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どまつり２５周年記念企画

第一弾として開催する

「劇場版どまつり ２０２３Premium Stage」

夏の熱気はそのままに、

照明効果が効いた劇場でしか味わえない

もう一つのどまつりの魅力を、

この春お届けします。

舞台となるのは、

名古屋最大級の席数を誇る、

名古屋国際会議場 センチュリーホール。

３部構成、総勢４7チームが出場します。

感動のステージをお見逃しなく！

２０２３年 ３月 ２６日。

さぁ、幕が上がります！



開催日：2023年3月26日(日) 会場：名古屋国際会議場 センチュリーホール

劇場版どまつり 2023PremiumStage

†・・・2回出演するチームです。異なる演目または演出を披露します。 ※この内容は予告なく変更になる場合があります。

にっぽんど真ん中祭り
25周年第一弾企画

プログラム番号 チーム名（演舞順） 活動拠点

【第一部】

開場１０時
開演１１時

１－１ オープニング
１－２ 夜宵† （２０２１年大賞作品） 愛知県名古屋市

１－３ 静岡大学よさこいサークルお茶ノ子祭々 静岡県静岡市

１－４ 昭和保育園｢たちばな｣ 愛知県名古屋市昭和区

１－５ 侍 前田利家ONDO・舞人 愛知県名古屋市中川区

１－６ どっと 愛知県名古屋市

１－７ 京都よさこい連心粋 京都府京都市

１－８ ひなた 愛知県名古屋市

１－９ 関西大学学生チーム"漢舞" 大阪府吹田市

１－１０ あぐい騰 愛知県知多郡阿久比町

１－１１ 和凛ーKARINー 北海道上川郡和寒町

１－１２ 天狗ぅ 三重県津市

１－１３ 破天荒 supported by 安全輸送 神奈川県横浜市

１－１４ いりゃあせ南都 愛知県名古屋市南区

１－１５ 岐阜大学騒屋 岐阜県岐阜市

１－１６ 関学よさこい連 炎流 兵庫県三田市

１－１７ 半布里† 岐阜県加茂郡富加町

１－１８ kagura† 愛知県名古屋市

１－１９ エンディング・総踊り

プログラム番号 チーム名（演舞順） 活動拠点

【第二部】

開場１３時４５分
開演14時30分

2－１ オープニング

２－２ ペプシ怪物舞踏団 愛知県、東京都、ニューヨーク

２－３ コンコン豊川 愛知県豊川市

２－４ チーズ組 滋賀県長浜市

２－５ 天嵩〜Amata〜 北海道千歳市、東京都

２－６ 鳴海商工会猩々 愛知県名古屋市緑区

２－７ 神戸学生よさこいチーム湊 兵庫県神戸市中央区

２－８ 下駄っぱーず 東京都新宿区

２－９ 飃〜FREEDOM〜 三重県鈴鹿市

２－１０ よつ葉庄内ハッピーダンスクラブ 愛知県名古屋市西区

２－１１ 浜松学生連鰻陀羅 静岡県浜松市中区

２－１２ 彩ノ京 京都府京都市

２－１３ ダンスチーム凛 三重県津市

２－１４ 岐阜聖徳学園大学 柳 岐阜県岐阜市

２－１５ 信州大学YOSAKOI祭りサークル和っしょい 長野県松本市

２－１６ バサラ瑞浪 岐阜県瑞浪市

２－１７ kagura† 愛知県名古屋市

２－１８ 嘉們-KAMON-† （２０１９年・２０２０年大賞作品） 大阪府大阪市北区

２－１９ エンディング・総踊り

プログラム番号 チーム名（演舞順） 活動拠点

【第三部】

開場１７時１５分
開演18時

３－１ オープニング
３－２ 笑゛ 愛知県犬山市

３－３ 歓喜団 愛知県名古屋市千種区

３－４ 笑舞 愛知県丹羽郡扶桑町

３－５ 大須笑店街☆２１ 愛知県名古屋市中区

３－６ 八雲一座 愛知県名古屋市中区

３－７ 龍谷大学 華舞龍 滋賀県大津市

３－８ 名古屋大学"快踊乱舞" 愛知県名古屋市千種区

３－９ 癸-mizunoto- 三重県津市

３－１０ 笠寺いちり 愛知県名古屋市南区

３－１１ 倭奏 北海道・愛知県・関東

３－１２ KanoN 愛知県名古屋市中区

３－１３ 名古屋学生チーム『鯱』 愛知県名古屋市中区

３－１４ 心纏い 愛知県名古屋市中区

３－１５ 嘉們-KAMON-† 大阪府大阪市北区

３－１６ 夜宵† 愛知県名古屋市

３－１７ 常笑 愛知県日進市

３－１８ 半布里† 岐阜県加茂郡富加町

３－１９ エンディング・総踊り



チケットぴあの公式サイトからご購入ください。
https://t.pia.jp/

【前売り価格（税込）】

¥４，０００（ＳＳ席・全席指定）
¥３，０００（ Ｓ席・全席指定）
¥２，０００（ Ａ席・全席指定）

公演別観覧チケット公演別観覧チケット ３公演通し券３公演通し券

公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団
愛知県名古屋市中区栄4-16-33 日経ビル2階

TEL／052-241-4333 FAX／052-241-4446 E-mail／info@domatsuri.com

お問い合わせお問い合わせ

 日時 ２０２３年３月２６日（日）
[第一部] 開場／１０:００ 開演／１１:００ 閉演／１３:１０
[第二部] 開場／１３:４５ 開演／１４:３０ 閉演／１６:４０
[第三部] 開場／１７:１５ 開演／１８:００ 閉演／２０:１０

 場所 名古屋国際会議場センチュリーホール
〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1-1
地下鉄名城線「西高蔵駅」(2番出口)もしくは地下鉄名港線「日比野駅」(1番出口)下車、駅から徒歩5分

【前売り価格（税込）】

¥８，０００
（３公演通し券 Ｓ席・全席指定）

⚫ 消毒・清掃のため、各公演終了毎に一旦
ご退出いただきます。

Pコード

787-957
Pコード

517-257

発売期間

申込方法

1月21日（土）午前10時～
3月22日（水）23:59

※席数には限りがあるため、完売の場合はご容赦ください。

発券方法 全国のセブン-イレブン・ファミリーマート(Famiポート設置店舗のみ)で発券でき
ます。また、電子チケットにも対応しています。

終了時刻は予定です

劇場版どまつり202３PremiumStage

観覧チケットご案内
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