第22回YOSAKOIさせぼ祭り 『よかったバイ大賞2019』 投票チームへの感想・応援メッセージ
■コメント入力があった投稿のみ掲載しています。（全ての投票にコメントがついているわけではありません）
Q1）『よかったバイ！』投票

Q2） 「投票したチーム」への感想・応援メッセージなど

新煽組
『小巻組』

3150
元気かつ美しい演舞に毎回感動してます。 指の先まで神経の行き届いた演舞をされるのは『小巻組』が唯一だと思います。 解散
されるのは残念です。今までありがとうございました。
解散、残念です(／_;)/
笑顔がピカイチ
最後の年なんですね｡ﾟ(ﾟ´ω`ﾟ)ﾟ｡また来年もみたかった。すごくよかった。
お姉さんの声が1番すき。
熱い演舞おつかれさまでした。
かわいい
とにかくカッコいいです！特にセンターのメガネの女の子！
頑張って下さい！
少人数ながらキレのある踊り最高！
かっこよかったです！
ゴリラが1匹居ました
会場のお客さんを楽しませていてかっこ良かったです
途中のおふざけがよかったです
背の高いスマートな人が愉快でした
いつも応援してます
メンバーが楽しそうに踊っていて、旗や傘もあって迫力があってよかったです！！
ちびっ子も可愛かったし 太鼓とのコラボ めちゃくちゃかっこよかったです。
めちゃくちゃかっこよかったです！
がんばれー!! 応援してます。
素晴らしい演舞 お祭り気分最高です 一人一人踊りが上手でカッコいい
今年こそ決勝演舞へ！！！
踊りはもちろん！衣装と小道具の色合いがとても綺麗でした。
かっこよかった¥( o )/
衣装が華やかで目立つ。踊り子さんたちの笑顔が優しい感じの良い笑顔で素敵でした。演舞はもちろんとても揃っていて圧巻でし
た。 どこのチームも毎年すごい中、演舞、衣装、笑顔、ステージとしての出来上がり等総合的に見て1番よかった
entranceとっても衣装綺麗で、見てるときに惹き込まれます！！！
テレビ見ました!! 大賞目指してください!!
きらりがんばれ！！
親和銀行十八銀行の初の合同チーム 心ひとつに素晴らしいチームワークを見せてくださいね。
頑張れ 最高
最後まで全力で燃え尽きろっ！
3銀行の一体感が見事でした
今までは別々の銀行だったのに、よくまとまって素晴らしかったです。最後まで楽しんで下さい。
大賞目指してファイト！
佐世保愛伝わりました！
一体感が素晴らしかった
とても楽しく踊っていました！
迫力があってよかった
忙しいなか練習おつかれさま！頑張って！！
仕事の傍ら、短期間で揃えた演舞、すごかったです。感動をありがとう。
ぜんぶみはまってしまいました！ すごい素敵な演舞でした！ 元気もらいました！
かっこよかったです。笑顔も素敵でした。これからも頑張って下さい。
めちゃくちゃかっこよくて、まとまりがあってよかったです！ 残り1日も頑張ってください(^^)
今朝、朝イチの躍りで元気いただきました。ありがとうございます
頑張ってください
一体感と迫力があり感動しました
がんばれー
かっこ良かったです
かっこよかった
初めて3行が一緒になってのよさこい まとまっててとても良かったです。
かっこよかったです！！
令和元年に相応しい圧巻の大人数でした！来年も頑張って下さい！
みんな笑顔で元気よく踊れていました
大好きなチームです。
キレがすばらしい！
毎度毎度カッコよ過ぎます
最高でした。ぜひファイナルで見たいです。
毎年皆様のかっこいい演舞を楽しみにしています。今年は家族みんなで見に行けました！
相変わらずのかっこよさ、今年も観れてパワーもらいました！また来年もまっとるけんね！
毎年見てます！ 来年も楽しみにしてます♪
グランプリ取れるように頑張ってください。応援してます！！！！！
最高
傘、扇子、旗と全てがカッコいい！！
5年ぶりに兵庫県から見に来ましたが、素晴らしいお祭りでした。
いつも練習頑張っていりみなさんが今日活躍する姿を楽しみにしています！
元気いっぱい笑顔で街を明るくしてくださいね！
毎年可愛い躍りを見せてくれてありがとうございます。
これからも楽しみに応援していますので頑張って下さい。
カワイイです！
みんな小さい体で思いっきり手を広げて元気に踊っている姿を見て、思わず涙が出ました。
感動をありがとう！
いつもキッズ日野太郎のみんなに、癒されてます(*´∇｀*) みんな、明日も頑張ってね！！
