よさこい祭り（1953）の伝播

青森県：弘前市 よさこい津軽 2000
八戸市 はちのへYOSAKOI祭り 2000
三沢市 YOSAKOI三海祭り 2000
十和田市 とわだyosakoi夢まつり 2001
南津軽郡尾上町 津軽よさ恋フェスティバル 2001
下北郡東通村 ひがしどおりよさまい鳴子踊り 2000

北海道：札幌市 YOSAKOIソーラン祭り 1992
恵庭市 恵庭すずらん踊り 1973
北見市 ぼんぼん祭り／冬祭り 1996
阿寒郡阿寒町 YOSAKOIほろろん祭り 1996
江別市 えべつ北海鳴子まつり 1995

秋田県：秋田市 ヤートセ秋田祭 1998
沖縄県：
那覇市 もーれもーれチャンプルー祭り
2002

山形県：村山市 村山徳内まつり 1995
新潟県：柏崎市 どんGALA!祭り 2000
佐渡郡佐和田町 よさこいおけさ 2001
新潟市 「新潟総踊り」祭り 2002

鳥取県：米子市 がいな祭り 1997
島根県：簸川郡斐川町 斐川よさこい祭 2001
岡山県：岡山市 おかやま夏まつり う
らじゃおどり 1996
広島県：呉市 よっしゃこい祭 1998
広島市 きんさいYOSAKOI（広島フラ
ワーフェスティバル） 2002
山口県：豊浦郡豊浦町 ドラゴンダンス
フェスティバル（川棚温泉まつり） 2000

石川県：七尾市 能登よさこい祭り 1997
羽咋郡押水町他 YOSAKOIソーラン日本海 2000
金沢市 てんこまつり 2001
福井県：福井市 YOSAKOIイッチョライ 2000

富山県：富山市 YOSAKOIとやま 2000
岩手県：大船渡市 kesenよさ恋フェスタ 2000
盛岡市 YOSAKOIさんさ 1998
長野県：南安曇郡穂高町 YOSAKOI安曇野 2000
岐阜県：瑞浪市 美濃源氏七夕まつり 1998

宮城県：仙台市 みちのくYOSAKOI祭り 1998
福島県：安達郡本宮町 あだたらYOSAKOI祭り
2000
郡山市他 うつくしまYOSAKOI祭り 2001
双葉郡富岡町 さくらYOSAKOI（夜の森桜まつり）
2001

長崎県：佐世保市 YOSAKOIさせぼ祭り 2000
茨城県：東茨城郡茨城町 小鶴よさこいまつり 1997
竜ヶ崎市 竜KOIソーラン祭り 2001
熊本県：荒尾市 あらお荒炎祭 1997
栃木県：宇都宮市 宮っこよさこい（ふるさと宮まつ
り） 1996
小山市 よさこいおやま 1999

大分県：別府市 夢・泉・郷BEPPUド
リームバル 1997
福岡県：福岡市 ふくこいアジア祭り
2000
糟屋郡粕屋町 福来いかすや祭り
2002

群馬県：桐生市 桐生八木節まつり（ダンス八木節） 1997
前橋市 だんべえフェスタ 2002
愛知県：名古屋市 にっぽんど真ん中
祭り 1999
豊川市 よさこいinおいでん祭 2000

兵庫県：加古川市 KAKOGAWA踊っこまつり 1999
神戸市 神戸垂水よさこいまつり 2000
姫路市 ひめじ良さ恋まつり 2000
三重県：津市 安濃津よさこい 1998
城崎郡城崎町 きのさき温泉YOSAKOI祭り 2000
明石市 よさこい兵庫 2002
小野市 おの恋おどり 2001
滋賀県：甲賀郡甲賀町 ござれGO-SHU! 1999
明石市 明石「子午線どんとこいおどり」（明石市民夏まつり） 2001
宝塚市 宝塚YOSAKOIフェスタ(宝塚・夏フェスタ) 2002
京都府：京都市 京都まつり 1996
神戸市 KinKi世さこい踊り真釣 2001
京都市 京都よさこゐ 2002
神戸市 KOBE ALIVE 2007

奈良県：奈良市 バサラ祭り 1999
和歌山県：橋本市 紀の国やっちょん祭り 1997
田辺市 紀州弁慶よさこい踊りコンテスト（弁慶祭） 1998
香川県：観音寺市 銭形まつり踊りコンテスト 1996
丸亀市 まるがめ婆娑羅まつり 2000
愛媛県：新居浜市 新居浜夏まつり 1997
川之江市 四国かわのえ紙まつり 1998

大阪府：貝塚市 yosakoiソーリャ!祭り
1998
箕面市 箕面まつり 1998
泉大津市 よさこいin泉大津 1999
大阪市 こいや祭り 2000
大阪市 大阪メチャハピー祭 2000
静岡県：沼津市 よさこい東海道 1997
伊東市 よさこいソーズラ伊東 2000
浜松市 浜松よさこい祭り 2001
御殿場市 よさこい御殿場 2002
富士市 あっぱれ富士 2003

高知県：高知市 よさこい祭り 1953

(社）高知市観光協会HPデータより（財）日本経済研究所にて作成。

埼玉県：朝霞市 関八州よさこいフェスタ（あさか・彩夏祭<朝霞市
民まつり>） 1994
所沢市 武州よさこいTOKOROZAWA odorin'祭 1999
坂戸市 坂戸よさこい（坂戸市民まつり） 2001
千葉県：松戸市 新松戸まつり 1996
八日市場市 よかっぺ祭り 2001
沼南市 MY舞フェスタ（沼南まつり） 2001

東京都：品川区 大井どんたくよさこい祭り 1998
新宿区 東京よさこい祭り（大高田馬場祭り） 1997
町田市 町田夢舞生ッスイ祭 1999
豊島区 ふくろ祭り（東京よさこい） 2000
渋谷区 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2001
調布市 調布よさこい（調布ふるさとまつり） 2001
渋谷区 大江戸人祭 2001
台東区 花と江戸文化と夜さ来い踊り 2002
臨海副都心 ドリーム夜さ来い 2002
日野市 ひのよさこい祭り 2001

神奈川県：海老名市 海老名市産業まつり 1999
小田原市 ODAWARAえっさホイおどり 1999
座間市 ZAMA・燦夏祭 1998
足柄上郡大井町 よさこいひょうたん踊り大会 1996
相模原市 相模台夏まつり 1981
横浜市 ヨコハマカーニバル（ハマこい踊り） 1998
横浜市 夜さ来いRANBU!祭り 1999

