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 はじめに 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 

酒まつりをもっとたくさんの方が参加し触れ合うまつりにしたい。 

 

そんな想いから誕生したのが「新・酒みだればやし」です。 

この「新･酒みだればやし」の踊りは、まだ昨年誕生したばかりですが、 

やがてみんなの踊りとして育まれ、誇りある踊りとして受け継いでいかれる 

ことを願っています。 

 

今年、酒まつりKIZUNA会場では、この「新･酒みだればやし」の踊りを軸に 

より多くの人が関わり、まさに絆を感じていただけるコンテンツになればと 

この「ダンス酒みだれ」を実施する運びとなりました。 

 

みなさんのオリジナリティ溢れる創意工夫で、この踊りをバージョンアップ 

していただければ幸いです。 

そして、「ダンス酒みだれ」の会場で、今年、みなさんと笑顔でお会いできる 

ことを楽しみにしています。 

 

 

2017酒まつり実行委員会 

みなさんの熱い想いをダンスにこめて 
「ダンス酒みだれ」でお会いしましょう 
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 「新・酒みだればやし」 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 

酒まつりとともに受け継いできた「酒みだればやし」

をルーツに、もっとたくさんの人が口ずさんだり、演

奏したり、踊ったりできるようにとの想いで誕生した

のが「新・酒みだればやし」です。 

全国で活躍するサウンドデザイナーの清川進也さんが

音を紡ぎ、地元西条の「次郎丸太鼓」や「かぶらや」

の演奏をセッションという形でその場で収録し、楽曲

として完成させました。 

 
稲穂実れば～、酒のまつりだ、酒みだれ、 
コイサー、コイサー、酒みだれットサー 
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ 
 
酒のかみさま、酒に誘われ、酒みだれ、 
コイサー、コイサー、酒みだれットサー 
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ 
 
酒にみだれりゃ～、酒の仲間さ、酒みだれ、 
コイサー、コイサー、酒みだれットサー 
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ 
 
酒の都だ～、酒に酔わされ、酒みだれ、 
コイサー、コイサー、酒みだれットサー 
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ 

「新・酒みだればやし」 

https://youtu.be/sLmluK1qbVs 

「新・酒みだればやし」踊り 

（新・酒みだればやし歌詞） 

そんな「新・酒みだればやし」を振付け、いき

いきとした踊りにしたのはCMやトップアーティ

ストの振付も担当し、業界の第一線で活躍する 

振付稼業 air:man です。振付稼業 air:man が

振付けたこの「新・酒みだればやし」の踊りは、

左のムービーを見て練習することができます。 

https://youtu.be/jJQJq3VVoB0 

「酒まつりプロモーションムービー」 

そうして誕生した「新・酒みだればやし」を 

踊りながら、酒蔵が立ち並ぶ西条の町並みで 

撮影したものがムービーになりました。 

  ダンス酒みだれのルーツは 
“酒みだればやし”にあります 
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https://youtu.be/Sgnsv1sIEsw 



 「ダンス酒みだれ」ゲスト 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 

ストリートダンサー/振付師 

FISHBOY 
本名：中田啓之 

生年月日：1985年12月19日(31歳) 

出身地：大阪府高槻市 

  今年はダンス酒みだれにあのFISHBOYが登場！ 
ダンスパフォーマンスも披露してもらいます 
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ダンス界では、2009年『JUSTE DEBOUT』世界大会で

