　VOL:5　撮影時間帯　11:39～11:57
 No.589 第２回神戸マラソン　VOL:4　撮影時間帯　11:28～11:39
 No.588 第２回神戸マラソン　VOL:3　撮影時間帯　11:18～11:28
 No.587 第２回神戸マラソン　VOL:2　撮影時間帯　11:08～11:18
 No.586 第２回神戸マラソン　VOL:1　撮影時間帯　10:36～11:08
 No.585 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・桃山学院大学よさこい連「真輝-SANAGI－」 VOL:18
 No.584 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・乱痴気 VOL:17
 No.583 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・貝塚よさこい「舞人」 VOL:16
 No.582 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・よさこい集団 風猛乱舞 VOL:15
 No.581 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・泉州ソーリャ踊り子隊☆チーム麗 VOL:14
 No.580 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・泉州ソーリャ踊り子隊♪チーム艶 VOL:13
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 No.579 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・夢舞隊 VOL:12
 No.578 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・泉州ソーリャ踊り子隊ジュニア VOL:11
 No.577 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・舞動パエリア＆ジュニア VOL:10
 No.576 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・浪花乱風 VOL:9
 No.575 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・大阪泉州よさこい連　彩 VOL:8
 No.574 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・笑舞翔華 VOL:7
 No.573 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・ようきや輝楽 VOL:6
 No.572 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・紀州よさこい連　紀風 VOL:5
 No.571 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・よさこい連 「桜華」 VOL:4
 No.570 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・四天王寺大学YOSAKOIソーラン部「仏喜踊」 VOL:3
 No.569 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・海友会 dance team　楽舞和 VOL:2
 No.568 第9回泉州YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り 前夜祭 ・京炎そでふれ！普及チーム VOL:1
No.567 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・響よさこい国際交流隊＆教職員友の会・？？？（チーム名不明） VOL:37
 No.566 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・ふっこう連 VOL:36
 No.565 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・学生よさこいチーム　ほにや VOL:35
 No.564 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・学生よさこいチーム　粋恋 VOL:34
 No.563 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・DANCE CREAM AZUKI by 建匠 VOL:33
 No.562 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・逢坂夢帆・宴一座～宙～ VOL:32
 No.561 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・細木病院グループ・丑之助学園・ＰＲＩＭＥ　ＭＥＭＢＥＲ VOL:31
 No.560 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・ｔｅａｍ酔 VOL:30
 No.559 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・大阪芸術大学　よさこい×結び VOL:29
 No.558 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・なんててかんてて・笑楽 VOL:28
 No.557 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・Ａｒｔ　Ｗａｖｅ×ＡＺＪ VOL:27
 No.556 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・ｏｂｒｉｇａｄｏ 花山海・まいや VOL:26
 No.555 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・かなばる・ＲＨＫ－くろしお・き・ら・り・浜っ子☆弾☆ＤＡＮ VOL:25
 No.554 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・なかとさもん・ＪＡ土佐あき～あきあいあい～・おおとよ・高松よさこい連 VOL:24
 No.553 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・早稲田大学“踊り侍” ・浜舞風　和蔵樂 VOL:23
 No.552 第59回よさこい祭り 8/11 中央公園競演場 ・ミヤタジュク ・あたごまち愛組氣炎一座 VOL:22
 No.551 2012 阿波おどり会館「新のんき連」VOL:6
 No.550 2012 阿波おどり会館「新のんき連」VOL:5
 No.549 2012 阿波おどり会館「新のんき連」VOL:４
 No.548 2012 阿波おどり会館「新のんき連」VOL:3
 No.547 2012 阿波おどり会館「新のんき連」VOL:2
 No.546 2012 阿波おどり会館「新のんき連」VOL:1
 No.545 2012 阿波おどり会館「阿波の風」VOL:2
 No.544 2012 阿波おどり会館「阿波の風」VOL:1
 No.543 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:8
 No.542 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:7
 No.541 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:6
 No.540 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:5
 No.539 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:4
 No.538 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:3
 No.537 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:2
 No.536 2012年8月14日 徳島市 アスティ ・ほんま連・酔狂連 VOL:5
 No.535 2012年8月14日 徳島市 アスティ ・ほんま連・酔狂連 VOL:4
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 No.534 2012年8月14日 徳島市 アスティ ・ほんま連・酔狂連 VOL:3
 No.533 2012 とくしまINAKA博覧会　9月23日 ・徳島県阿波踊り協会選抜連 VOL:1