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元気、勇気、笑顔いっぱい楽しんでくださいね！
小さい子供達が一生懸命な姿は感動しました
可愛かったよー
とても可愛かったです(*^▽^)/★*☆♪
可愛かったです！
一生権威踊ってました！ 可愛かった^_^
ちびっこ探検隊 かわいすぎです！ 双眼鏡のアイテムも素敵☆
子供たちが一生懸命で応援したくなった
今年もかわいーーー
可愛い
大人のチームが多い中、あんなに小さい子たちが頑張って踊っているのをみてすごいと思いました。
毎年可愛い園児達の踊りが楽しみです。頑張ってください。
かわいい笑顔で佐世保が元気になったよ!! ありがとう
暑い中よく頑張りました
小さくて可愛い園児たちがとっても元気で楽しそうでとても良かったです。
上手でした！
小さい子供達のダンス。癒されました！
ありがとう
可愛さがあふれていて癒されました(о´∀`о)
子どもの元気な笑顔、姿にいつもパワーをもらっています！頑張れキッズ日野太郎！！
毎年可愛い
可愛かった
可愛かった。
かわいかったー
かわいかったよ頑張ったね
子ども達の小さいながらも力強い声と動きがとても良かったです。
子供ならではの一生懸命な振り付けとても可愛かったです。
みんな暑い中本当に頑張っていました。とってもかわいくてそしてかっこよかったです★
とにかく可愛くて癒しと元気をもらいました^_^
皆、頑張って踊っていてとてもカッコ良くて可愛かったです
次女の初めてのよさこいでした。演舞前は踊りたくない〜と話していましたが、いざ本番となるとノリノリで踊り、かけ声もしっかり出
していました。娘の踊る姿をみて感動しました。また来年も楽しみにしています。
とっても可愛かったです。いっぱい元気がもらえました。
可愛くて癒されました！
かわいかったよ！ よく出来ました！
可愛かったよ
可愛かった
大変可愛らしく元気をもらいました(´▽`)ノ
かわいい
みんなよく頑張っていました。
とっても可愛かったです。
小さな子供達が1日中色々な会場に出ていて感動しました！
初めてYOSAKOIを見に行きました！
子供達がとても暑い中大勢の観客の前で頑張って踊っている姿を見て元気をもらいました！
とっても可愛い子供たち、元気をもらいました！
進化していて構成や衣装や踊りまさしくエンターテイメントでした何度でもみたくなりました
すごく感動しました！ 一昨年？と楽曲は同じでも、パワーアップしてて素晴らしかったです！
そして、最高の法被の演出が印象的でした！ これからも頑張ってください
今年も さらにパワーアップ 色々と思考を凝らしていて 迫力もあり こちらも 元気頂きました 是非 ファイナルステージへ
めちゃくちゃかっこよかった 感動した
いつも見てます。 いっぱい頑張って下さい。 4歳 しゅうごより
NNPが一番最高！
いつも迫力のある演舞楽しみにしてます。
今年は新しい演舞！ガンバレー！！
いつも応援しています！
フレーフレー！ 応援してまーす！
あんな小さい子達まで一生懸命さがすごく伝わって素晴らしかった！！
すごくいー笑顔でした！！感激！！
可愛い子ども達♪頑張りったしこ！出し切れー！
元気があり、可愛かったです これからも災害の復興にに負けず頑張ってください
たくさんの笑顔に元気いっぱいもらいました
ちびっこ達お姉ちゃん達頑張れー！！
子供たちの踊りと、よいやっさーの掛け声で元気をいただきました。
低学年の子供達が半数のチームながら、上級生にしっかりと息をあわせた踊りに魅了された。
これからも頑張ってください！！
良く出来ました。練習頑張ったもんね
皆さんのご健闘お祈りします。
元気に踊れてて良かったです これからの活躍期待してます。
小さい子どもたちも元気よく踊ってて、かわいかったです。
頑張ってた子供達、可愛かったです。
これからも元気よく踊ってください
ちびっこたちが元気に上手に踊っていて可愛くてかっこよかったです応援しています！
いつもの力で頑張れ
華やかで元気で笑顔になれるヨサコイでした！
皆さん大変頑張りましたね。お疲れ様です。(*^-^*)
元気いっぱいでよかった！
まだ小さい子供達が一生懸命に踊る姿が最高だった！感動！
元気をもらいました