も優勝する経歴も持つ。非常に明るい性格の持ち主であ

り、人を和ませる自然な魅力と誰とでも仲良くなれる特

技を併せ持ち、踊るときと普段の表情のギャップでファ

ンを魅了している。日本人ダンサーでは初となるアディ

ダスオリジナルからスポンサード契約を受けた実績も持

つ。あのオリエンタルラジオの中田敦彦氏の実弟であり、

武勇伝ネタは彼のダンスから生まれたというエピソード

も。2016年はRADIOFISH「PERFECT HUMAN」で

NHK「紅白歌合戦」に初出場した。他アーティストの

振り付けや、イベント出演、様々なバラエティー番組に

出演をしている。 

≪経歴≫ 

2003年 DANCEATTACK高校生全国大会優勝 

2004年 SKOOL WARS 3位 ひらパーダンスダンス準優勝  toi!toi!toi!dance contest準優勝 GRANDSOUL準優勝 

2005年  DANCE FLASH優勝 ZERO DANCE CONTEST優勝 PARADISE BONNIE準優勝 

2006年 P-1GP TOKYO POPソロバトル準優勝  12/30COUNTDOWN JAPAN バックダンサー出演 

2007年  Fine motionフリースタイルソロバトル優勝 BIGBANG(大学生全国大会)優勝 

2008年 TOKYO DANCE DELIGHT 5位入賞 THE CREW POP CREW BATTLE優勝 

2009年 JAPAN DANCE DELIGHT vol.16 FINALISTJUSTE DEBOUT 09 POP(世界大会)優勝 

2010年 JAPAN DANCE DELIGHT vol.17 FINALIST 

                                                     他、コンテスト入賞経験多数クラブイベントでのゲスト出演 

≪テレビ≫ 

・ソロ/ NHK「勝手にブランド発見伝」 NTV「踊る！さんま御殿」「人生が変わる１分間の深イイ話」「ナカイの窓」「スッキリ!!」 

「メレンゲの気持ち」「AKIBINGO!」「スタードラフト会議」「行列の出来る法律相談所」 EX「クイズサバイバー」 

「ミラクル９」「Qさま」「関ジャム完全燃ショー」「クイズタイムショック」CX「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦」 

