
NO 実施場所
イベント

出演予定時間
出演団体（者） 演　　　　　目

1
三宮中央通りパークレッ

ト
9:00～9:40 図書館クインテット ジャズ演奏

2 南京町東門 9:00～9:40 南京町商店街振興組合 龍の舞

9:00～9:05 神戸市立駒ヶ林中学校 吹奏楽

9:06～9:07 司会 オープニング

9:08～9:41 　開会式

9:42～10:05 神戸市立駒ヶ林中学校 吹奏楽

10:10～10:25 神大モダン・ドンチキ チンドン

10:30～10:45 ミュージックベル「チューリップ」 ハンドベル

10:50～11:05 なかよし太鼓 和太鼓

11:10～11:30 Uni＃うに バンド演奏

11:35～11:55 ポーマイカイ・フラスタジオ フラダンス

12:00～12:20 音寺しをりの歌 歌

12:25～12:40 よさこいチーム KOBE MUSE よさこい鳴子踊り

12:45～13:05 神戸北野サンバＤＥマラソン サンバ

13:10～13:30 神戸実業学院「東陣」 よさこい鳴子踊り

13:35～13:55 阿波踊り「神戸チルド連」 阿波踊り

13:56～14:00 閉会挨拶

須磨区役所職員

神戸女子大学
甲冑応援隊

地元こども会 須磨太鼓

09:45～ 心＆LOVEつながり　グループ新原 電子ピアノ

09:57～ 和太鼓　ふくだ 和太鼓

10:09～ 音鼓組 和太鼓

10:21～ ジェームス山カルチャーセンターチアダンス チアダンス

10:33～ ウニオン・アレグリア サンバ

10:45～ れいんぼうキッズ～合同演舞 恋・なんかめっちゃたるみ・いかなごくぎ煮No.1

11:05～ 垂水区子ども会連合会チアガールポピーズ チアダンス

11:17～ 花鼓 和太鼓

11:29～ ジェームス山カルチャーセンターチアダンス チアダンス

11:41～ グループ　颯　 阿波踊り

11:53～ ドンドコひがまい 和太鼓

12:05～ 合同演奏　　 情熱大陸

12:10～ 合同演舞 恋・なんかめっちゃたるみ・いかなごくぎ煮No.1

沿道応援各会場出演団体

舞子公園

（国道南側歩道上）
5

4 須磨浦公園 9:30～13:30

若松公園ふれあいフェス

ティバル
3
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NO 実施場所
イベント

出演予定時間
出演団体（者） 演　　　　　目

沿道応援各会場出演団体

12:00～12:25 Konan Groovy Quintet ジャズ

12:25～12:50 jack pot sextet ジャズ

12:50～13:15 プッチンプリン ジャズ

13:15～13:40 ぶり大根 ジャズ

13:40～14:05 The Cats and M ジャズ

14:05～14:30 神大OBカルテット ジャズ

14:30:～14:55 朝焼け ジャズ

舞子公園

（旧武藤山治邸）
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NO 実施場所
イベント

出演予定時間
出演団体（者） 演　　　　　目

沿道応援各会場出演団体

 9:42～10:04 垂水東中学校吹奏楽部 吹奏楽

10:04～10:28 神陵台中学校吹奏楽部 吹奏楽

10:28～10:52 福田中学校吹奏楽部 吹奏楽

10:52～11:20 垂水中学校吹奏楽部 吹奏楽

11:20～11:44 垂水東中学校吹奏楽部 吹奏楽

11:44～12:08 神陵台中学校吹奏楽部 吹奏楽

12:08～12:32 福田中学校吹奏楽部 吹奏楽

12:32～12:56 垂水中学校吹奏楽部 吹奏楽

7 アグロガーデン前 10:30～14:10 長田区役所 一般沿道応援者によるコテの三拍子応援

神戸市立神港橘高等学校 チアダンス

兵庫区役所 清盛隊コスプレ応援

10:40～11:00 神戸市立神港橘高等学校吹奏楽部 ミュージックライブ【吹奏楽】

11:05～11:35 神戸サンバチーム サンバ

11:35～11:55 ダンシングチームKIRARA＆ShiningStar 創作ダンス

12:00～12:20 神戸市立神港橘高等学校・吹奏楽部 吹奏楽

12:25～12:55 神戸サンバチーム サンバ

12:55～13:15 ダンシングチームKIRARA＆ShiningStar 創作ダンス

13:15～13:50 神戸サンバチーム サンバ

13:50～14:10 ダンシングチームKIRARA＆ShiningStar 創作ダンス

14:15～14:35 神戸市立神港橘高等学校・吹奏楽部 吹奏楽

14:40～15:00 全員 フィナーレカーニバル

11:00～11:20 神戸華僑総会　舞獅隊 獅子舞

11:25～11:50 東川崎恵比寿太鼓保存会 和太鼓

11:55～12:15 ゴールドジム新神戸Golden Waves チアリーディング

12:20～12:50 アフリカ隊 and friends アフリカ音楽

12:55～13:15 神戸華僑総会　舞獅隊 獅子舞

13:20～13:45 東川崎恵比寿太鼓保存会 和太鼓

13:50～14:10 ゴールドジム新神戸Golden Waves チアリーディング

