
4/=

潔

,ヽ☆

イ、

時間は目安です 前後する場合があります
また天候により出漬が中止となる団体があります

登録

番号
出 演 団 体 出演日|            コ ー ス 名 及 び (予 定 )時 間

|  1本町3(315演 技開女台,一市役所 :8‐ 3o■大通り21155■ 知久町4(915■ 本町41935■ 元町 1・ 300)東和町21‐ o.20■

1鶴 軍肝霊群れ「更需吾基百1rT鷺量層littTT色驚鳳「1‐測返詰1曇群lil
l   江戸町 1‐ 5,40‐江戸浜町1161001イ中ノ町

`16121■
馬場町2116■

=1本町3`´ T,o3帝171
|

1  1本町3(313C演技開始,長源寺 (3‐ 40,飯田病院
`9 ool通

り町4,20,通 り町319140■通り町21・ ●:oCI

I  I通り町1 1rc20,長 姫町1lo.40■主税町(110o,美 術博物館 ・́
1■ ‐ ■‐

"―
馬場町1113110■

‐
間 4嘔馬町1■ 333大雄寺■359桜町2¬ 41■ 東新町

「
43F繊町■‐5[伝馬町2■ r■ ―

1伝馬町1(1535,松尾町1115:55■松尾町211ら 15■松尾町311■ ■ 峯高寺 1‐ 6.=ら ■大横町 1‐ ■ i

|  1西澤病院(17135,一 本町3(17155終了|

|___  ● ___          _ _      
― ― ― ―

1本町3(8140演技開女台)― 箕瀬町3(9 oo,箕瀬町2 19 2ol箕瀬町 119‐ 40-ユニー通り lo.o51中央通り4131,5:

271東和町1 1l o145)中 央通り31・ lo3中央通り2(11125■ |■■111451-中 央通り1‐ 121●●(=,)
(日 )1銀座 1・ 2(13143)銀 座3・ 4・ 5(14105常 盤町114125■ 追手町111445■ 本町1 535‐本町211111

‐
知久町111545:知久町2(1605,知 久町3116.25)本 町31lc113終 ア|

1錦町シルクホテル1300演 1支開始,´ 錦町 1・ 2鈴加町 119‐ oo)― 東和町2-高羽町2・ 3 1l o120■ 宮の前 諏訪町

25‐ 大門野底川折り返し
-11‐ ool大門町―諏訪町自治会館 111:4C〉 1昼食)東新町2-桜町駅前 1141● ●■大王路2・ 1

(金)飯 田警察署 11 5iCO■ 小伝馬町1イ云馬町21・ 6:o01-吾 妻町 鈴加町1(・ /.oo‐ 飯田郵便局 1173(〕 ■

‐東和町信号直進 本町3・ 4丁目交差点左折―飯田信用金庫本店 113.oO終 了
'|

1飯田信用金庫本店 (9‐ oo演技闘,台 ,本町 1・ 2・ 3・ 4通り町4・ 3・ 2・ 1 1loool銀 座 3・ 41・ l oo)知久町 1・ 21‐ 1301

261ベ ストコレクションササキ (塁■,飯田市役所 11310-箕瀬町1矢口久町4飯田病院 ・こT■飯田駅南信号右折 ‐

(土)松 尾町4-飯 田駅前 115 ool― 中央通しり41‐ ら30‐ 中央通り3・ 4丁 目信号左折 東和町 1・ 21・ T oo,

飯田駅北信号左折―中央通り3・ 4丁 目信号直進 松尾町3・ 4丁目交差点左折 吉川建設懺 :・ 3100終 了|

飯田駅前 (9,30演 技開始,― 中央通り4・ 3・ 2・ |‐ ■■ 1(〕120,中 央通り1(l o150■ 馬場町(11:20■二本松
`′

.140■

小伝馬町(12 0ol仲ノ町。江戸町 (12‐ 30,中 央公民館前■昼食1300;吾 妻町 1・ o‐ 30ヽ 鈴加町・東新町114001

桜町 (14:00,一鈴加町。東新町(15■ 0)一錦町(15130■ ユニー通り11600■ 銀座5(16130)知 久町1・ 2・ 3(17100終 了,

桜町 (9130演 技開,台 ,― 大王寺―東新町(10.oO■錦町一鈴加町 111‐ oO,一伝馬町―中央公民館
`昼

食 1200,一

吾妻町 (13‐ 30,中 央通り(′ 430,一 中央通り4・ 3・ 2・ ||● (1550)・ 1116100,銀 座 1・ 2・ 3(161401-常 盤町(イ 3c終了)