 No.532 2012 とくしまINAKA博覧会　9月22日 ・阿波おどり振興協会選抜
 No.531 2012年8月14日 徳島市 アスティ ・ほんま連・酔狂連 VOL:2
 No.530 2012年8月14日 徳島市 アスティ ・ほんま連・酔狂連 VOL:1
No.529 神戸よさこいまつり2012 ・同志社大学よさこいサークル「よさ朗」・チーム鬼灯
 No.528 神戸よさこいまつり2012 ・エレメンタリーダンススクール・神戸☆学園踊り子隊
 No.527 神戸よさこいまつり2012 ・踊っこひおか
 No.526 神戸よさこいまつり2012 ・京炎そでふれ！京小町
 No.525 神戸よさこいまつり2012 ・須磨よっちょれ会・大阪人間科学大学よさこいソーラン部　烈輝
 No.524 神戸よさこいまつり2012 ・京炎 そでふれ！ 彩京前線・京炎そでふれ！輪舞曲
 No.523 神戸よさこいまつり2012 舞子公園 ・凜憧・舞心座 蒼・響喜乱舞
 No.522 神戸よさこまつり2012 舞子公園 ・よさこい×結び・京炎そでふれ！華羅紅
 No.521 神戸よさこいまつり2012 舞子公園 ・年中夢中・近畿大学よさこい連“洗心”・新宿総踊りアワー 踊っていいとも！・総踊り
 No.520 神戸よさこいまつり2012 舞子公園 ・神戸大学よさこいチーム山美鼓・神戸東陣・京炎 そでふれ！志舞踊・Eco-Habitat関西学院
 No.519 2012年8月13日 徳島市 アスティ ・阿波連・のんき連 VOL:6
 No.518 2012年8月13日 徳島市 アスティ ・阿波連・のんき連 VOL:5
 No.517 2012年8月13日 徳島市 アスティ ・阿波連・のんき連 VOL:4
 No.516 2012年8月13日 徳島市 アスティ ・阿波連・のんき連 VOL:3
 No.515 2012年8月13日 徳島市 アスティ ・阿波連・のんき連 VOL:2
 No.514 2012年8月13日 徳島市 アスティ ・阿波連・のんき連 VOL:1
 No.513 2012年8月13日 徳島市 紺屋町演舞場 ・新のんき連・悠久連・扇連
 No.512 第59回よさこい祭り　前夜祭　旭食品（グランプリ）　VOL:21
 No.511 第59回よさい祭り　前夜祭　とらっく（高知県トラック協会）　VOL:20
 No.510 第59回よさこい祭り　前夜祭　國士舞双　VOL:19
 No.509 第59回よさこい祭り　前夜祭　旭食品　VOL:18
 No.508 第59回よさこい祭り　前夜祭　NTTドコモ高知支店　VOL:17
 No.507 第59回よさこい祭り　前夜祭　一や GROUP　VOL:16
 No.506 第59回よさこい祭り　前夜祭　京町･新京橋 「ゑびすしばてん連」　VOL:15
 No.505 第59回よさこい祭り　前夜祭　いなん　VOL:14
 No.504 第59回よさこい祭り　前夜祭　早稲田大学“踊り侍”　VOL:13
 No.503 第59回よさこい祭り　前夜祭　乱舞～mia post　VOL:12
 No.502 第59回よさこい祭り　前夜祭　濱長　VOL:11
 No.501 第59回よさこい祭り　前夜祭　俵屋グループ　VOL:10
 No.500 第59回よさこい祭り　前夜祭　サニーグループ よさこい踊り子隊SUNNYS　VOL:09
 No.499 第５回豊中平和演劇祭　「銃後の春～笑いは心の薬や！～」後半
 No.498 第５回豊中平和演劇祭　「銃後の春～笑いは心の薬や！～」前半
 No.497 第59回よさこい祭り　前夜祭　逢 KDDI 高知支店　VOL:08
 No.496 第59回よさこい祭り　前夜祭　帯屋町筋　VOL:07
 No.495 第59回よさこい祭り　前夜祭　帯屋町筋ジュニア隊　VOL:06
 No.494 第59回よさこい祭り　前夜祭　万々商店街 万々歳　VOL:05
 No.493 第59回よさこい祭り　前夜祭　あたごまち愛組氣炎一座　VOL:04
 No.492 第59回よさこい祭り　前夜祭　上町よさこい鳴子連　VOL:03
 No.491 第59回よさこい祭り　前夜祭　ほにや　VOL:02
 No.490 第59回よさこい祭り　前夜祭　無国籍　VOL:01
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 No.489 金環日食　in　神戸
 No.488 とよぶん・文化・ＳＴＡＴＩＯＮ　オペラ 魔笛　VOL:3
 No.487 とよぶん・文化・ＳＴＡＴＩＯＮ　オペラ 魔笛　VOL:2
 No.486 とよぶん・文化・ＳＴＡＴＩＯＮ　オペラ 魔笛　VOL:1
 No.485 KOBE_ALIVE_2011_VOL-32　・総踊り
 No.484 KOBE_ALIVE_2011_VOL-31　・常磐（KOBE ALIVE 大賞）
 No.483 KOBE_ALIVE_2011_VOL-30　・しん
 No.482 KOBE_ALIVE_2011_VOL-29　・颯爽JAPAN
 No.481 KOBE_ALIVE_2011_VOL-28　・安倉おきゃん・國士舞双
 No.480 KOBE_ALIVE_2011_VOL-27　・鬼羅
 No.479 KOBE_ALIVE_2011_VOL-26　・AZUKI
 No.478 KOBE_ALIVE_2011_VOL-25　・うらじゃ踊り連 優鬼
 No.477 KOBE_ALIVE_2011_VOL-24　・夢天翔
 No.476 KOBE_ALIVE_2011_VOL-23　・恋
 No.475 KOBE_ALIVE_2011_VOL-22　・同志社大学よさこいサークル「よさ朗」
 No.474 KOBE_ALIVE_2011_VOL-21　・夢舞隊
 No.473 KOBE_ALIVE_2011_VOL-20　・F会
 No.472 KOBE_ALIVE_2011_VOL-19　・大阪守口熱渡宝夢
 No.471 KOBE_ALIVE_2011_VOL-18　・炎～ほむら～
 No.470 KOBE_ALIVE_2011_VOL-17　・ななまる隊
 No.469 KOBE_ALIVE_2011_VOL-16　・夜宵・憂喜世桜
 No.468 KOBE_ALIVE_2011_VOL-15　・大阪泉州よさこい連 彩・よさこい匠
 No.467 KOBE_ALIVE_2011_VOL-14　・ゑにし
 No.466 KOBE_ALIVE_2011_VOL-13　・神戸電子専門学校 Beautiful Echo・めっちゃええやんず
 No.465 KOBE_ALIVE_2011_VOL-12　・YOSAKOIソーラン岸和田星蘭
 No.464 KOBE_ALIVE_2011_VOL-11　・よさこい連「わ」
 No.463 KOBE_ALIVE_2011_VOL-10　・乱痴気・熱渡宝夢ZeRo・甲南女子大学 KEEP SMILING・三國鷹
 No.462 2012 夢ステージとよなか「冬の空の彼方には」～豊中中央病院裏庭ものがたり～
 No.461 2011 KOBE YOSAKOI VOL:39　・太鼓伝創の会「つぶて」
 No.460 2011 KOBE YOSAKOI VOL:38　・播州櫻組・純大恋
 No.459 2011 KOBE YOSAKOI VOL:37　・大阪大学お祭りダンスサークル”祭楽人”
 No.458 2011 KOBE YOSAKOI VOL:36　・旦那組
 No.457 2011 KOBE YOSAKOI VOL:35　・北海道大学"縁"
 No.456 2011 KOBE YOSAKOI VOL:34　・大阪観光大学チーム明～saya～
 No.455 2011 KOBE YOSAKOI VOL:33　・泉台よさこいチーム
 No.454 2011 KOBE YOSAKOI VOL:32　・笑輝
 No.453 2011 KOBE YOSAKOI VOL:31　・神戸東陣・京炎そでふれ! 葵和
 No.452 2011 KOBE YOSAKOI VOL:30　・寿限舞～じゅげむ～
 No.451 2011 KOBE YOSAKOI VOL:29　・京炎そでふれ! 志舞踊
 No.450 2011 KOBE YOSAKOI VOL:28　・神戸学生よさこいチーム湊
 No.449 2011 KOBE YOSAKOI VOL:27　・六麗遊人・輝粋
 No.448 2011 KOBE YOSAKOI VOL:26　・よさこい連『桜華』・総踊り
 No.447 2011 KOBE YOSAKOI VOL:25　・ちゃいるどモダンダンス2011mix's
 No.446 2011 KOBE YOSAKOI VOL:24　・めちゃんこ夢邪気
 No.445 2011 KOBE YOSAKOI VOL:23　・びぁんか・東京農業大学YOSAKOIソーラン部”大黒天”・よさこい演舞連ほろろ
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 No.444
2011 KOBE YOSAKOI VOL:22　・よさこい連　暁陽～ｱｶﾂｷﾉﾋｶﾘ～・Eco-Habitat関西学院・東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会　百笑・実践女子
大学・短期大学WING