あっぱれ青組

子供達は一生懸命練習していました。応援します！
頑張りましたね。これをバネに次のステップでやり抜きましょう。
スイミングスクールではお世話になってます！
よく、がんばってました。
頑張った 若い力に乾杯
いつも元気いっぱいの踊り子達に元気をわけてもらっています！
「笑いんしゃい」という歌詞に合わせて元気いっぱい踊る子供たちが印象に残ってます。 武雄市の水害は もちろん 台風で被害に
遭われた方たちに 「笑いんしゃい」は「頑張れ」のエールにみえました。
子供達の熱い演舞に感動しました！
ファイトー！！
頑張りました！良かった〜
最高！
よかったですバイ(^-^)/
これからも楽しんで頑張ってください！
子供たち、頑張ってるね応援してます☆
子供達良く頑張った
これからも頑張ってください
元気いっぱい！ 楽しそう！
元気溢れた演技でした！
伊東博も頑張れ！！！
良く頑張った。 最高だったグゥー
ステキな演舞！
みんな一生懸命声を出し、がんばっていました！ 悔しくて泣いていたところを見ると、小さい子供たちも本気でがんばっていること
に感動しました！
次回も頑張れー！！
小さい子達も団結して頑張ってると思いました。動きが揃ってる！
よく、頑張ってました！
がんばれ
小さな子供達の元気な踊りに、こちらがパワーをもらいました。
いつも応援してます！がんばってください。
とても元気がよく、笑顔で、素敵でした！
子どもたちの元気な笑顔にキューンときました！来年も見てみたいです
よかった！
和気あいあいが良いよー
ずっと応援してます！ 頑張って！！
すごく頑張っていた。
よかつたーです！！！
楽しかったです
頑張ってたね
大人も子供達も一丸になり とても良かったデーす。
踊っている姿がとても力強く、カッコイイです。これからも頑張って下さい()
がん
いつも応援しています！子どもたちがよさこいを通して自分を表現する楽しさを感じているのがよく伝わります！
いつも、応援しています
応援してます頑張って下さい
また参加してください！
まだ始まってないけど 期待を込めて１票！！！
大好きです!!最高のチーム!!
とてもカッコ良くて感動しました！ 衣装も素敵でみなさん美男美女！！ お疲れ様でした！
頑張ってください！！
大大大大大〜好きなチームです。衣装も踊りも大好きです。 あっぱれ青組ファイト!
優勝目指して頑張って下さい！！
頑張って！
いつも青組の演舞に元気をもらいます！
毎年応援しています！ 今年は見に行けなくて残念です。
いつも応援してます 今年は、出だしから元気いっぱいで、カッコいいですね
めっちゃかっこよかった！！
いいね！あっぱれー
めちゃめちゃよかった！！！！
青組がんばれ！
迫力すごかったです！こちらまで楽しくなりました。
いつも応援してます
最高
動きも声も揃っており、衣装の早着替えがかっこよかった！ファイナルまで頑張って下さい！！
だいすきなチームです！応援してます！
頑張ってください！
応援してます。
元気が伝わりまくりでした！！ 応援してます！頑張ってください！
とてもかっこよかったです！見てる方も楽しくなるような踊りでした！
明るく楽しく元気よく
太鼓持ちの男性凄すぎる！
最高すぎます！！
いつも元気明るくてでこちらが笑顔をもらってます！優勝目指して頑張れー！！！
毎年見てます！！ 応援してますねん
とても元気があっていいチームだと思います！
応援してます
かっこよかったです