常盤町
`9:30演

技開始卜主税町―松尾町1lo oo,松 尾町 1・ 2・ 3・ 4(12:oOl元 町 侵食)本町4・ 3・ 2(14100,

通り町1(14:30)銀 座411し oo)知 久町 1・ 211600■知久町3・ 4(17100,飯 田病院■713o終 了|

1 鍵急輛1庫11

2載譲惧

吉川建設株1300演技開ヌ台 松尾町2・ 3-中央通り3・ 219‐ 5011111(lo‐ 30,中央通り1銀座 1・ 2・ 3・ 41:111)● I

‐27 飯田商工会議所 112.oO,追 手町1-県合同庁舎 t● 食1主税町 1・ 3130■伝馬町1馬場町 11・ 410ol仲 ノ町
(日 )二 本松(14130,江 戸浜町 1‐ 51001江 戸町4・ 3・ 2・ 1-伝馬町2116120,桜 町1-東新町 11´ 7100‐ 鈴加町2-

1   桜並木通り北上―大宮神社で寝かし1・ 8,OC終了
'

_ __ム ______―
―

 ―  ―  
― ―

―
―

18■ 343矢日久町4輛ヒ繊 1430箕瀬町●5oo大横町¬540ユニー通り、 5o中央通り4・ 3・ 2‐ o●

銀      座  |   ■11{'650)中 央通り1(17:10,銀 座 1・ 2117125終了)

盗轟ξ翼璽 | |しんら務 ;:奮I葛二:よ裏|;嘉甍t4J璃吾ri(::::蔦轟ち→1品二11:」轟訂:■,1

1閻 伝馬町 1● 226長 姫町月23ら いいだ鈍 官‐嘔ι 常盤町‖41o主 税町‐ 4■ 樋 り町 1・ 2・ 3・ 4‐ 1)

|          1   松尾町4・ 3・ 2・ 1115,5C■銀座 1・ 2・ 3・ 4・ 5`ic 80終了|

旭町 19‐ 30演技開夕台)箕瀬町 (lo.oC■ 知久町4 1l o130,元町 111‐ oO■松尾町3・ 2・ 1111‐ 30,銀座2f1200■

主税町 嬌●)常盤町
`13:10,一

本町 1・ 21141●cl本町3115001-本 町41161oOI飯 田駅前(17●こ,終了|

31
|

41

5

126
(土 )

北方獅子舞 |

北 方 獅 子 舞 保 存 会
127
(日 )

鶴
|

羽場獅子舞  |
羽 場 獅 子 舞 保 存 会    |

‐271
1(日 )|



出 演 団 体

26
(土 )

山   本

コ ー ス 名 及 び (予 定 )時 間

園協鏃技開始)― 飯田病院191301飯田駅前1l oloO,中 央通り4・ 3・ 2・ ■|||111:501・ 1(l,Ioo‐員■|

中央通リスクランブル交差点 銀座―松尾町 1・ 2・ 311400)一 通り町3・ 2・ 11.5 oo,一 銀座3・ 4116ool―

知久町 1・ 2・ 3・ 4117100)園 協
`準

冬了)

馬場町 1・ 61oO)仲 ノ町千ア:oo,江 戸浜町¬73● 黎了:

箕瀬町 (9‐ 30演技開始,一知久町41looo■通り町4・ 3・ 2・ 111l oo,銀 座3・ 4・ 5(113o,知 久町111,icol

(昼食,知久町2・ 3113,30)本 町3・ 2・ 1114130,常盤町116100■ 追手町・赤門i17:● 0終了:

追 手 町 小 学 校 (言盤,100C演 技開,=,一銀 座 1lo 30,本町 (113o■松 尾 町 112,oO)昼 ■|||■ ■ 11●●1-

桜町 (`500)― スクランブル交差点 1・ 600,主税町■6:30,7)