 No.443 2011 KOBE YOSAKOI VOL:21　・よさこい×結び
 No.442 2011 KOBE YOSAKOI VOL:20　・早稲田大学"踊り侍"
 No.441 2011 KOBE YOSAKOI VOL:19　・粋連-百華繚乱-
 No.440 2011 KOBE YOSAKOI VOL:18　・よさこい匠・-む縁-・西舞っ子サークル
No.439 とよぶん・文化・STATION　2012 ダンスコンテスト ダンス　ゲストＫ・Ｒ，Ｈip Mom Do
 No.438 とよぶん・文化・STATION　2012 ダンスコンテスト 小学生の部
 No.437 とよぶん・文化・STATION　2012 ダンスコンテスト 中学生の部
 No.436 2011 KOBE YOSAKOI VOL:17　・北斗組
 No.435 2011 KOBE YOSAKOI VOL:16　・佛教大学よさこいサークル紫踊屋・ANGEL
 No.434 2011 KOBE YOSAKOI VOL:15　・京都チーム「櫻嵐洛」
 No.433 2011 KOBE YOSAKOI VOL:14　・蓮雫
 No.432 2011 KOBE YOSAKOI VOL:13　・大阪守口熱渡宝夢
 No.431 2011 KOBE YOSAKOI VOL:12　・京炎そでふれ! 彩京前線・大阪市立大学チーム朱蘭
 No.430 2011 KOBE YOSAKOI VOL:11　・神戸学生よさこいチーム湊
 No.429 2011 KOBE YOSAKOI VOL:10　・総踊り・桜道里
 No.428 2011 KOBE YOSAKOI VOL:9　・神戸大学よさこいチーム山美鼓
 No.427 2011 KOBE YOSAKOI VOL:8　・葉月-HAZUKI-・RHK笑～和・近畿大学よさこい連　洗心
 No.426 2011 KOBE YOSAKOI VOL:7　・関西大学学生チーム"漢舞"
 No.425 2012年 伝統芸能館まつり　波の会
 No.424 2011年 第58回よさこい祭り VOL:49 　・ひとひら
 No.423 2011年 第58回よさこい祭り VOL:48 　・Minami風 南海中学校
 No.422 2011年 第58回よさこい祭り VOL:47 　・いきいきすこやか隊
 No.421 2011年 第58回よさこい祭り VOL:46 　・お嬉楽ひょうご 笑縁ちゃう
 No.420 2011年 第58回よさこい祭り VOL:45 　・NPOうげうげ王国
 No.419 2011年 第58回よさこい祭り VOL:44 　・祭屋-Saiya-
 No.418 2011年 第58回よさこい祭り VOL:43 　・本丁筋踊り子隊
 No.417 2011年 第58回よさこい祭り VOL:42 　・C1000 げんきいろ隊
 No.416 2011年 第58回よさこい祭り VOL:41 　・ちかもり
 No.415 2011年 第58回よさこい祭り VOL:40 　・高知県立農業大学校
 No.414 2011年 第58回よさこい祭り VOL:39 　・万々商店街 万々歳・ネットでよさこい高知
 No.413 2011年 第58回よさこい祭り VOL:38 　・皇學館大学よさこい部“雅”
 No.412 2011年 第58回よさこい祭り VOL:37 　・京都チーム「櫻嵐洛」
 No.411 2011年 第58回よさこい祭り VOL:36 　・ゑにし
 No.410 2011年 第58回よさこい祭り VOL:35 　・華舞～鬼蜂～
 No.409 2011年 第58回よさこい祭り VOL:34 　・ぞっこん町田’98
 No.408 2011年 第58回よさこい祭り VOL:33 　・大富士祭組
 No.407 2011年 第58回よさこい祭り VOL:32 　・備後ばらバラよさこい踊り隊・らんラン東海
 No.406 2011年 第58回よさこい祭り VOL:31 　・Summer Zipper
 No.405 2011年 第58回よさこい祭り VOL:30　・SANGAWAよさこい連－朋友－
 No.404 2011年 第58回よさこい祭り VOL:29　・紀州よさこい連　紀風
 No.403 2011年 第58回よさこい祭り VOL:28　・相模ＲＡＮＢＵ○
 No.402 2011年 第58回よさこい祭り VOL:27　・同志社大学よさこいサークル よさ朗
 No.401 2011年 第58回よさこい祭り VOL:26　・なんててかんてて
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 No.400 2011年 第58回よさこい祭り VOL:25　・原宿よさこい連
 No.399 2011年 第58回よさこい祭り VOL:24　・上總組・華鹿
 No.398 2011年 第58回よさこい祭り VOL:23　・ちーむ CHABU CHABU
 No.397 2011年 第58回よさこい祭り VOL:22　・ちかもり
 No.396 2011年 第58回よさこい祭り VOL:21　・松山よさこい風舞人
 No.395 2011年 第58回よさこい祭り VOL:20　・よさこい旋隊 龍連者・こうべりや
 No.394 2011年 第58回よさこい祭り VOL:19　・team 酔・さぬき踊らんな連
 No.393 2011年 第58回よさこい祭り VOL:18　・陽・なかとさもん・LUV m.c. produce
 No.392 2011年 第58回よさこい祭り VOL:17　・皇學館大学 よさこい部“雅”・T-style・あったか高知踊り子隊・夏-ざっくばらん
 No.391 げんきＤＥ豊中vol.1～東北からの便りコンサート～
 No.390 みんなでつくる 第6回 市民文化祭
No.389 蛍池公民館まつり参加公演「引越しＴｉｍｅ」
 No.388 KOBE ALIVE 2011 VOL:9　・めっちゃええやんず
 No.387 KOBE ALIVE 2011 VOL:8　・よさこい匠・甲南女子大学 KEEP SMILING
 No.386 KOBE ALIVE 2011 VOL:7　・えぇもんひろめ隊
 No.385 KOBE ALIVE 2011 VOL:6　・夜宵
 No.384 KOBE ALIVE 2011 VOL:5　・team Dunlop・AZUKI
 No.383 KOBE ALIVE 2011 VOL:4　・炎～ほむら～
 No.382 神戸　よさこい祭り　VOL:6　・風火雷霆
 No.381 神戸　よさこい祭り　VOL:5　・東京農業大学YOSAKOIソーラン部”大黒天”
 No.380 神戸　よさこい祭り　VOL:4　・華舞龍
 No.379 神戸　よさこい祭り　VOL:3　・命-みこと-
 No.378 神戸　よさこい祭り　VOL:2　・凛憧
 No.377 神戸　よさこい祭り　VOL:1　・ よさこい連「わ」・you lead mix
 No.376 KOBE ALIVE 2011 VOL:3　・常磐
 No.375 KOBE ALIVE 2011 VOL:２　・華鹿
 No.374 KOBE ALIVE 2011 VOL:1　・魂福よさこい連
 No.373 中山春日神社 泰納歌舞伎 2011
 No.372 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:10　・阿波おどり振興協会選抜連　（午後　後半・ムービー）