メッチャカッコ良かったです こっちまで楽しい気分になりました 頑張ってくださーい
見ていて元気が もらえるチームです
頑張ってください！！！
お疲れ様でした
最高にかっこいい！！！
踊りがかっこよくて仲の良さが出ていたから！
今年はたけるが参加しておらず、私も少し寂しく感じています。今年も皆さまが、はつらつと躍動されることを応援しています。
たける父
鳥肌がたつぐらいかっこよかったです 一番最初のセンターの女の子かわいいです
楽しくみんな輝いてました。元気をもらえました！最高です！頑張ってください。
かっこよかった。
一体感があって、かっこよかった！
すごかった！！
いつも元気もらってます頑張って
「あっぱれ青組」のメンバーがバスケ仲間にいます。平日の夜練に通う程、魅了されるYOSAKOI。 彼女のファイトあふれる舞を、
YOSAKOIさせぼ祭りで披露されるのが楽しみです。 「あっぱれ青組」応援しています
毎年楽しみにしているチームです 大賞目指して頑張れ
孫が頑張っています!今日は雨も上がっていい踊りが出来ますね。元気でガンバレ!!!
カッコ良かったです！ 毎年推してます！！ 明日も頑張って下さい！ 応援してます！！
（・∀・）ガンバレ〜
ずっと大好きです！！応援してます！！ 明るく、楽しく、元気よくー！
いつも元気をもらうチーム 今年こそ大賞 期待しています
いつも、応援してます！！青組の踊りを見ると元気になります！！
大変良かったでしょう
よかった！
絶対大賞だとおもいます！
元気をもらいました 最高です
がんばってください！
ずっと好きで入りたい
すごい！
衣装もヘアセットもかっこかわいくて1番キラキラしてました
あっぱれ青組の元気一杯の演舞を毎年楽しみにしています
迫力が感じられてよかった！
カッコ良かった
まいかっぺふぁいと
輝け！青組！
頑張れ＼(^o^)／青組
これからも頑張ってくださいね^ ^
元気が良かった!感動をありがとう。
とっても良かったよヽ(・∀・)ノ又頑張ってネ末長く続きますように
一緒に盛り上がれて最高でした！
ちびっ子ず可愛かった〜！
元気いっぱい最高！
笑顔最高！ 可愛いし綺麗 また、来年も行きます
元気いっぱいの演舞楽しみにしてます
とても声が出ていて、良かった
頑張ってください！
がんはってください
がんばれんこん
夏に異国の地で出会った大好きな子のチーム！！！！
見に行けなかったけど、応援してます！！
すごくかっこよかったです 頑張ってください
めっちゃかっこいいし可愛い！一人一人が一生懸命で圧倒されます(*^^*)
普通に大賞だろ(´^д^｀)ﾜﾛﾀ
元気が出ます
きせきちゃんがとても可愛かった
みんないきいきしてて すごくよかったです(´`)
がんばれれれれれ
いつも応援しています！
毎年繊細で可憐な演舞感動しました。 これからも頑張って下さい。
キラキラの衣装きれいでした 今年もかっこいい 頑張って欲しいです
元気もらえた
めちゃめちゃ鳥肌たった！！((o(｡>ω<｡)o)) 泣いてしまうほど！ 知り合い泣いてた〜！
今年は、大賞だ
とても躍動感があり、素敵な演目でした。
こうこうがんばれー
いつも、元気を貰います。
毎年かっこよくて好きです！
最初に並んでる時1番左の2列目の子がよかったです！！
楽しそうな雰囲気が最高でした!!!!! 周りの人達も皆笑顔で楽しかったです！
みんな笑顔が素敵！ 明日も全力出し尽くせやーい！ やーーーまーーーん！！！
りせちゃんかわいい
これからも頑張ってください!!
元気溢れてて、とても良かったです。
すごく感動しました
今年こそ大賞
毎年楽しみにしてます！ 赤パパ赤ママがんばって！
かっこよかったです。