6

館
館

型
日
響

△而Ｗ〈叩
７

南平獅子舞
山本南平獅子舞保存会 |  1園協 (演技開夕台,飯田駅前一東和町 (9‐ 30■錦町1lo.3し,鈴加町111:30)吾 妻町 112100, 1昼■,東新町 113,30‐

1聞 1桜町■350判 漱 馬町■41助 江戸町■430仲ノ町 l_3)伝馬町¬■・ぃ 本町卜2・3「つ〕 箕瀬町

|  1園協 (串冬了l

l中央通り4(9:lo演技開夕台,一 中央通り3・ 211● 051 ‐■|■ lo:15)。 中央通り111020■ 中央交差点 (loこ」|―

‐

81銀 座Ⅲ2‐4o銀座2・ 3‐ 3■ 銀座3・ 4q● 5テ 報 座4・ 5年 2oo知久町卜2¬ 3o―

1知久町2・ 3(13133■ 知久町3・ 411440■ 本町4115130 辛
=T,

1飯田病院角 (9‐ 30演表嗣始,一飯田駅前 19‐ 45■ 中央通り41loool― 中央通り4・ 3 1l o183■ 松尾町3・ 4(l o13つ ■

閻 1松尾町2・ 3■ ■ooりんご並木付近 中央通り2Ⅲ 2こ〕 中央交差点,生 中央公園横‐ 伸 ―

1馬場町 11´ 3‐20,伝馬町 1113‐ lol伝 馬町 1・ 2 141oo■警察署入口,14,30,桜 町駅前115100 終了

大宮神社■30演 1支 開始|― 諏訪町 桜町
`lo‐

301伝 馬町
`‐

l oo)吾妻町 (1■ 30,東 和町・中央公園 1‐ 2‐]争 )

澄I壁 ■中央通り4・ 3・ 2■ 43● ■■ ■L。●尋 央通りヽ‐30銀座卜2r“o主 税町 東中央通リー

8靡鵞湮

9酬炒謹 |   |

1271
1(日 )

261
(土 )

10朧墨確

1l M搬ま艤

12蕊響八腫

●錦す1藤

127 追手町小学校 (常盤]110100演技開夕台,一知久町111:oO,飯 田病院前 11´ 3o‐飯田駅前 112 oo■ 1昼食|―

(日 )1中央通り11300,一 ■■ ¬500,松尾町 115130■ 銀座イち 20)一常盤町 1171001さ TI
― |   | 

―
                                __   _ ___ ――         ―

‐261常盤町19130演 技開始■知久町1 1lo:oo■ 知久町2(‐ l oo,知久町3:113011事食|― 中央通り4・ 3・ 21141● ●‐
(土)||● (14:50)中 央通り1(1 513Ci松尾町1・ 2・ 3・ 4(1● oo終了|

271中央公園前 (9‐ 30演技問,台 )伝馬町 1・ 21lo.30,一 桜町 1・ 211・ 1● 1 1■■,東和町(15:00)

(日 )1中央通。り4・ 3・ 2・ 1116130)銀 座 1・ 2・ 3・ 4 171cl l:了 :

261小伝馬町 119‐ 30演技開夕台)J｀伝馬町21lo:oO)浜 井町 11● 30,江戸浜町11l oo■ 江戸町111‐ 40■ 1質,|―

(土)上 馬場町(1 31COl仲ノ町 113‐ 30,二本松¬4100)1日 飯田測候所114:30■ 東栄町 (11 lo■ 東中央通11550終 了:

271大 門町(9:3o演 技開,台 :桜町21・ c‐30,大王路 11l oc,‐ 桜町 1111‐3011昼● イ云馬町213‐ ool

(日 )1中央交差点イ1410,■ 伝馬町1(14130'橋 北公民館駐車場 1151● 終了|

1錦町自治会(930演技隣夕台)桜町駅 東新町自治会―飯田郵便局北側―鈴加町自治会(lo.oO,

鶴 ■ 漱 馬町自治会r●oo伝馬町自治会 仲ノ町自治会 嘔食,I戸町自治会 馬場町自治会 長姫町●●■

1主税町(16.oO,常 盤町 長姫神社
`・

7100“t了 )