「ドレミファドン」「TEPPEN」ＴＸ「ピラメキーノ」「ダンスストーリー」ＣＢＣ「本気プリ」YTV「ダウンタウンＤＸ」 

・RADIOFISH/ NHK 「うたこん」「紅白歌合戦」NTV「笑点」「しゃべくり007」「嵐にしやがれ」「THE MUSIC DAY」 

EX「ミュージックステーション」「検索ちゃんネタ祭り」「ロンドンハーツ」TBS「爆笑まとめ」 

CX「ENGEIグランドスラム」「有線大賞」 

≪ミュージックビデオ・舞台出演≫ 

w-inds涼平主催舞台 「the shot」 出演 KAT-TUN田口淳之介ソロ曲「FLASH」PV バックダンサー出演、 

スポンテニア「愛より強いもの」 PV出演 Dream5「Like & Peace!」 PV出演、MAG!C☆PRINCE「絶対☆アイシテル！」PV振付 

CM「マネーフォワード」振付、三戸なつめ「パズル/ハナビラ」振付、新ベビースター「パンメン」振付 

GUEST 

ゲストには「PERFECT HUMAN」 RADIOFISHの主要メンバーとしても有名なFISHBOYが登場。 

キレキレのダンスパフォーマンスはもちろん、審査員としても全出場チームの皆さんへコメントを 

していただきます。 



 募集概要 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 

酒まつりのメインステージで開催するダンスパフォーマンス「ダンス酒みだれ 

Exhibition Match」の出演チームを募集します。 

募集要項 

4 

2017酒まつり ダンス酒みだれ Exhibition Match 
募集内容 

●募集チーム数は、合計20チームを目途に、他のステージプログラムと調整の上、 

 実行委員会にて決定させていただきます。 

●申込者が定数となり次第、募集を締め切らせていただきます。 

●1団体から複数チーム応募したい場合は別途ご相談ください。 

 ただし、一人の演者が複数のチームに重複して応募することは不可とします。 

●万が一演者の重複(名義貸し含む)が判明した場合は、対象チームすべてを失格とします。 

定数に達し次第〆切り 

募集チーム数 

●個人ではなくチーム単位で申込みをしてください 

●1チームの構成人数は2名以上50名以下としてください 

●チーム内に未成年者がいる場合は、必ず通学校や保護者の同意または同伴を得てください 

小学生以上のメンバーで構成するダンスチーム 

対象者 

●雨天決行（荒天の場合は除く） 

●実施途中に荒天となった場合、実行委員会の判断で中断または中止することがあります 

●開催時間は変更となる場合がございます 

2017年10月7日(土) 16:00～20:00 予定 

酒まつりKIZUNA会場（西条中央公園東側）メインステージ 
実施日・場所 

パフォーマンスは審査員(FISHBOY他)による審査を行い、以下の賞を決定します 

●最優秀賞 

●優秀賞 

●審査員特別賞 

優れたパフォーマンスの3チームには賞を贈呈 

賞 

●参加申込書をダウンロード 

 ※申込書は酒まつり公式ホームページまたは東広島市観光協会で配布 

●必要事項を記入 

●期日までに実行員会へ提出（申込〆切り/ 8月3日 17:00  定数となり次第〆切り）  

 ※提出の方法は酒まつり公式ホームページでご案内します 

参加申込書を実行委員会に提出 

応募方法 

※各チームでご用意いただく衣装代等は参加者のご負担となりますが 

 参加すること自体には費用はかかりません 

無料 
参加費 



 募集概要 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 

申込みから出場までのスケジュール 
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酒まつり公式ホームページより申込み用紙をダウンロードし、必要事項を 

記入して、申込みを行ってください。 

申込み用紙は東広島市観光協会でも配布しております。 

申込み受付期間 

申込み〆切り後、「参加確認書」を申込みチームに配布します。 

申込み集計 

●実行委員会が指定する必要書類を用意し期日までに実行委員会までご提出ください 

参加確認書提出（申込〆切り/ 8月25日 昼12:00） 

●使用音源の提出 

 ※説明会に参加できない場合は前日までに実行委員会へ提出してください 

●出演決定チームの出演順を発表 

※遠方やお子さまが多いチームなど出演時間の希望がある場合は 

 必ず事前にお申し出ください（説明会当日のお申し出は受け付けません） 

●紹介ナレーション原稿の提出 

参加説明会 開催（使用音源の提出） 

※参加説明会でご説明する内容に従って、集合・パフォーマンスを行ってください 

ダンス酒みだれ Exhibition Match 
 本番出場 

7月～ 

8月3日 17:00 

8月4日 

8月25日 

9月13日 

19:00～ 

10月7日 

※ただし定数となり次第〆切り 

（申込〆切り/ 8月3日 17:00） 



 ルール 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 

●チーム衣装を着用し、それぞれのチームオリジナルのダンスパフォーマンスを行ってください。 

●楽曲・振付は自由です。 

 実行委員会が用意する「新・酒みだればやし」のアレンジバージョン(２パターン用意)を 

 使用していただいても構いません。 

 ※楽曲については下記の「使用音源と提出音源」をご参照ください 

●酒まつりらしいテーマを取り入れてください 

 ※酒都西条らしい要素を演出に盛り込んでください 

●制限時間は3分以上4分以内とします 

自由演技のダンスパフォーマンスステージ 
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酒まつりらしいダンスパフォーマンスを 

基本ルール 

●1チーム2名以上、50名以下。 ※安全上、ステージ上で一度に踊る人数は30名以下としてください 

●チーム内に未成年者がいる場合は、必ず通学校や保護者の同意または同伴を得てください 

 

1チーム2名以上、50名以下 
チーム編成 

●実行委員会で用意するサンプル曲2バージョンのいずれか、またはオリジナル楽曲の3通りの中から 

 楽曲を選択することができます。使用できるサンプル曲は下記の2パターンご用意します。 

 ①テクノバージョン 

 ②ヒップホップバージョン 

 ※音源は酒まつり公式ホームページからダウンロードすることが可能です 

●実行委員会が用意する上記サンプル曲の全部または一部をオリジナル楽曲内に使用することが 

 可能です（テンポの変更等アレンジ可） 

●オリジナル楽曲を用意する場合は、3分以上4分以内の音楽CDをご用意いただき、9月13日の 

 参加説明会でご提出ください 

 ※CDは本番当日の受付でステージパフォーマンス終了後ご返却します 

 ※CDには使用する曲のみを1トラックで入れてください 

 ※私的に作成した音楽CDで提出する場合は、CDプレーヤーで再生できることをご確認ください 

 ※提出時は必ずケースに入れ、CDの盤面とケースにチーム名、楽曲または演舞タイトル、再生時間 

  を分かりやすく記入してください 

 ※参加説明会に出席できない場合は、参加説明会前日までに実行委員会へご提出ください 
 

★元音源の使用や編集、複製などに伴う知的財産権などの使用許諾の申請は各チームで行ってください。 

 トラブルが発生した場合も実行委員会は一切関知しません。 

3分～4分の楽曲｡サンプル曲またはオリジナル曲の選択可。 

使用楽曲と 

提出音源 

●参加者だけでなく、観客も楽しめる演出を行ってください 

創意工夫溢れる、こころに残る演舞を。 
演舞構成 



 ルール 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 
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●安全面を考慮し、ステージ上に一度に上がる人数は30名以下としてください 