あん
いむら気炎隊

今年の予選は激戦区と思いますが、青組の元気で大賞までの行ってください！
今年こそ!!
今年こそ大賞を！頑張れteamBLUE！
元気貰えました！
他のところよりもとてもとてもかっこよかったデス！！！
あっぱれ最高
踊りがかっこよかった！ 明日も頑張って欲しい！
いつも元気をもらってます
団結力があった
いつまでも応援しとーよ！
どのチームもそれぞれに個性あるダンスと衣装で、とても楽しませてもらいました！
チームがひとつになってかっこよかった
可愛かった
衣装がキレイだった。統一感があった。
ずっとあっぱれ青組が好きです！！ がんばれ！！！！
対象目指して頑張れ！
だいすきです！！
躍動感もあって、みんな笑顔で感動しました！！
感動した。
元気をもらいました。ありがとうございます。 応援してます。あっぱれ最高
色鮮やかな衣装変化、とても綺麗でした。
大変 良かったです。
大好き
ほんとっ、元気をもらえるチーム。毎年、1番楽しみにしているチーム。
佐世保の活性化は、このチームから。ずーっと、応援しています。
毎年さいこうっす！！！
青組だいすき
見ていて心の底から熱い気持ちになりました。よさこい最高！！
今年も笑顔が弾けてて元気をもらいました。
迫力があっていいと思った！
元気な演舞と、衣装が良かった
頑張ってください
いつも応援してます♪ 毎年楽しみです♪ 体に気をつけて、よさこいをエンジョイしてください♪
踊りがかっこよかった！
迫力があって圧倒されました！
ガンバ！！！
あっぱれ
五番街盛り上がってましたよー
青組最高感動ありがとう
きせきちゃんが可愛かった
鳥肌が立つほど感動しました！！！！
毎年楽しみに見ています☆
最高
リスペクト
衣装と踊りが素晴らしかった
お疲れ様でした
もう最高でした！！！！
旗が綺麗
今年こそファイナルだぁー！！
頑張って！
大賞目指して頑張って！
今年はファイナルのこるぞ！
がんばれ！いむら気炎隊！！
練習良く頑張ったね！
頑張れ！応援してます！
今年も頑張れ！！
頑張っている。
よかったばいっ
Do your Best!
がんばれ！
気炎隊がんばれ!
力いっぱいがんばれ！ それと楽しんで(^^)
がんばれー！
気持ちを一つにがんばれ！気炎隊(☆∀☆)
全力で応援します 皆んな頑張れ！
元気でよかった！
今年も頑張って！
頑張れ!!
ファイト
いざ！ファイナルステージへ！！！！
キッズステージ大賞2連覇応援しています。ファイナル出場できるよう頑張って下さい。
応援してます！がんばってd(^-^)
今年こそファイル進出だ！頑張れ！気炎隊！
いつも元気に踊ってるから見てて楽しいです^ ^
みんなの息があってカッコいいです
頑張ってください！
今年も熱い演舞楽しみにしています。

がんばれー！
頑張ってください。
子ども達がイキイキとして素晴らしい！
全力で楽しんで！みんなの笑顔、元気をたくさんの人に届けてください！！
今年こそ本選受賞！
クロバットな技が迫力があってかっこよかった！
応援しています♪
頑張れ！！
かっこよかったです
みんなの元気でパワーをもらいました！
頑張ってください！
楽しみにしてます！
おどりカッコいい
感動しました
頑張って
気持ちはひとつに！！ 子供たちみんなでがんばって！！
小さい子たちと大人が、ひとつになって 作り上げていて、良かった
小さい体でよく頑張ってる！ 列も揃ってるし、旗や子どもたちのイキイキした顔が何より素敵でした
今年もパワーもらってます！がんばってください！
来年またグランプリとってください
カッコよかった！ 明日も頑張って！
りひとくん、頑張って(^^)動画もみせてね！星香
団結してました！
頑張って
力強く素敵でした
バク転かっこよかったです！
ちっさい身体でよく頑張りましたお疲れ様〜。
とても素晴らしい演技でしたね！ちびっ子達の可愛い笑顔が見れて良かったです！
カッコいい 明日も頑張れ
元気を貰いました 良かったよ
来年も頑張ってください！
小さい子どもさんも多いチームなのに、ちゃんと揃った演舞が出来ていたと思います！
元気もらえます！
You are the BEST!!
がんばってファイト
元気な笑顔で本番がんばってください！
熱い演舞を見せてもらいました。 これからも頑張って下さい。
練習をたくさん頑張ったんでしょうね。とても上手でした。
かっこよかったです！
良かった！
毎年クオリティーが高いです！！
頑張って
とてもよくまとまっていて、バク転などの披露もあり、素晴らしかったです。
がんばれ！
とても良かったです！！
今年もかっこよかったです
小さい子ども達が元気よくいきいきと踊っている姿が素晴らしいです。
感動しました(^^)
ジュニアステージ残念だったけどファイナル残れるように頑張ってね！
イムラの皆さん最高です！！
笑顔で頑張れ！！！
かんば！
すごく楽しませて貰った
迎先生の声が良かった！
とてもよかった！特に元気
顔晴れ、気炎隊
頑張って下さい。
☆☆☆
気炎隊ファイトー(*^▽^*)
かっこいい
一緒にがんばろー！
子ども達のPOWERが凄かった！
身体能力が素晴らしい！
元気がある！交通課系電子マネーも使えてほしい
頑張れ
がんばれ！！いむら気炎隊！！
統一された演舞でとてもよかったです！ 幅広い世代の方がやっていて感動しました！とくに子供達が可愛かったです！ これから
も頑張ってください！ 応援してます！
よかったよ
頑張って
かっこいい
頑張ってください！！
応援してます。頑張ってください。
来年も楽しみにしています
元気いっぱいの演舞でよかったです
頑張れ
子供達の頑張りがとても伝わりました！ 体育教室というバク転などとても見事です！