271中央通り31o30演技開始}|||■ 10100,― 中央通り11.o3C,一銀座1銀座4,5(1 21oO,知 久町1 1■■‐

(日 )1知久町4-元町一飯田駅前交差点 114130■ 松尾町2丁 目りんご並木(16001大 横町 本町31マ oo終了|

11尉櫻Υ雙 鶴盆友馴 ∫麒 ]‖路5‐1レ
~"… …… …

1瑞翼潔 鶴
I鮮1%弔「

lЙ:「

F鵬:萩珊 ‖糧f憮.AF∵
枷 2

飯田お練りまつり本部<中央通り・並木通り交差点>80265‐ 24‐ 1234
※航空法の改正により、会場周辺でのドローンの飛行はご遠慮ください。



馨彗1 出 演 団 体

16踊Jl藤 |

駄 科 下 平
17獅 子 舞

駄科下平獅子保存会

18翼翼断譜鯉

19撚舅謹

21蛹Jl確

22撻吻謹

23重炒謹

河野大宮神社
26 jl市  子  舞

河野大宮神社獅子舞お曜子保存会

出;寅 日
|

261
(土 )

1 箕瀬町31930,寅 技開夕台1-矢日久町4‐ lo o3

26 △口_ェ …J    l■ ‐― ふ 1-…
(土)銀 座 本町11.214t)大 横町―鈴加町 ‐

1

銀座
`lc.「

1矢口久町111● 451矢日久町3

コ ー ス 名 及 び (予 定 )時 間

30演技開
'さ

,知久町4-飯田駅前一ユニー通リー中央通り4・ 3・ 2■ ||■ 1140

松尾町 1・ 2(1223)1昼食|―松尾町2・ 1銀座2-主税町往復―銀座3-銀座4-知久町 1

箕瀬町 1730終 了l

常盤町 19‐ 30演技開夕合:― 知久町 1・ 2・ 3 1lc ocl一 大横町 11 11cl ―中央通り3・ 2

吾妻町 |・ 4 oo,中央通り1・ 長姫町1lo oo■ 松尾町 1・ 2`.310.中 央通り3

―中央通り1銀座1-

知久町2-知久町3-

銀座 1・ 2・ 3117 oo■追手町(1730■ 7.

26 追手町
`演

技開夕台|― 主税町・常盤町 11■‐●■―銀座3・ 4矢口久町・元町 11 1icC■ 飯田病院■1‐ 301

(土)中 央通り4・ 3・ 2・ 吾妻町■1■ 131■ ■銀座 1・ 21131■ ■伝馬町 116.30終了|

|■ ■(94o演 :支開始■中央通り1つ :ぅ o■ 銀座1 1lo.Ic■ 松尾町1・ 21lo201‐―本町2・ 1 1lo5■ ■追手町111 301-

銀座4・ 5(11145■ f昼■|―知久町1・ 2・ 3113]=‐本町3・ 41`115‐中央通り31・ ■45■吾妻町 15‐ lo■

伝馬町 2・ 11′ 61CO I冬 F,

２６
０
　
　
・

■11¬ o)銀座 松尾町111‐ ‐4t■ 通り町3

桜町‐14=o■伝馬町(11o(:1江 戸町15三

26 知久町 1/9‐3o度技椒台1矢日久町2・ 3‐ 1■■1■ 大横―本町311111i松 尾町31デ.I)|―松尾町4-中央通り41`3ol
(土)中 央通り3・ 2・ ||‐‐‐・4■10,・ 1115106■ 銀座 1・ 2追手町111ら ,c■ 常盤町―銀座511● ■ 終了|

