
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

KOBEパークレット
9:00～9:40 金管五重奏 ジャズ演奏

2 南京町長安門 9:00～9:40 南京町商店街振興組合 龍の舞

9:00～9:01 司会 オープニング

9:02～9:30 開会挨拶ほか 開会式

9:32～10:05 神大モダン・ドンチキ 楽器演奏

10:10～10:30 中国音楽グループ「ザ・華ルテット」 楽器演奏

10:35～10:55 ヨッシー春本＆ハッピーアイランダース 楽器演奏

11:00～11:20 神戸のじぎく 和太鼓演奏

11:25～11:45 音寺しをりの歌 歌

11:50～12:10 神戸実業学院「神戸東陣」 よさこい鳴子踊り

12:15～12:35 日伯協会 神戸ブラジル協会サンバチーム サンバ

12:40～13:00 ハワイアン　フラ　Le' aLe' a Aloha Hula フラダンス

13:05～13:25 上野　まな　“ウクレレ弾き語り” 歌

13:30～13:55 阿波踊り「神戸ちるど連」 阿波踊り

13:56～14:00 閉会挨拶 エンディング

神戸女子大学、須磨区役所職員 着ぐるみキャラクターによる応援

地元子ども会 須磨太鼓

09:55～10:07 ドンドコひがまい 和太鼓

10:07～10:19 音鼓組 和太鼓

10:19～10:31 垂水区子ども会連合会チアガールポピーズ ダンス

10:31～10:43 ジェームス山　TINKERS ダンス

10:43～10:55 GOLD STARS(ジェームス山カルチャーセンター) 演舞

10:55～11:07 合同演舞

11:07～11:19 ウニオン・アレグリア サンバ

11:19～11:31 GOLD STARS(ジェームス山カルチャーセンター) ダンス

11:31～11:43 花　鼓 和太鼓

11:43～11:55 和太鼓連　ふくだ 和太鼓

11:55～12:15 合同演舞

12:00～12:30 Konan Groovy Quintet ジャズ

12:30～13:00 秦　有里奈 ジャズ

13:00～13:30 Groovy Tone Quartet ジャズ

13:30～14:00 Ott trio ジャズ

14:00～14:30 ベス ジャズ

14:30～15:00 くにゆき なつ Group ジャズ

3
若松公園

ふれあいフェスティバル

沿道応援各会場出演団体

舞子公園東交差点

（国道南側歩道上）
5

4 須磨浦公園 9:30～13:30

6
舞子公園内

（旧武藤山治邸庭園）
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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

 9:40～9:42 垂水中学校吹奏楽部 吹奏楽(ファンファーレ)

 9:42～9:59 垂水中学校吹奏楽部 吹奏楽

9:59～10:16 神陵台中学校吹奏楽部 吹奏楽

10:16～10:33 福田中学校吹奏楽部 吹奏楽

10:40～10:57 垂水中学校吹奏楽部 吹奏楽

10:57～11:14 神陵台中学校吹奏楽部 吹奏楽

11:14～11:31 福田中学校吹奏楽部 吹奏楽

11:38～11:55 垂水中学校吹奏楽部 吹奏楽

11:55～12:12 神陵台中学校吹奏楽部 吹奏楽

12:12～12:29 福田中学校吹奏楽部 吹奏楽

県立神戸聴覚特別支援学校 横断幕による応援

県立伊川谷北高等学校 横断幕による応援

県立伊川谷高等学校 横断幕による応援

県立舞子高等学校 横断幕による応援

県立兵庫工業高等学校 横断幕による応援

県立尼崎西高等学校 横断幕による応援

県立西脇北高等学校 横断幕による応援

県立佐用高等学校 横断幕による応援

9 アグロガーデン前 10:30～13:50 長田区役所 一般沿道応援者によるコテの三拍子応援

10 はまやま協働の花畑前 10:30～14:30 神戸市立神港橘高等学校 チアダンス

10:35～10:55 エレコム神戸ファイニーズ チアダンス

11:00～11:10 阿波踊りグループ「神戸ちるど連」 阿波踊りと和楽器生演奏

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 Girls Funk 長田キッズダンス ガールズダンス