いむら気炎隊ジュニア
うきうきっず
させぼよかよかかっ「ちび」隊
さぬき舞人

さるくCity4○3遊歩隊〜一蓮風雅〜

ながよ河童連

ひがしかぐら東神酔華の舞
ひがしながさき夢☆魅☆隊

やるときゃやる隊

わん！〜WAN〜

威吹
一喜一遊

たくさん練習して、みんな頑張ってきました！！
子どもたちの無限大な力を感じました！団結力最高です！
苅谷カンバレ
それいけボンバーズ一同より
長男のおともだちも出ていました。 みんなイキイキとしててよさこいの良さがあったと思います
煽りの男の子が素晴らしかったです！！
がんばれ！
りーくんがんばれー！
応援してるよ
いむら気炎隊頑張れ〜
毎年応援しています これからも頑張って！
元気いっぱいでカッコよかったです！
凄かった
がんばったね
カッコいい！
よかったよ〜！これからもがんばって
頑張りれ頑張って下さい！
続けて頑張って欲しいです。
子供達の力は無限大 笑顔と元気を有難う
来年も楽しみにしてます
可愛かった！ また見たい！！
みんな頑張って!!!香川県から応援してるよ!!!舞人よさこいを長崎まで届けてね( )香川で待ってます!!!
香川県から応援してます。頑張ってください
すごく構成が良くて、衣装もとてもよかったです！これからも、応援してますので、頑張ってください！
綺麗なフォーメーションも綺麗で子供から大人まで元気で勢いのある踊りでした
楽しんでください。
笑顔満点で、衣装も快晴の空の中すごく映えていました！！
がんばってください！
衣装チェンジが良さかった！！！
インパクトのあるおもしろいチームでした、並びも綺麗で素敵でした
色んな変身があり楽しく見れました楽しかったです
笑顔がよく、河童のお面がインパクトがあり良かったです
変身…楽しめました
応援してます。 頑張って下さい！
いきいきしててかっこいい！！！
キュートで、かわいい。 そんでもって セクシー。(^o^)v＼(・o・)／
がんばれー。
がんばってください！！
構成がよかった。 見ている人も笑顔になる。鳴子、お面、扇子、旗と次々に使いこなしてて見ていて楽しかった
今年も楽しい踊りでした〜〜
とてもステキな踊りをみせてくださるチームです。頑張って下さい(ﾉ≧▽≦)ﾉ
いつも衣装が凝っててとても良い
河童達がとても弾けてました！
頑張ってください！
チームワークで頑張って！
小物使いが楽しい、見ていて飽きない もう一度見たいなと思わせるチームでした
楽しそうでよかった
子供たちが可愛かった
とても、たのしそうに、踊ってました。
これからも応援します
皆さんとても素敵でした！
応援しています！楽しかった
始まる前の先頭の女の子の笑顔がよかった
小さい子達が一生懸命で可愛い!!!! 大きい人達はキレキレで前列はとても笑顔でいいとおもったから
とてもよかったです！！ またみたいです！
今年こそ、頑張れ
みんな頑張ってください。
これからも頑張ってください！
笑顔が可愛い子がいました！
かっこよかった！！
とてもやかった！かっけぇー
ファイト
踊りが可愛かった。
かっこよかかったです
少人数でもがんばっていました。
いつも応援しています。 キレッキレの演舞にいつも感動しています。皆さんに笑顔と元気を届けてください。
赤と白のミックスがうまかった。
私はわっしょいをみてWANを好きになりました 私と同じぐらいの年代でこんなにも素晴らしい演技に感動しました！！！ 佐世保の
YOSAKOIに出られると知った時はとても嬉しくて楽しみにしおり、実際にまた見れてWANは迫力があり音楽も良く、出演者の皆が
笑顔でお客様を感動させるような演技で良かったです！！！ また見れる機会があれば見たいです☆
大好き
感動しました。踊り子の一生懸命な気持ちがとても伝わりました。
感動しました！！
そろっていた
一喜一遊最高！
今年も最高
いつみても元気になります