 No.371 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:9　・鳴門高校　阿波踊り部・阿波おどり振興協会選抜連　（午後　前半・ムービー）

 No.370 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:8　・阿波おどり振興協会選抜連　（午前中）
 No.369 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:7　・阿波おどり振興協会選抜連　（午前中）
 No.368 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:6　・阿波おどり振興協会選抜連　（午前中・ムービー）
 No.367 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:5　・阿波おどり振興協会選抜連　（午前中）
 No.366 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:4　・阿波おどり振興協会選抜連　（午前中）
 No.365 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:3　・阿波おどり振興協会選抜連　（午前中）
 No.364 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:2　・阿波おどり振興協会選抜連　（午前中）
 No.363 とくしまINAKA博覧会２０１１ VOL:1　・鳴門高校　阿波踊り部　（午前中）
 No.362 2011年 第58回よさこい祭り VOL:16　・前夜祭ゲスト演舞　セントラルグループよさこい踊り子隊・総踊り
 No.361 2011年 第58回よさこい祭り VOL:15　・ほにや グランプリ決定後
 No.360 2011年 第58回よさこい祭り VOL:14　・ほにや
 No.359 2011年 第58回よさこい祭り VOL:13　・十人十彩
 No.358 2011年 第58回よさこい祭り VOL:12　・とらっく（（社）高知県トラック協会）
 No.357 2011年 第58回よさこい祭り VOL:11　・帯屋町筋・濱長 花神楽
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 No.356 2011年 第58回よさこい祭り VOL:10　・俵屋グループ

 No.355 2011年 第58回よさこい祭り VOL:9　・万々商店街 万々歳・サニーブループ よさこい踊り子隊SUNNYS・よんでん（四国電力グループ）・ちかもり

 No.354 2011年 第58回よさこい祭り VOL:8　・あたごまち愛組氣炎一座
 No.353 2011年 第58回よさこい祭り VOL:7　・サボタージュ
 No.352 2011年 第58回よさこい祭り VOL:6　・逢 au by KDDI 高知支店・備中岡山-伊呂波
 No.351 2011年 第58回よさこい祭り VOL:5　・り組（高知県理容生活衛生同業組合）・上總組
 No.350 2011年 第58回よさこい祭り VOL:4　・京町-新京橋「ゑびすしばてん連」
 No.349 2011年 第58回よさこい祭り VOL:3　・前夜祭開会式・上町よさこい鳴子連・桜（高知中央高等学校）・國士舞双
 No.348 2011年 第58回よさこい祭り VOL:2　・浜舞風 和蔵樂
 No.347 2011年 第58回よさこい祭り VOL:1　・東印度公司・茶蔵-chakura-・NTT西日本高知支店・京都チーム「櫻嵐洛」
 No.346 2011年　第４回 豊中平和演劇祭　歌♪は～もに～らんど
 No.345 2011年　第４回 豊中平和演劇祭　劇団“萌”公演「あの日の空」
 No.344 2011年　阿波踊り　葉月連・新ばし連 in アスティとくしま 
 No.343 2011年　阿波踊り　平和連・ほんま連 in アスティとくしま 
 No.342 19回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン-Select-２　フォトブック　ムービー編集 
 No.341 19回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン-Select-1　フォトブック　ムービー編集 
 No.340 とよなか ミュージカルの歌会 
 No.339 震災支援 わらい　２ 
 No.338 震災支援 美し この國 
 No.337 震災支援 わらい 
 No.336 震災支援 あすを迎える 
 No.335 震災支援 つなぐ 
 No.334 震災支援 豊中まつり2011プレイベント 
No.333 麻衣夢ライブ（震災チャリティ）
No.332 神戸須磨　離宮公園の梅
No.331 第57回 よさこい祭り(前夜祭) My Select　・前夜祭の写真アルバムを作る。。。^^);
 No.330 19回 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン-Select-1-5 
 No.329 19回 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン-Select-1-4 
 No.328 19回 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン-Select-1-3 
 No.327 19回 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン-Select-1-2
 No.326 19回 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン-Select-1-1 

 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　撮影団体名
No.325 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:43　・お喜楽家・らんラン東海・原宿よさこい連
No.324 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:42　・神石踊娘隊きらきら星・泉北すきやねん
No.323 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:41　・宴一座 ～宙～・踊っ子　ひおか
No.322 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:40　・俄嘉屋・高松よさこい連

No.321
第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:39　・同志社大学よさこいサークル「よさ朗」・風舞輝～fubuki～・高知市役所踊り
子隊・よさこい塾 ありがた屋

No.320 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:38　・ほにや・備後ばらバラよさこい踊り隊・よさこい鳴子屋 今日一屋

No.319 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:37　・とらっく（（社）高知県トラック協会）・旭食品・十人十彩
No.318 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:3６　・花神楽・國士舞双・NTTドコモ高知支店・帯屋町筋