●人数が多いチームはステージ前のスペースも利用可能です 

※詳細は参加説明会にてご説明します 

5.5K×4Kステージ＋5K×3Kステージ前演舞スペース 

演舞 

スペース 

(ステージ) 

●過度な肌の露出は避けてください 

 ※衣装の設定や演舞の構成に「はだか」を取り入れることは禁止します 

●小道具の使用も可能ですが、安全に十分に配慮したものとしてください 

 ※先端のとがったものや鋭利なものの使用は禁止します 

●観客に不快感を与える内容は避けてください 

●チーム衣装やメイクは採点の対象となります 

●当日は着替えとメイク場所をご用意しますが、道具等は各自ご用意ください 

 ※詳細は参加説明会でご説明します 

安全性・マナーを守って、衣装・メイク・小道具も自由 

衣装 

メイク 

小道具 

ステージ 
W9.9m(5.5K)×D7.2m(4K) 

ステージ前演舞スペース 
W9.0m(5K)×D5.4m(3K) 

※図面は変更となる場合があります。 

 詳細は参加説明会にてご説明します。 



 新・酒みだればやし総踊り 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 

新･酒みだればやし総踊り 
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当日のパフォーマンス審査発表の後に、新･酒みだればやし総踊りを行います。 

参加チームの皆さんは、一緒に参加して総踊りを盛上げてください。 

 

また、新･酒みだればやしの振付を見本となって踊れる方(新･酒みだればやし 

アンバサダー)を募集します。新・酒みだればやしアンバサダーは、当日、 

ステージ上などで踊りの見本となっていただきます。 
 

https://youtu.be/sLmluK1qbVs 

「新・酒みだればやし」踊り振付 

ダンスの祭典の集大成！参加者のみんなで踊ろう！ 

新･酒みだればやしの振付は下記にアップされています。 

踊りをマスターして、当日の総踊りで盛り上がりましょう！ 



 注意事項 
2017酒まつり 

ダンス酒みだれ 
参加募集要項 
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着替え場所 
当日は着替え場所をご用意します。（参加説明会でご案内します） 

着替え場所以外での着替え等はご遠慮ください。 

本番当日の 

集合・受付 

着替えやメイクをすました後、参加説明会で指定された時間・場所に集合して 

ください。出演予定時間の20分前までに受付を済ませてください。 

免責事項 
万一の場合に備え、各チームで適切な保険に加入し、安全に配慮してください。 

各団体内の被害および団体に起因する加害や事故が生じた場合も、実行委員会は 

一切の責任を負いません。 

メディア取材等 

本番当日は、テレビ局や新聞社などの各メディアによる撮影が行われます。 

テレビ番組、新聞紙面、ホームページ、YouTube、その他の印刷物などで、断りなく

放映や掲載される場合がありますので予めご了承ください。なお、主催者が撮影した

写真や動画などの全ての権利は主催者に帰属します。予めご了承の上ご参加ください。 

駐車場 実行委員会では駐車場はご用意していません。 

未成年の参加 
チーム内に未成年者がいる場合は、必ず通学校や保護者の同意または同伴を 

得てください 

貴重品の管理 
貴重品の管理は各自の責任において管理してください。 

実行委員会では、盗難・紛失・破損などの責任は一切負いません。 

雨天時の実施 

●雨天決行（荒天の場合は除く） 

●実施途中に荒天となった場合、実行委員会の判断で中断または中止することが 

 あります 

●開催時間は変更となる場合がございます 

重複応募 
基本1団体1チームの参加とさせていただいております。 

2チーム以上のエントリーをご希望の場合は別途ご相談ください。 



〒739-0025 

広島県東広島市西条中央7丁目23番35号 

東広島商工会議所会館２F (社)東広島市観光協会内 

TEL 082-420-0330 

FAX 082-420-0329 

酒まつり実行委員会 
＜問い合わせ＞ 


