
東京よさこい@GLOBALRING

出場チーム募集要項

開催日程：2021年10月9日（土）･10日（日）

参加申込：2021年7月8日（木）～8月1日（日）

ふくろ祭り協議会



はじめに

2019年は台風19号の東京直撃により中止、2020年は新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響によって「東京よさこい H-1グランプリ」として初の

オンライン開催。ワクチン接種が始まった今年こそ通常通りの形式で開催を

しようと考えておりましたが、いまだ予断を許さない状況が続いております。

各地のよさこいイベントも中止や形式変更を余儀なくされる中、わたくし

どもふくろ祭り協議会では「東京よさこい@GLOBALRING」と規模を縮小

しながらもリアルの場でよさこいイベントを開催することにいたしました。

開催日は１０月９日（土）・１０日（日）の２日間、会場は２０１９年１１

月に生まれ変わった池袋西口公園で初のよさこいイベントです。

また同日開催される「原宿元氣祭スーパーよさこい２０２１」と初の連動企

画ということで主催者側も楽しみにしております。

感染状況の状況次第で直前まで運営方針の変更が生じる可能性があります。

毎年参加いただいているチームの方々からすればご納得いただける規模では

ないかもしれません。それでもよさこいを愛する踊り手のみなさんに踊る場

を提供したいとわたくしどもは考えております。東京よさこいをとりまく

様々な状況にご理解をいただける多くの踊り手の方々に参加・協力賜れます

と幸いです。

ふくろ祭り協議会

会長 岩田 甚一
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開催概要
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【名 称】 東京よさこい＠GLOBALRING

【会 期】 2021年10月9日(土) ・10日(日) ※雨天決行

【会 場】 池袋西口公園

【主 催】 ふくろ祭り協議会

(加盟団体）池袋北口駅前商店街、池袋西一番街商店会、西池袋エビス通り商店

会、池袋ロマンス通り商店会、池袋西口駅前名店街、池袋西口駅前商店会、東

武百貨店、東武ホープセンター、ビックカメラ、ルミネ池袋店、ホテルメトロ

ポリタン、ジェイアール東日本ビルディング

【共 催】 豊島区・東京芸術劇場

【後援】 立教大学、東京商工会議所豊島支部、豊島区観光協会、豊島産業協会、
豊島法人会、豊島区商店街連合会、豊島青色申告会、豊島区町会連合会
（2021年申請予定）

【特別後援】 毎日新聞社

【運営協力】 毎日広告社、としま未来文化財団、としまテレビ、綜合警備保障、オ
フィス田中、ウィズプランニング、リアルプロ、日東造花、創造システ
ム、豊島新聞社、H・I・S、東京キリンビバレッジ

【募集チーム】 最大60チーム（予定） 各日30チーム



新型コロナウイルスに対する対応

【東京よさこいコンテストについて】

 新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、東京よさこい＠GLOBALRING

（以下、本イベント）においてコンテストは実施いたしません。

【中止判断について】

以下３つの判断基準いずれかに該当した場合、本イベントは開催中止といたします。

 東京オリンピック・パラリンピックの中止が決定した場合

 ８月３１日時点で東京都に緊急事態宣言が発令されていた場合

 ９月１日以降、感染状況が悪化し主催者が中止不可避と判断した場合

参加エントリーについては８月１日を締切、参加料の支払は９月１日以降とする予

定です。

【会場について】

本年は会場を池袋西口公園のみとします。1部～９部までの9部制構成とし、各部終

了ごとに消毒のため招待客総入れ替え制のご案内形式となります。招待券につきま

しては各チーム30枚ずつを配布予定です。感染拡大を防ぎ、会場での密を避けるた

め演舞スペース周辺はテントで覆い原則非公開形式となりますが、動画配信サービ

スにて生放送を予定しております。

【演舞回数について】

単独エントリー30枠＋スーパーよさこい連動企画枠15枠、計45枠/日を用意する予

定です。エントリーチームが定数に満たなかった場合は複数回踊っていただける可

能性もありますが原則1回/日とお考え下さい。

【更衣室について】

としま産業振興プラザ（IKE Biz）ならびに東京芸術劇場の２か所を更衣室としてご

用意しております。周辺施設のトイレ等での着替えにつきましては他の利用者のご

迷惑となりますのでご遠慮ください。
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原宿表参道元氣祭り
スーパーよさこい2021との連携について