No.317
第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:3５　・あたごまち愛組氣炎一座・万々商店街 万々歳・逢 au by KDDI 高知支店・
俵屋グループ・備中岡山・伊呂波踊り子隊
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No.316
第57回よこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:34　・京町・新京橋 ゑびすしばてん連・り組（高知県理容生活衛生同業組合）・桜
（高知中央高等学校）・上町よさこい鳴子連

No.315 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:3３　・サニーグループよさこい踊り子隊・上總組・よんでん・サボタージュ

No.314
第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:32　・美濃國半布里・櫻嵐洛・さぬき踊らんな連・早稲田大学よさこいチーム東京
花火

No.313
第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:3１　・ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム・丸亀ごんな連・新潟連合・Nalko連おど
りや

No.312 2010年　第5回市民文化祭　part２　カメラマンカット
No.311 2010年　第5回市民文化祭
No.310 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:30　・皇學館大学”雅”・備後新選組
No.309 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:２9　・兵庫えぇもんひろめ隊・勇舞会

No.308 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:２８　・早稲田大学よさこいサークル“踊り侍”・夢舞隊・國府よさこい

No.307
第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:２7　・能登國　涌浦七士・吉備人-KIBIUTO－・summer zipper・伊予からの風 純信
連・FUJIYAMA組・ぞっこん町田'98・華鹿・ALL STAR・沙中金翔湖焔舞隊・舞龍人

No.306 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場後夜祭」心にのこるひと VOL:２６　・六陸-RIKU-・なんててかんてて・鳴子艶舞会

No.305
第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場11日」心にのこるひと VOL:２５　・高知リハビリテーション学院－高知学園短期大学合同チーム・なんぼゆうたち
ユニオンジャック・Minami風?南海中学校?・よさこいひの連盟・バイタルフス高知

No.304 「蛍池公民館まつり」豊中市民劇場　劇団“萌”象の居るアパート

No.303
第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場11日」心にのこるひと VOL:２４　・よさこい鳴子屋 今日一屋・NPOうげうげ王国?・安芸町子ども会連合会チーム
こじゃんとやったろう！・あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひ はっびぃ ぼいす・き－ら－り

No.302 第57回よさこい祭り「帯屋町筋演舞場11日」心にのこるひと VOL:２3　帯屋町筋・京町－新京橋 ゑびすしばてん連
No.301 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:２２　十人十彩
No.300 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:２１　上町よさこい鳴子連
No.299 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:２０　めでぃあ-くろす
No.298 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:１９　鴨っ子魂
No.297 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:１８　京町－新京橋 ゑびすしばてん連
No.296 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:１７　祭人衆～まつりびと～
No.295 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:１４　神戸電子専門学校 Beautiful Echo
No.294 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:１３　大阪教育大学凛憧
No.293 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:１２　F会
No.292 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:１１　子鳩子兎　横浜百姫隊
No.291 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:１０　華鹿
No.290 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:９　颯爽ＪＡＰＡＮ
No.289 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:８　童謡連　手鞠
No.288 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:７　丹波篠山楽空間・夜宵
No.287 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:６　泉北すきやねん・宴一座～宙～・きらり
No.286 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:５　ゑにし
No.285 2010年　「とよぶん・文化・STATION」－２　とよぶんダンスコンテスト・オペラの楽しみ・「岡町」ロータリー・市役所通
No.284 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:４　山口大学よさこいやっさん！！
No.283 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:３　夢舞隊・KEEP SMILING

No.282 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:２　YOSAKOIソーラン岸和田星蘭・よさこい匠・炎～ほむら～・ＥＡＲＴＨ～住友ゴム～

No.281 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:１６　しまんと結



No.280 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:１５　あったか高知踊り子隊
No.279 第57回よさこい祭り「高知城舞台10日」心にのこるひと VOL:１４　・浜舞風 和蔵樂・あたごまち愛組氣炎一座・支志團
No.278 KOBE ALIVE 2010 生田川公園 心にのこるひと VOL:１　AZUKI&しずく・常磐
No.277 2010年　「とよぶん・文化・STATION」　とよぶんダンスコンテスト　優勝「忍者」
No.276 2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：１０　よしこの連・阿波小町連・隠元連・太閤連・気延連
No.275 2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：９　浮助連・みゆき連・阿國連・徳喜連・弥生連・けんど連
No.274 2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：８　浮雲連・花咲連・粋狂連・めちゃ楽連・大名連・東京大学・阿波鳴

No.273
第57回よさこい祭り 「追手筋10日」 心にのこるひと VOL:1３　・香゛流～まんで踊り舞～・DANCE CREAM AZUKI・俵屋グループ・爽郷やまもと連・よさ
こい連 花鳥風月・山田太鼓

No.272
第57回よさこい祭り 「追手筋10日」 心にのこるひと VOL:1２　・香゛流～まんで踊り舞～・DANCE CREAM AZUKI・俵屋グループ・爽郷やまもと連・よさ
こい連 花鳥風月・山田太鼓

No.271
第57回よさこい祭り 「追手筋10日」 心にのこるひと VOL:1１　・香゛流～まんで踊り舞～・DANCE CREAM AZUKI・俵屋グループ・爽郷やまもと連・よさ
こい連 花鳥風月・山田太鼓

No.270
第57回よさこい祭り 「追手筋10日」 心にのこるひと VOL:10　・さぬき踊らんな連・伊予からの風 純信連・細木病院グループ・日高「風雅」・？？？・
Team GET

No.269
第57回よさこい祭り 「追手筋10日」 心にのこるひと VOL:９　・本丁筋・高知大学南溟寮・高知工科大学よさこい踊り子隊・～go～ 合・り組（高知県理
容生活衛生同業組合）・海辺の杜

No.268
第57回よさこい祭り 「追手筋10日」 心にのこるひと VOL:８　・？？？・大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊・大橋通り踊り子隊・津山よさこい踊らん
会 紅・鬼sai

No.267
第57回よさこい祭り 「追手筋10日」 心にのこるひと VOL:７　高知市老人クラブ連合会・高須子ども会・宇多津おどり連 夏風・obrigado 花山海・NPOう
げうげ王国・安芸 東陣・JR四国踊子隊・早稲田大学 “踊り侍 ”