‐飯田駅前 (3.=● 演1芽欄夕吉:― 中央通|り 4・ ユニー通り19・45,中 央通り3・ 21 1loo■りんこ並木・松尾町2■ ||11・ 3o

l中央公民館附近 :昼 ol―中央通り1・ スクランブル・銀座2・ 松尾町21141● ●■銀座3・ 本町 1・銀座4・ 常盤町1lt t=

1知久町 1・ 2・ 3(1ら ●つ|―知久町4171●●1飯田病院1`T'10,「 ,

1桜町駅 1演技問
'台

|― 桜町一伝馬町 江戸町 馬場町1lo oc■ 銀座 1・ ●‐31■本町 1‐ c‐4=1常盤町11●●:― 主税町1・ 11

1松尾町 1・ 2・ 3・ 4`11130■峯高寺 13貧 1中央通り4・ 3・ 2・ ■||11400,申 央通り1‐ 13100■ 伝馬町1 115

‐公民館前 1′ 630)中 電 11514じ ,吾妻町 ・60●■錦町 1‐ ■
"|―

諏訪町1171.51大 門町 11「 ‐ご
=終

了|

24二 ごЪ鶏閏套量rょ再Ъ鷲被語TrlξTT2鶴友謂11雉Liち編詠:4
片桐 町長持保存会   ‐東和町 113‐ 30,中央通り3・ 4 1l c13● ■中央通り2・ 311ア ●●1^了 ,

25m駆写 趙
i[∫][]畔11[幾輝 littf‐

T,・篤顧覇町
~~・

●(0‐ 演す支背,台

'松
尾町 (lo‐ 30■銀座2,31lo3っ■追手町 :1●oo,飯 田商工会館 111‐ 3C■ 常盤町 121●●‐

6知 久町卜2・ 3¬ 釘D大 横町r i3.松尾町3¬ 夕‐ ―棚 路ヽ¬iη
…

■■東和町■5=● 吾妻町 rら 0■

並木通―桜町1161301伝 馬町 11700‐ 浜井場小学校
`11‐

10終了|

‐26 常盤町 IDi3c演 技際台■主税町 ■●■● 銀座 1・ 2・ 31400■ 本町往復■・lo‐ 知久町 1・ 2・ 3121=rl
(土)元町付近 |=,中央通り4・ 3・ 2・ ■■|11ら

-1●
|・ 1(15110■ 馬場町往復118‐ 30■ 東中央通り111.3じ 終了|

126 伝馬町2(o oo演 i支開夕誉|―銀座 1・ 2・ 3(1210け 7● 1-知久町1・ 2.31′
`‐

●0,元町11こ .oOI

(土 )合 F EEltt R‐ け 吉 担 ‐r O^ 企

「

EE『口普 `_^ 占 占 卸ヽ :И
^ハ

   __´    ′___飯田病院駐車場「‐ぅ.30,飯 田駅前(161● 1中央通り4・ 3・ 2■■■16● 0)・ 111「 3● ,伝馬町1713o,t了 |

26
(土 )

26
(土 )