 本年は東京オリンピック・パラリンピックの影響で開催日程変更となった原宿

表参道元氣まつりスーパーよさこい2021とのコラボレーション企画として従

来の東京よさこいとは異なる形での開催となります。

 基本的な参加形態のイメージとしましては、通常のスーパーよさこい参加のス

ケジュールに、 池袋西口公園会場 がプラス１回、追加される形を想定してい

ます。

 池袋・原宿両方に参加希望の場合、スーパーよさこいエントリー時にその旨申

告いただければ本イベントへは自動エントリーとなります。

 東京よさこい＠GLOBALRINGのみ出場予定のチームは次ページ以降の要項に

従いエントリー期日までに専用フォームから申込を完了させてください。

（注意事項）

 連動企画参加チーム受入れには上限がございます。※1 日 15 チーム、両日で

30 チーム程度を想定

 タイムテーブルは両祭主催者にて決定させて頂きます。

 開催にあたっては、それぞれの祭りにて延期・中止など含め開催状況が変わる

可能性がございます。

 一方が延期・中止となった場合、もう一方の祭りへの参加形態などの変更は出

来かねますので、予めご了承ください。
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演舞会場紹介

（演舞スペース）
常設ステージおよびステージ前に演舞スペースを設けます。ステー
ジは天井に照明機材などがありますのでフラフは使用できません。
使用する小道具や演出物などは高さ3m以内とします。フラフにつ
いては演舞スペース両脇に２本まで。（中旗推奨・大旗使用チーム
は１本までになる可能性あり）流し踊りではなくステージ踊り用の
会場です。

（観客スペースについて）
ステージ前の広場をテントで囲うため一般の方々が観覧することは
できません。各チームに配布する観覧チケット（30枚/チーム）を
お持ちの方のみ完全入れ替え制にて観覧可能です。なお、演舞の様
子は動画配信サイトを使って生中継する予定です。