No.266 第57回よさこい祭り 「前夜祭」 心にのこるひと VOL:６　十人十彩
No.265 第57回よさこい祭り 「前夜祭」 心にのこるひと VOL:５　とらっく（（社）高知県トラック協会）・旭食品・國士舞双
No.264 第57回よさこい祭り 「前夜祭」 心にのこるひと VOL:４　サボタージュ・帯屋町筋・上町よさこい鳴子連

No.263 2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：７　天水連・やつ志連・武秀連・徳大弓道部・土成連・隠元連・松空連・えびす連・藍響連・鳴響連・浮雲連

No.262 2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：６　木材連・はなしか連・東大連・HIP連・ホルスタイン連・雷連・阿楽多連・葵連・阿波藍連

No.261
2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：５　眉遙連・華咲連・熊猫連・娯座留・純水連・海峡連・神栄連・隠元連・特別参加の「ほにや」（よさこい大
賞受賞チーム）・徳島大学たけやぶ連・阿波鳴・まちなみ連

No.260 第57回よさこい祭り 「前夜祭」 心にのこるひと VOL:３　一や GROUP・あたごまち愛組氣炎一座・俵屋グループ・安芸 東陣

No.259 第57回よさこい祭り 「前夜祭」 心にのこるひと VOL:２　京町・新京橋 ゑびすしばてん連・上總組・サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS

No.258 第57回よさこい祭り 「前夜祭」 心にのこるひと VOL:1　逢 au by KDDI高知支店・無国籍・大橋通り踊り子隊・Art wave・万々商店街 万々歳・ほにや

No.257
2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：４　みつ花連・紀州連・武秀連・六甲連・ＪＲ四国連・アクト連・駒沢病院・とは平連・楽楽連・立正佼成会・新
ばし連・土地改良連

No.256 第3回 豊中平和演劇祭 「陽気な地獄めぐり」
No.255 2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：３　写楽斎連・阿波小町連・県立中央病院・華舞遊連・娯連ぢゃ・歌舞伎連・葉月連

No.254
2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：２　うきよ連・よしこの連・？雲・六右衛門連・徳大弓道部・麻布大学同窓会・平和連・おちょうし連・まほろば
連・舞鼓連・華咲連・弥生連

No.253 2010年　阿波踊り　心にのこるひと　ＶＯＬ：１　ほんま連・新のんき連
No.252 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１７
No.251 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１６
No.250 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１５
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No.249 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１４
No.248 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１３
No.247 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１２
No.246 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１１
No.245 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:１０
No.244 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:９
No.243 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:８
No.242 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:７
No.241 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:６
No.240 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:５
No.239 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:４
No.238 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:３
No.237 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:２
No.236 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　心にのこるひと　VOL:1　（修正更新）
No.235 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　よさこい知求群会、東京のりのり団
No.234 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　泉華菖舞美人、花鳥風月
No.233 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　ひがしかぐら東神酔華の舞、夢限舞童「伝想連」
No.232 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　石狩朱華弁天、福井県合同チーム２０１０『い～座ぁ』
No.231 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　蒼天爛華、東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会　農天揆
No.230 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　踊り屋１Ｚｅｎ’ｓ、北海道紋別高等養護学校
No.229 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　元風会、びしゃせん
No.228 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　蕨風雷伝説、平取義経なるこ会
No.227 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　踊るBAKA！TOKYO、東京カペラ「健康ソーラン」、くりやまＯＨ!!夢乱咲
No.226 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　舞灯雄武
No.225 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　朱雀
No.224 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　氷点優緋翔
No.223 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　仁木・舞仁咲乱
No.222 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　CHIよREN北天魁
No.221 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　関学よさこい連　炎流
No.220 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　石狩流星海
No.219 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　～はみだし組　純情派～　一期一駆
No.218 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　むろらん鯨翔舞
No.217 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　北里三源色
No.216 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　炎－ＨＯＭＵＲＡ－
No.215 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　郷人
No.214 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　恵庭紅鴉
No.213 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　水戸藩YOSAKOI連
No.212 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　REDA舞神楽（2回目の登場）
No.211 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　北海道大学”縁”
No.210 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　gnome

No.209
2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　大通りパレード会場南コース　ロード・ステージ　VOL：５　新琴似　絆　～Kid's-na～、関西京都
今村組

No.208
2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　大通りパレード会場南コース　ロード・ステージ　VOL：４　GOGO'S＆クワザワグループ、北海道大
学”縁”
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No.207
2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　大通りパレード会場南コース　ロード・ステージ　VOL：３　市立船橋高校吹奏楽部THEヨサコイ、
コカ・コーラ 札幌国際大学

No.206
2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　大通りパレード会場南コース　ロード・ステージ　VOL：２　夢想漣えさし、江別まっことえぇ＆北
海道情報大学

No.205
2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　大通りパレード会場南コース　ロード・ステージ　VOL：１　藤・北大＆ホンダカーズ札幌、平岸天
神

No.204 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　北海道文教大学、北照高等学校
No.203 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　標津「遊舞乱」withかわさき虹朱雀
No.202 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　苫前鱗萃会
No.201 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　朝霞なるこ遊和会

2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　撮影団体名－２
No.200 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　薄荷童子
No.199 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　Ｋ-one動流夢＆疾風乱舞、北鼓童なよろ
No.198 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　近江湖彩天舞、遨～すさび～＆光一天
No.197 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　丹波篠山楽空間、ござれGO-SHU滋賀連合
No.196 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　市立船橋高校吹奏楽部THEヨサコイ
No.195 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　ＡＪＧ　ＫＩＤＳ、京都チーム「櫻嵐洛」
No.194 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　江別まっことえぇ＆北海道情報大学、極楽とんぼ
No.193 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　関西京都今村組
No.192 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　飛勇凛、森未来人
No.191 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　みちのくYOSAKOI　THE!!駆波"乱、乱蝶舞
No.190 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　なんじゃ祭本舗、阿国
No.189 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　佛教大学よさこいサークル紫踊屋、門別沙乱舞連
No.188 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　[sin]、名古屋学生チーム『鯱』
No.187 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　夢鼓道大地21、コカ・コーラ 札幌国際大学
No.186 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　AOMORI花嵐桜組、函館躍魂いさり火
No.185 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　祭援隊しらたき、三石なるこ会
No.184 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　新琴似天舞龍神、実践女子大学・短期大学ＷＩＮＧ
No.183 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　十勝港ソー乱舞、おしみず漁火乱舞隊
No.182 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　楽天舞、とうや湖踊る社中
No.181 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　北海道ハイテク・エコ専門学校　～無限永華～、心纏い
No.180 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　湘南一道麗、旭川 北の大地
No.179 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　木古内みそぎソーラン炎の舞

