
フェニックス大賞：ＮＴＴ西日本グループ
パフォーマンス賞：福井市更生保護連

ハッスル賞：きちづくり福井民踊部

フェニックス大賞：越前一張羅

•一筆啓上・古城おじゃれ
•雅夢舎羅　•天手鼓舞
•道楽

民踊（10 チーム） （50音順）

（50 音順）YOSAKOI（42 チーム）

いつ輪会 /NTT西日本グループ /きちづくり福井 民踊部 /福井市更生保護連 /公益社団法人福井市シルバー人材センター /坪田バレエ団附属坪田バ
レエスクール/福井市議会・市役所チーム/福井市三世代連絡運営委員会/福井市不死鳥民踊連合会/丸市食品おどろう会

朝倉無限隊　夢幻。/ あさひ幸若乱舞 / 旭桜組 / 朝日蒼天龍神 / 一期一会 / イッチョやる座 / 一筆啓上・古城おじゃれ / 越前一張羅 / 雅夢舎楽
/河合風雅 /佐佳枝翔龍隊・葵太鼓凛生～ Rio ～ / 咲恋う組 / 昇華一心・ひびき /仁愛大学”我楽”/住吉幸清メッキ /青嵐演舞 /So－le 円山 /
天手鼓舞 / 天手鼓舞 Jr. えんじぇるず / 道楽 / のび♡カル♡ダンスM＆Y/ 東藤島龍童夢人 / 響 / フォースリーカモンズ★/ 福井今村組北辰会 /
福井県医療福祉専門学校～一軌一悠～ / 福井大学よっしゃこい / 福井よさこいチーム紡 / 松岡一番星 / 命 ( みこと )/ 湊 Jr. パフォーマンス / み
のり参舞～狐童～/MIHAMAよさこい乱DE舞/明新森組/明新森組chezawatotoイッチョライ/遊あんど逢/4351 It's all right!/凛々∞楽々 〔県
外チーム〕金沢大学　“彩 -IRODORI-”/The 日本海＆北國新聞 /泉華菖舞美人 /北海道大学“縁”

エンジョイ賞：丸市食品おどろう会

最優秀賞：フォースリーカモンズ★

最優秀賞：福井大学よっしゃこい

最優秀賞：4351 It's all right!

入賞チーム　～入賞した皆様、おめでとうございます！～

参加チーム一覧　～当日のご参加ありがとうございました！～

【古賀政男・イッチョライ節賞】
•仁愛大学“我楽”
•響　•福井今村組北辰会
•明新森組

【イッチョライNPO賞】
•湊 Jr. パフォーマンス　
•明新森組 chezawatoto　
　イッチョライ

【子ども賞】

YOSAKOI の部

民踊の部

　第 64 回福井フェニックスまつり～民踊・ＹＯＳＡＫＯＩイッチョライ大会～（主管 : 福井商工会議所、株式会社
福井新聞社）を 8月 5日㈯にフェニックス通り（大名町～裁判所前）にて開催しました。
　今回のまつりは、参加者はもちろん観客の皆様の目にもまつりの感動や興奮を焼き付けてほしい、という思いか
ら「瞬きはいらない」をテーマに、恒例の民踊部門には 10 チーム約 1,100 人、YOSAKOI 部門には 42 チーム約
1,500 人の方々にご参加いただきました。また、プロ太鼓奏者「まほろば」と 20 チーム・約 300 人による太鼓演奏、
一般市民を中心に約 120 人が参加した商工みこしがまつりの力強さを鮮やかに表現しました。

　同時開催として、福井商工会議所青年部が「フェニックス人選び～
水かけ障害物レース～」を福井市中央公園西側沿道で実施。5 つの部
門に分かれて約 100 名の参加者がフェニックス人の称号を勝ち取るべ
く、水の妨害に負けじとゴールの佐佳枝廼社を目指して疾走しました。

　新たな企画として盛り込んだ「フェニックス・ドリーム・パレード」
では、はぴりゅう、Dino ハピネス、朝倉ゆめまるとパフォーマーで
構成されたパレードが会場を練り歩き、暑いまつりに華やかさを添
えました。

民踊・YOSAKOIイッチョライ大会 8月5日㈯開催報告

非常に暑い中での開催となりましたが、多くの皆様のご協力により、今年も無事にまつりを
開催できました。今後も福井市民に愛されるまつりとなるよう、運営に努めてまいります。

フェニックス・ドリーム・パレード

フェニックス人選び

民踊部門

YOSAKOI部門 300人太鼓

まほろば演奏 商工神輿
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