11:30～11:40 本三バトントワリング部 バトントワリング

11:40～11:50 成徳ウインドミルバトンクラブ バトントワリング

11:55～12:10 神戸太鼓保存会 和太鼓演奏

12:20～12:30 るんるんクラブ ダンス＋体操

12:30～12:40 ヴィッセルセレイア ダンスパフォーマンス

12:45～12:55 キラキラ☆ラッキーズ キッズダンス

12:55～13:05 劇団「夢」サーカス ミュージカル

13:05～13:15 Team KDC キッズダンス

13:15～13:25 千代が丘フラサークル フラダンス

13:25～13:35 丸山ファイターズ＆ディーヴァ＆寿踊ろう会 チアダンスなど

13:35～13:55 鬼塚太鼓教室 和太鼓演奏

14:00～14:30 トップスポーツ選手等 応援

9:45～13:00平磯緑地前8

11
ノエビアスタジアム神戸

スポーツフェスティバル

7
西水環境センター

垂水処理場北側
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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

10:30～10:40 全員 オープニング

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】

11:05～11:30 ジャズライブ ミュージックライブ【ジャズ】

11:35～11:50 ダンシングチームKIRARA＆ShiningStar 創作ダンス

11:55～12:15 東川崎恵比寿太鼓保存会 太鼓

12:20～12:40 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】

12:45～13:10 ジャズライブ ミュージックライブ【ジャズ】

13:15～13:30 ダンシングチームKIRARA＆ShiningStar 創作ダンス

13:35～13:55 東川崎恵比寿太鼓保存会 太鼓

14:00～14:15 神戸市立神港橘高等学校吹奏楽部 吹奏楽

14:20～14:30 ダンシングチームKIRARA＆ShiningStar 創作ダンス

14:35～15:00 ジャズライブ ミュージックライブ【ジャズ】

13 神戸学院大学北東角付近 11:00～15:30 一般社団法人イドミィ 横断幕による応援

11:15～11:35 神戸学院大学　軽音学部 バンド演奏

11:40～12:00 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

12:05～12:25 神戸学院大学　ギター部 ジャズ演奏

12:30～12:50 神戸学院大学　Jazz Player's Club バンド演奏

12:57～13:17 Soranaka Kibun 歌楽器演奏

13:22～13:37 Bellydance Alabiana ベリーダンス

13:42～13:57 ママレレ ウクレレ演奏

14:02～14:17 メリーボイス ショークワイア

14:20～14:35 B・Bグランパ+ ウクレレ デュオ

14:42～14:57 凛華 和太鼓

15:02～15:12 Rmy フリーダンス

15:15～15:30 はば拳 応援団

14 神戸学院大学正門前

神戸情報文化ビル

「カルメニ」前
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

10:40～12:30
神戸学院大学 吹奏楽部

神戸学院大学付属中学校・高等学校 吹奏楽部
jazz 吹奏楽

12:30～12:45 ウエルネスチアダンスクラブ神戸 チアダンス

12:50～13:10 ＺＡＰ キッズダンス

13:13～13:23 Blancheur フリースタイルストリートダンス

13:26～13:46 ウエルネス チアダンス教室 チアダンス

13:51～14:11 Dance co Y・STREAM キッズダンス

14:15～14:25 神戸大学アメリカンフットボール部RAVENS チアダンス

14:30～14:50 青空応援団 演舞による応援

14:56～15:16 Smiles Brass Ensemble 吹奏楽

15:24～16:00 兵庫県警察音楽隊 吹奏楽

10:00～10:05 オープニング

10:05～10:25 高田屋太鼓 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 仙台市立長町中学校合唱部 感謝状贈呈式

12:30 表彰式準備

13:00～13:40 第９回神戸マラソン表彰式 表彰式

14:00～14:20 兵庫県警察音楽隊 吹奏楽

14:30～14:50 日本キッズチア連盟ドリームスターズ チアダンス

15:00～15:25 サンテレビＰＲステージ PR

15:35～15:55 JOUFUL GOSPL SINGERS ゴスペル

16:00～16:25 ジャズの街神戸推進協議会「たまたまズ！」 ジャズ

16:25 エンディング

15

16

フィニッシュ地点

市民広場

シスメックスステージ
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