27

28

29

名古熊獅子舞
名古熊獅子舞保存会

大洲七椙神社
獅 子 舞
大洲七椙神社奏楽保存会

上中村獅子舞
上中村獅子舞保存会

天 龍 太 鼓
中央通りお錬りまつり実行委員会

龍江―区大獅子
龍江―区大獅子保存会

飯田華の踊り屋台
芸能伝承 今音小町の会

26 知久町
`D30演

技開夕台)一知久町1・ 2・ 31lo‐oO卜箕瀬町往復(´ l oo)― 元町1・ 2:oOI松 尾町■″‐30‐ |■■ ■oo■

(土)り んご並木経由 桜町 |イ 400,一伝馬町′1ぅ.30'銀座 11ら
-30■

常盤町|1731終 了,

||||(91o演技「8,台 ■中央通り1伝馬町 1・ 21,301-桜 町1吾妻町11● :25,ユ ニー通り lo(1■
1

8松 尾町4・ 3・ 2J¬ 14報 座2■ 2a,銀座3■昼食■本町 1■ |[〕 報 座4常盤町■‐■

‐   知久町 1・ 2・ 3・ 4■l ool― 中央通り41151201・ 3・ 2・ 1■ 7T終 了|

主税町 19‐ 30演技罰夕台,常盤町 19:3ol本町 1・ 2・ 3・ 4‐ … 251-飯田病院 |´ 1‐ ■0,1■■
'中

央通り4111.■ 01

18中 央通り3・ 2● 35● ■■■ 419-中央通り1∵ 43～ 銀座 1¬ 4イ ■ 松尾町 1■

"o松
尾町 2・ 3日

=33

時間は目安です 前後する場合があります
また天候により出演が中止となる団体があります



馨彗  出演 団 体 出

'寅

日| コ ー ス 名 及 び (予 定 )時 間

331%螺 1常盤町1930演技開,台

'一

知久町 1・ 2,3(・ c col― 本町・信金本店 (lo:31)り んご並木―松尾町・大横町 111‐ oO■中央

6.通 り■ ||“ ■30銀座 中央公園公 民館嘉 妻町 ロータリーー鋤 omI● 2け 大宮ネ申社■239桜町■30,

1 嘔食)伝馬町(14:00)江戸町・ノ
lヽ伝馬町114130■馬場町 115‐ oO■ 銀座11533-常盤町11609:―長姫神社(17130終了

34 牛牧義士踊り
牛牧区義士踊り保存会

27
(日 )

高羽町彿技開始1高羽町南 錦町一鈴加町―東新町―東新町―吾妻町 19,23■ ユニー通りlo 40)松 尾町4・ 3‐ 9‐35■

松尾町21lo110,松尾町 1 1lo‐ 35■ 長姫町。主税町 11●‐30‐主税町 111‐ 05,追 手町 1.'201銀座 3・ 4・ 511133■

常盤町 (1150'一森林組合 112 oo■ IF●  本町 1‐ 2■ ■■知久町 11‐ 2‐ 53-知 久町2(1310■ 知久町3:13145｀

柏心寺(14100,知 久町4(1415,本 町4■lI― 本町大横‐11=●■中央通り31・ 51o5,中 央通り211512い

●111111540)来 迎寺 11555■ 伝馬町 1・ =I 江戸町 ・1■
=―

伝馬町2117oo■ 桜町 11'7・ 5■ 大雄寺 (17,FOI

桜町2`1745)大 門町一大宮神社 lt F

35 舞
機

虎
保舞

田
虎

新
細

認 銀座卜2■ 14● 主税町■15,常盤町■20ら 一主税町■ l_r■ ■ 振 姫町 ■■=松 尾町Ⅲ2・3‐‐ ―

1 本町3・ 2・ 111`450)― 銀座 3・ 4(15 2CI 矢日久町 1・ 2・ 3・ 4(16"辛冬了

３６

　

一

３７

福島春日神社
獅 子 舞
豊丘村福島春日神社獅子舞

銀座 1・ 2・主税町(`2100■ 嘱食 飯田商工会館・銀座4(14:00■知久町 1・ 2・ 3・ 4

りんご並木―主税町―東中央通|リー銀座スクランブルー馬場町 |´ F10o■ 伝馬町117 CC

『懃評1靡確認まア質:聴1群lfT=1ま f:`「fttΥ「:」:jlξ;罵.lr観|ム墓
‐
.1℃ 17′

39

401

41

和太鼓 心鼓毬 彩    |

信 州 睦 天 龍 27
日本神輿協会長野県  (日 )|

南 信 支 部  睦 天 龍

伝馬町 1111:● 3)吾妻町 11

飯田病院下 .16.20‐ 松尾町

4a輛す1藤

43m諷謹

44蠣闊 薦
お 囃 子 獅 子 保 存 会

127
(日 )|

27
(日 )

27
(日 )

東和町 (9‐ 30演技開始)― 中央通り4・ 3・ 2・ ■■

元町 114‐ 30)通 り町(150● |― 松尾町 (‐ 3130)

|■ 050)・ 1 11l oo,一銀座 1・ 2・ 3・ 411200)-lF■ : 矢日久町 1・ 2・ 31‐ 4001

-中 央通り11■ ool東和町 11● :3● ■rl

45 m聯撃隧

46藁滉雲舞彙
127
1(日 )

127
.(日

)

|||11121)'|― 1昼● |

終了 |

■
=i,―471上村中郷獅子舞 常盤町 19‐ 30演技開,台 )

中央通|り 4・ 3・ 2・ II:.

―知久町 1・ 2・ 3

1 上村中郷llT子 舞保存会 (1415,銀 座 113(

飯田お練りまつり本部<中央通り・並木通り交差点>80265‐ 24‐ 1234
※航空法の改正により、会場周辺でのドローンの飛行はご遠慮ください。