（楽曲について）
入場・チーム紹介・口上～演舞終了・退場まで6分以内、楽曲は4
分30秒以内とします。

常設ステージ

演舞スペース 10.8m

14.4m

11.6m

13.1m

6.95m
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参加にあたっての基本ルール

 手に「鳴子」を持って踊ること（演舞の一部で使用も可）

 チーム編成 40名程度とする

 演舞時間 入場・チーム紹介・口上～演舞終了・退場まで6分以内

（楽曲は4分30秒以内）
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チーム編成＆演舞要件

音源＆楽曲について

撮影について

 音源は「音楽CD」のみとします。楽曲データをCDに書き込む際の手順にご注

意ください。データディスク形式では再生できません。また主催者側で用意す

る再生機材との相性を考慮し予備の音源を持参することを推奨いたします。

 楽曲は4分30秒以内（再掲）とします

 市販の楽曲を使用する場合は著作権法上の使用手続きを済ませたうえでご使用

ください。

 当日は持参したCDを使用し、各会場ごとに音響担当者に手渡して、音出しの

最終打合せをしてください。

 演舞が終了したら忘れずに音源を受け取ってからお帰り下さい。

 開催期間中、取材や記録のために写真や動画撮影を行います。こちらの内容の

肖像権・著作権についてはすべて主催者が取得しますので撮影NGの方の参加

はご遠慮ください。

 自チームの演舞中に限りエリア内に立ち入りのできる許可証を1チームあたり2

枚発行いたします。各チームの撮影スタッフの方は必ず撮影時に許可証を見え

る位置に掲示するようにしてください。

 招待券を持った方々のみ観覧できる形式ですが、多くの見物客の方がいらっ

しゃいます。カメラやスマートフォンで演舞の様子等を撮影される可能性があ

りますが、主催者側では一切の責任を負いかねます。



参加にあたっての基本ルール

 更衣室利用のチームは90分前から、利用しないチームは45分前から池袋西口公園

本部テントで受付を行います。

 会場内での滞留人口を増やさないため、受付時間前のご来場は極力控えて下さい

 必ず出演時間の20分前には到着。演舞会場内の出番待ち用スペースにて待機。代表

者は司会者及び音響担当者と最終打合せをしてください。

 ステージからの飛び降り、飛び乗り等のパフォーマンスは事故発生の危険を伴いま

すので禁止です。
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当日の流れ

その他

 万が一の事故等に備え、各チームで必ず保険には加入してください

 衣装は原則自由ですがテープ・紙吹雪は禁止です。

 更衣室並びに会場周辺の公園・駐車場等での練習や声出しは周辺店舗・住民の

方々へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。（クレームやトラブルが多発

しております）

本番90分前 本番45分前 本番20分前

受付後、更衣室にて着替。
着替え後、会場集合

出待ちスペー
スにて待機

会場集合

更衣室
利用あり

更衣室
利用なし

本
番



想定タイムスケジュール

１０月９日（土） １０月１０日（日）

時間 時間

第１部
11:00 ５チーム演舞 10:30 ５チーム演舞

11:40 観客入替・消毒 11:10 観客入替・消毒

第２部
12:00 ５チーム演舞 11:30 ５チーム演舞

12:40 観客入替・消毒 12:10 観客入替・消毒

第３部
13:00 ５チーム演舞 12:30 ５チーム演舞

13:40 観客入替・消毒 13:10 観客入替・消毒

第４部
14:00 ５チーム演舞 13:30 ５チーム演舞

14:40 観客入替・消毒 14:10 観客入替・消毒

第５部
15:00 ５チーム演舞 14:30 ５チーム演舞

15:40 観客入替・消毒 15:10 観客入替・消毒

第６部
16:00 ５チーム演舞 15:30 ５チーム演舞

16:40 観客入替・消毒 16:10 観客入替・消毒

第７部
17:00 ５チーム演舞 16:30 ５チーム演舞

17:40 観客入替・消毒 17:10 観客入替・消毒

第８部
18:00 ５チーム演舞 17:40 ５チーム演舞

18:40 観客入替・消毒 18:10 観客入替・消毒

第９部
19:00 ５チーム演舞 18:30 ５チーム演舞

19:40 終了・撤収 19:10 総踊り「ひふみ」

19:20 終了・撤収

• 現時点での想定スケジュールです。参加チーム数や感染状況次第で変更になる
可能性もございます。

• 第４部～第７部はスーパーよさこい連動企画に参加するチーム枠を想定。
（現在調整中です） 9



参加申込受付期間
2021年7月8日（木）～8月1日（日）
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申し込み手順

参加申込は公式ホームページ上の専用フォームにて受付けます。エントリーフォームすべ
ての入力が完了すると登録メールアドレスに自動返信で受付完了メールが配信されます。
メールの受信の時点でエントリー受付完了となります。参加申込エントリー＝参加確定で
はありませんのでご注意ください。info@yosakoitokyo.gr.jp からのメールが迷惑メール
振分けされぬよう必ず設定のうえお申込みください。（設定なしの場合gmail等で一部受信
できない例が報告されています）

自動返信メールには自動採番された受付番号が記載されています。フォーム入力完了後、
件名に「受付番号＋チーム名」を記載し下記メールアドレスまでチームの写真を提出して
ください。提出いただいたチーム情報はホームページに掲載させていただきます。また個
人情報につきましては当方からの案内のみに使用いたします。

電話・FAXでのお申し込みは受付けておりません。事務局とのやり取りは補助的に電話を
させていただく場合もございますが原則Eメールで対応させていただきます。
※事務局E-mail info@yosakoitokyo.gr.jp

【注意事項】
参加エントリー＝参加確定ではありません。（再掲）
募集チームは60チームです。募集数を満たした時点で専用フォームはクローズ。
入力内容を事務局にて確認し参加可否のご連絡をメールにてご案内いたします。
エントリー後のチーム情報（チーム名・代表者名・その他諸情報）の変更はできません。
参加要項・ルールを熟読いただき上記の内容をご了承の上、お申込みください。
参加申込は参加要項のすべてに同意したものとみなし例外は認めません。
ルール違反や運営の妨げになる行為が発覚したチームは今後の参加をお断りする場合もご
ざいますのでご注意ください。

申し込みフォーム https://www.yosakoitokyo.gr.jp/yosakoi/g-ring/application2021.html

応募フォームはこちら⇒

日程・期限 チーム 事務局

１ エントリーまでに 本募集要項をよく読む

２ 7/8 ～ 8/1 専用フォームにてエントリー

３ エントリー後 チーム写真提出 エントリー確定メール送信

４ 8/22（土） チームリーダー説明会へ参加

５ 9/1 ～ 9/10 参加料の振込 入金確認

６ 入金確認後 参加確定メールの送信

mailto:info@yosakoitokyo.gr.jp
mailto:info@yosakoitokyo.gr.jp
https://www.yosakoitokyo.gr.jp/yosakoi/g-ring/application2021.html