No.178 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　小樽・小僧会、しほろジャガいも√７０００ターボ、福島学生“源種”～seed～

No.177 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　えりも鳴子会、東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会　大黒天、安濃津よさこいHAPPY ARCHIVE

No.176 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　東京農業大学YOSAKOIそーらん同好会、百笑 もり・騒乱桜筑波大学、斬桐舞
No.175 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　夜咲恋そぅらんサムライ士別with三好町、札幌学院大学・文京台
No.174 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　うたしないＭＵＧＥＮ、鳴呼ワットサム、もせうしRIMUSE
No.173 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　旭川炎華、もり・騒乱桜、金武黄金流
No.172 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　天笑（＾＾）かみどん組、室蘭百花繚蘭、YOSAKOIソーラン．祭，進鮮組
No.171 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　一蓮風雅、函館学生連合～息吹～、有頂天
No.170 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　夢想漣えさし　（2回目の登場）
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No.169 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　さぁさ　みんなで　どっこいしょ、とわだ．馬花道、心～sin～釧路公立大学

No.168 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　JCB・夢翔舞
No.167 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　REDA舞神楽
No.166 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　夢想漣えさし
No.165 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　小樽商科大学「翔楽舞」
No.164 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　薄荷童子
No.163 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　Wish To See You in Taiwan
No.162 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　ロシアサハリンチーム
No.161 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　筑波大学　斬桐舞
No.160 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　vaia＆豊栄建設・SUGA IZANAI連
No.159 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　AOMORI花嵐桜組
No.158 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　井原水産＆北星学園
No.157 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　遨～すさび～＆光一天
No.156 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　コンサフリーク・酪農学園大学
No.155 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　夢限舞童・金武黄金流
No.154 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　ＡＪＧ　ＫＩＤＳ・津軽もつけんど蒼天飛龍ジュニア
No.153 2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　平岸天神ジュニア・劇団果実籠

2010年 第19回YOSAKOIソーラン祭り　撮影団体名
No.152 豊中日本舞踊連合会「ゆかた会」－２　（後編）
No.151 豊中日本舞踊連合会「ゆかた会」－１　（前編）
No.150 おかまちＤＥナイト　シンガーソングライター　麻衣夢
No.149 第40回神戸まつり　路上イベント　Part－２
No.148 第40回神戸まつり　ステージ「花舞台」
No.147 第40回神戸まつり　路上イベント　Part－１
No.146 第40回神戸まつり・長田フェスティバル
No.145 モザイク　大道芸人コンテスト2010
No.144 春日大社「子供の日萬葉雅楽会」
No.143 のんびり里の休日
No.142 豊中　岡町　桜祭り
No.141 201003　This is とよぶん　＜すてっぷホール　音＞
No.140 201003　This is とよぶん　＜すてっぷホール　舞＞
No.139 豊中まつり2010プレイベント　ポートレート
No.138 豊中まつり2010プレイベント
No.137 豊中まつり2010プレイベント　よさこい演舞
No.136 万国博記念公園　自然文化園・梅林
No.135 素のままフェスタ2010　ステージ－２
No.134 素のままフェスタ2010　ステージ－１
No.133 素のままフェスタ2010　平城人
No.132 素のままフェスタ2010　ベリーダンス
No.131 伝統芸能館まつ　り2010
No.130 長田神社　追儺式
No.129 第28回全国都道府県対抗女子駅伝
No.128 阪神・淡路大震災から15年
No.127 神戸　花鳥園
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No.126 手と手を繋ぐ　パート３
No.125 第４回市民文化祭　豊中ファミリーミュージカル
No.124 第４回市民文化祭　SPARKS・Hip Mom Do
No.123 第４回市民文化祭　天羽会桐流・八雲流

No.122 第４回市民文化祭　　あさひ会・きんぎょ～ず・上野楽寿会コーラス部＆野ばらの会・くりの木ピアノ会＆童謡の会

No.121 2009　神戸全日本女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ　　NO.３
No.120 2009　神戸全日本女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ　　NO.２
No.119 2009　神戸全日本女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ　　NO.１
No.118 2009　神戸全日本女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ　　INDEX
No.117 ええやん！演芸会　ＲＥＫ
No.116 蛍池公民館まつり劇団　萌「ジス・イズ・ジャパン」