14:15～14:45 アフリカ隊 and friends アフリカ音楽

8 はまやま協働の花畑前

神戸情報文化ビル「カル

メニ」前

神戸市こども家庭セン

ター前
10

10:30～14:20

西水環境センター6
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NO 実施場所
イベント

出演予定時間
出演団体（者） 演　　　　　目

沿道応援各会場出演団体

11:00～11:20 神戸学院大学　軽音楽部 バンド演奏

11:22～11:42 神戸学院大学　音楽研究会　アコースティックノーツ バンド演奏

11:44～12:04
神戸学院大学

Jazz Player's Club
ジャズ

12:06～12:26 神戸学院大学　ギター部 バンド演奏

12:31～12:46  メリーボイス ショークワイア

12:49～13:04 ママレレ ウクレレ演奏

13:07～13:22  JOYFUL GOSPEL SINGERS ゴスペル

13:27～13:42 凜華 和太鼓

13:47～14:02 Soranaka kibun 歌、楽器演奏

14:07～14:22 Rmy フリースタイルダンス

14:23～14:38 匿名ミラージュ ダンス＆ボーカル

14:39～14:54 Blancheur ダンス

14:55～15:10 Bellydance Alabiana ベリーダンス

15:15～15:30  神戸楠公連 阿波踊り

10:40～12:30

神戸学院大学付属中学校・高等学校 吹奏楽部

神戸学院大学 吹奏楽部

夙川学院短期大学 吹奏楽部

 夙川学院中学高等学校 吹奏楽部

兵庫医療大学 Jazzバンド部

jazz

吹奏楽

12:30～12:55 劇団「夢」サーカス ミュージカルショー

12:59～13:09 ウエルネス チアダンス教室 チアダンス

13:11～13:26 チームM トランポビクス

13:29～13:44 HAT-Robics JAPAN トランポ・ロビックス

13:47～14:02 ＺＡＰ キッズダンス

14:07～14:22 みなとウィンズ 吹奏楽

14:27～14:42 Smiles Brass Ensemble 吹奏楽

14:47～15:02 Dance co Y・STREAM キッズダンス

15:05～15:20 青空応援団 演舞による応援

15:25～16:00 兵庫県警察音楽隊 吹奏楽

神戸学院大学正門前

フィニッシュ地点

11

12
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NO 実施場所
イベント

出演予定時間
出演団体（者） 演　　　　　目

沿道応援各会場出演団体

10:00～10:05 オープニング

10:05～10:30 神戸太鼓保存会 和太鼓

10:30～11:10 シスメックス音楽同好会MAS バンド演奏

11:10～11:50 シスメックス音楽同好会MAS バンド演奏

12:15～12:30 仙台市立南材木町小学校 南の星合唱団 感謝状贈呈式 小学校イベント

13:00～13:30 第７回神戸マラソン表彰式 第7回神戸マラソン 表彰式

13:40～14:05 兵庫県警察音楽隊 吹奏楽

14:05～14:30
関西キッズチアユニット

Dream☆Stars
チアダンス

14:30～15:00
PＲタイム

（沖縄美ら島財団/ドコモ/サンテレビガールズ）

15:00～15:30 PureGrape ステールパン演奏

15:30～16:00 神戸ユースジャズオーケストラ ジャズ

16:00～16:25 ダンスサークルCAT KOBE ダンス

16:25～16:30 エンディング

10:30～11:50 流通科学大学吹奏楽団 吹奏楽演奏

10:50～11:10 エレコム神戸ファイニーズ チアダンス

11:10～11:20 ユキダンスファクトリー ジャズダンス

11:20～11:30 神戸ちるど連 阿波踊りと和楽器演奏

11:30～11:40 ガールズファンク長田キッズ キッズダンス

11:40～11:50 本三バトントワリング部 バトントワリング

11:50～12:00 千代が丘フラサークル フラダンス

12:00～12:20 ３Ｂ体操 踊りとダンスのコラボ

12:20～12:30 キラキラ☆ラッキーズ キッズダンス

12:30～12:40 Team KDC キッズダンス

12:40～13:00 オリックス・バファローズ① キッズダンス

13:00～13:10 成徳ウインドミルバトンクラブ バトントワリング

13:10～13:20
丸山ファイターズ

＆民踊・ダンスレクレーション
チアミックスと民踊ダンス

13:20～13:40 オリックス・バファローズ② チアダンス

13:40～13:50 るんるんクラブ ダンス＆体操

13:50～14:00 鬼塚太鼓教室 和太鼓演奏

14:00～14:15 甲南女子大学 チアリーディング

14:15～14:30 各チーム選手 エンディング応援

14
ノエビアスタジアム神戸

スポーツフェスティバル

13
市民広場シスメックスス

テージ
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