申込フォーム（見本）
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申込フォーム（見本）
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参加料等の支払いについて
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参加料

（子供チーム定義：幼児/小中学生でチーム全体の80%以上を構成する場合）

 振込先

巣鴨信用金庫 池袋支店 普通 3168344

口座名：ふくろ祭り協議会 東京よさこい

（フクロマツリキョウギカイトウキョウヨサコイ）

 参加料の振込は9/1～9/10の間にお願いいたします。

振込手数料はご負担ください

振込者名義は申し込み番号＋チーム名にてお願いします（個人名ではありません）

例）「21296 ヨサコイチームフクロウ」

 振込期限が過ぎても入金が確認されない場合は、エントリーキャンセルとさせ
ていただきます。

 参加料は運営費や会場設営費に充当しているため参加確定後、いかなる事情で
出場を辞退することになっても参加料の払い戻しはいたしません。台風・地震
などの自然災害で東京よさこいが開催中止となった場合も同様です。ご了承く
ださい。

 参加チームも増え、チーム名が類似するケースがございます。正確な入金判断
のためにも振込者名に必ず申し込み番号を入れてください。

 一部金融機関のインターネットバンキングでは振込ができない場合がございま
す。その際は最寄りのATMからお振込みください。

注意事項

10/9 10/10 合計

両日参加 10,000円 10,000円 20,000円

土曜のみ 10,000円 － 10,000円

日曜のみ － 10,000円 10,000円

子供チーム 無料 無料 無料



開催までのスケジュール
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 エントリーが確定したチームの皆さまにアナウンスシートが添付さ

れたチームリーダー説明会のご案内を事務局よりメールでお送りい

たします。

 収容人数の関係上、１チーム２名までの参加とさせていただきます。

 東京よさこい当日使用する「アナウンスシート」の提出をチーム

リーダー説明会での受付とさせていただきます。当日までに必要事

項ご記入の上忘れぬようご持参ください。

 参加料の振込をもって参加確定とさせていただきます。

 チームリーダー説明会（予定）
開催日時：2020年8月21日（土） 18:30～

（受付 18:00～）
会場：としま産業振興プラザ６F 多目的ホール
住所：豊島区西池袋２－３７－４

※チームリーダー説明会の会場・日時は予定です。変更になる場合はホームページ
や事務局からのメールでご案内いたします。

日程

6月 28 月 募集要項公開

7月
7 水 スーパーよさこいエントリー締切

8 木 エントリー開始

8月

1 エントリー締切

21 土
チームリーダー説明会
(18:00開場 18:30開始)

9月
1 水 参加料振込受付開始

10 金 参加料振込期限

10
月

９ 土
東京よさこい＠GLOBALRING 開催当日

10 日



暴力団排除への取り組み
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1. 当チーム及び個人（踊り子等）は、次のいずれにも該当する者ではありません。

① 東京都暴力団排除条例（平成23年条例第五四号）第２条に規定する暴力団員等

② 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

③ 私又はチーム関係者及び踊り子が所属する法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。）の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

④ 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行うなど、社会通念上不適切と認められる者

2. 名義貸し、虚偽の記載その他不正な方法による参加等は一切しません。

3. 参加申込時や大会当日に、大会関係者や警察官からの身分確認証等提示要求に従

います。

4. 暴力団との関係等を調査するため、申込時に提供された情報が関係機関に提出さ

れることに同意します。

5. 暴力団にみかじめ料、ショバ代等の名目を問わず、一切金品等を渡したり、暴力
団にとって利益となる行為をしません。

6. 暴力団員及び暴力団関係者をチーム関係者や踊り子として一切入れません。

7. 東京よさこい開催中、粗野、卑猥な言動をするなどお客等に迷惑をかける行為は

しません。

8. 半裸体及び刺青をのぞかせる等の粗野な服装や態度をとりません。

9. ふくろ祭り協議会作成の参加ルールを厳守します。

10.ふくろ祭り協議会ならびに東京よさこい運営関係者の指示には積極的に従い、

行事の運営に全面的に協力します。

11.上記各事項に偽りがあった場合は、参加の不許可、参加許可の取消、出入り禁

止の措置をとられても、一切異議申立をいたしません。

東京都暴力団排除条例について

 平成23年に施行された東京都暴力団排除条例から東京よさこいに参加される
チームは以下の事項に同意する必要があります。
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