第8回いたみわっしょい　出演団体名
No.115 第8回いたみわっしょい　心にのこるひと
No.114 第8回いたみわっしょい　３ﾁｰﾑ合同　表彰　ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾁｰﾑﾊﾟﾌｵｰﾏﾝｽ　総踊り　（２Version）
No.113 第8回いたみわっしょい　ゲストチームパフオーマンス　颯爽JAPAN
No.112 第8回いたみわっしょい　ゲストチームパフオーマンス　陸上自衛隊千僧駐屯地
No.111 第8回いたみわっしょい　ゲストチームパフオーマンス　「おとめ」ソウルドラキュラ
No.110 第8回いたみわっしょい　ゲストチームパフオーマンス　兵庫よさこい連「おとめ」－１
No.109 第8回いたみわっしょい　元気なよさこい部門　よさこい連「わ」　元気な武の響演
No.108 第8回いたみわっしょい　元気なよさこい部門　みのおよさこい踊り子隊“凛”　笑風連
No.107 第8回いたみわっしょい　元気なよさこい部門　安倉おきやん　太鼓伝創の会「つぶて」
No.106 第8回いたみわっしょい　元気なよさこい部門　遊em　サークルかすみ草
No.105 第8回いたみわっしょい　元気なよさこい部門　チームACT　SUN Fish ダンスチーム
No.104 第8回いたみわっしょい　元気なフリー部門　SPARK★KIDS　JACKPOT RECA
No.103 第8回いたみわっしょい　元気なフリー部門　京の川元倶楽部　Funky Glamour
No.102 第8回いたみわっしょい　元気なダンス踊り部門　smile　スタジオエッジ
No.101 第8回いたみわっしょい　元気なダンス踊り部門　ちゃんぷみっくす
No.100 第8回いたみわっしょい　元気なダンス踊り部門　GENESIS SPARK★GIRLS
No.９９ 第8回いたみわっしょい　元気なダンス踊り部門　伊丹みゆき連 JUNGLE
No.９８ 第8回いたみわっしょい　元気なダンス踊り部門　LAKI hula harau ハラウフラオブメハナ
No.９7 第8回いたみわっしょい　元気なダンス踊り部門　K2（ゼーレ）・f&f DANCE
No.９６ 第8回いたみわっしょい　元気な学校部門　ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ　東中ソーラン隊
No.９５ 第8回いたみわっしょい　元気な学校部門
No.９４ 第8回いたみわっしょい　はじまりはじまり　出演団体名
No.９３ KOBE ALIVE 2009　心にのこるひと
No.９２ KOBE ALIVE 2009 メリケンパーク会場　甲南女子大学
No.９１ KOBE ALIVE 2009 颯爽JAPAN
No.９０ KOBE ALIVE 2009 DANCE CREAM　＆　平岸天神
No.８９ KOBE ALIVE 2009 丹波篠山楽空間　＆　銀輪舞隊
No.８８ KOBE ALIVE 2009 早稲田大学　踊り侍　＆　備後新撰組
No.８７ KOBE ALIVE 2009 コモンビート　＆　函館　躍魂　いさり火
No.８６ KOBE ALIVE 2009 能登國涌浦七士　＆　VOGUE038
No.８５ KOBE ALIVE 2009　舞龍人＆子鳩子兎　横浜百姫隊　（２Version）
No.８４ 十人十彩　KOBE ALIVE 2009　＆　第56回よさこい祭り　（２Version）
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No.８３ KOBE ALIVE 2009 華鹿
No.８２ 神戸よさこいまつり2009　心にのこるひと　（２Version）
No.８１ 高知2009　第56回よさこい祭り　心にのこる10
No.８０ 神戸よさこいまつり2009　本祭　舞子公園　（総踊り）　出演団体名
No.７９ 神戸よさこいまつり2009　本祭　舞子公園　forth　（２Version）
No.７８ 神戸よさこいまつり2009　本祭　舞子公園　third　（２Version）
No.７７ 神戸よさこいまつり2009　本祭　舞子公園　Second　（３Version）
No.７６ 神戸よさこいまつり2009　本祭　舞子公園 　fast　（２Version）
No.７５ 神戸よさこいまつり2009　前夜祭
No.７４ Photo Album 装丁　2009年　よさこい祭り　（２Version）
No.７３ 奈良　バサラ　興福寺（奉納演舞）華鹿　＆　てんやわん屋
No.７２ 第2回豊中平和演劇祭　『なすの庭に、夏。』
No.７１ 2009年　阿波おどり　総合　INDEX
No.７０ 2009年　よさこい祭り　総合　INDEX
No.６９ 2009年　市民ふれあい広場 in 豊中まつり
No.６８ サンバフェスタ KOBE 2009　（屋外・室内）
No.６７ 2009年　神戸まつり　（屋外・室内）
No.６６ 相生　ペーロン祭り　（競技当日・前夜祭）　CLOSE
No.６５ 森林植物園　紫陽花
No.６４ 神戸港　帆船　日本丸・海王丸
No.６３ 和気神社　藤まつり　CLOSE
No.６２ 2009年桜咲く
No.６１ 神戸ファッション　in　岡本　（２Version）
No.６０ KOBE FASHION WEEK-2　（２Version）
No.５９ 2008　神戸祭り　長田　Event-2
No.５８ 神戸花物語2009
No.５７ 手と手を繋ぐ　パート２
No.５６ AAP　in　Ｅ－ＢＡステージ
No.５５ 素のままフェスタ2009　パフォーマンス＆エンディング
No.５４ 素のままフェスタ２００９　奏でる　（２Version）
No.５３ 素のままフェスタ2009　ハーレムJPクワイヤー
No.５２ 素のままフェスタ2009　ゴスペル
No.５１ 素のままフェスタ2009　あさひ太鼓
No.５０ 素のままフェスタ２００９　ラグス
No.４９ 素のままフェスタ２００９　舞う　CLOSE
No.４８ 素のままフェスタ２００９　PM
No.４７ 素のままフェスタ２００９　AM
No.４６ K2　of Photo Muvee
No.４５ 尼崎　歌舞伎
No.４４ 尼崎　子ども歌舞伎　CLOSE
No.４３ 手と手を繋ぐ　CLOSE
No.４２ アクア・アート・パーティ
No.４１ Xmas　on　Stage
№４０ 神戸　ルミナリエ
№３９ こども歌舞伎
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№３８ きずな5周年イベント
№３７ 注文の多い料理店　CLOSE
№３６ 郡上八幡～明宝方面　秋を求め　CLOSE
№３５ ＡＡＰ　ＰＲ作戦　ホール展示　CLOSE
№３４ 長田　沖縄　太鼓
№３３ 飛鳥　曼珠沙華　CLOSE
№３２ 海の生き物　大阪　海遊館
№３１ 第１回　豊中平和演劇祭　CLOSE
№３０ 阿波踊りin徳島
№２９ 花火大会inびわこ　CLOSE
№２８ 2008 まつりinとよなか
№２７ 神戸市長田区商店街のイベント
№２６ ｍａｉｍｕ in　原田神社
№２５ ｍａｉｍｕ
№２４ 播州山崎菖蒲園と紫陽花
№２３ 播州山崎菖蒲園
№２２ 2008こうべ祭り　長田ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
№２１ 神戸　フルーツフラワーパーク
№２０ ソンクラーンの夕べ　CLOSE
№１９ 春をもとめて　パート２　CLOSE
№１８ 春をもとめて　CLOSE
№１７ 梅　月ヶ瀬・修法原　洞川
№１６ 素のままフェスタ2008 コラボ　　CollaboでCollabo　CLOSE
№１５ 素のままフェスタ2008　CLOSE
№１４ 人形劇 クラムボン・オンステージ　CLOSE
№１３ 雲
№１２ 明石市　左義長
№１１ 南中ソーラン　CLOSE
№１０ 神戸　ルミナリエ　CLOSE
№０９ 全日本女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
№０８ 街のイベント
№０７ 月下美人
№０６ 秋、東北へ
№０５ 夏休みダ！チャレンジ・ダ！
№０４ 　2003年　豊中まつり
№０３ 　2002年　神戸ルミナリエ
№０２ 　奈良県　春日大社　朱色の回廊　写真は一瞬の時間を切り取るが
№０１ 北海道　阿寒湖周辺　オンネ湖　１９８６年５月初旬　氷がはっています
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