下関市立大学よさこいダンスサークル震
海闘

甘木よさこい連
久留米大学颯華
九州看護福祉大学 飛羽隊

九十九島舞踊団 菓楽

毎年一喜の演舞を見て元気がでるし笑顔になれます！大賞演舞楽しみにしてます
毎年毎年、応援してます。動き、爽やかな笑顔最高年齢がまちまちなのにすごくまとまってチームの美しく、また動きの躍動感最
高です
名切の演技揃っててすごく迫力ありました！ みんな笑顔で、ワクワクするチームだと思いました！ 明日は仕事で来れませんが、
頑張ってください！
一喜らしさ、素晴らしかったです。 かっこいい！！素敵！！感動！らぶ！
頑張れ！一喜一遊！
毎年、毎年応援してます。今年はすごくみんなの協調性、そして明るく、笑顔最高 最後までがんばれ
毎年応援してます！ 今年も素敵でした！
ファイト
感動をありがとう。
今年こそ！ホントに応援してます！
一喜一優の皆さん、最後まで頑張ってください。
19日に山縣で観させて頂きました。 動きのキレ、声に感動しました。
やっぱりすごい。
毎年感動をありがとうございます！ 今年も楽しみにしてますので 頑張って下さい！
素晴らしい！！
毎年変わる衣装も楽しみで、演舞も、素晴らしく毎年応援しています。
こちらまで踊りたくなるほど、楽しくかっこ良く踊ってて良かったです。
頑張って大賞とってください
大ファンになりました。来年一緒に踊りたいです！
今年も期待を裏切らない一喜一遊の迫力のある演舞最高でした!!
衣装も煌びやかでありながら和のテイストが好み。男女混合の踊りもとても楽しませてくれたもう最後まで目が離せない。
最後まで頑張って
一喜一遊 頑張れ
すごい
めっちゃよかった！
一喜一憂ずっと応援してます！！
とても素晴らしい演舞でした！ 元気と感動をもらいました！
今年も元気をもらいました！
素晴らしい演舞と、旗の演出、煽りの声、すべてにおいて完璧！！ 元気がもらえるチームです！これからも頑張って下さい。
迫力があり良かったです！
頑張ってください！
いつも魅了される演舞
旗隊がかっこよすぎです！
今年はどのメンバーもとても楽しそうに演舞してて素敵なチームだなと思いました。
楽しく踊る姿にワクワクしました
ファイナル目指して頑張れ
今までの練習の積み重ねお疲れ様でした！今日、この時に力を合わせ力強い演舞を楽しみにしてます！海闘はひとつ！耀
けぇ！！
とても凄かった
いつでも応援しています！頑張れー！
かっこいい(⌒0⌒)／~~
白と黒の衣装、キビキビとした動きがカッコイイです！
混乱した国際情勢の中、また、訓練や災害派遣で忙しい中の練習は、さぞかし大変立ったと思います。応援しています。出港用意
自衛隊頑張れ〜
頑張れー（＾ν＾）
ちびっこ2人頑張れ〜
頑張れ〜
頑張れ
めちゃめちゃ感動しました！
気迫溢れる演舞、どうもありがとう
やっぱり みんなかっこよかった
とても迫力があって格好良かった！
カラフルで小さな旗がとてもきれいでした 行進のところも、素敵でした
ずっと応援してます！！！ 頑張ってください
海闘カッコいい！！
練習、大変だったでしょう。
最後のセンターの方の踊りがキレキレで凄かったです、感動ありがとうございます！
ほぼセンターの男性のキレキレダンスが凄かったです。海上自衛隊さんいつもありがとう。お疲れ様です。 子供ちゃんの敬礼も決
まってました！！
頑張れ！
なおの息子ファイツ！！
自衛隊頑張って
かっこよかったです！
いつも出港ラッパから始まる演舞を楽しませて頂いてます。自衛官の皆さんは出港や転勤などあって、大変な中で毎年参加され
ているので、応援してます♪
いつも変わらない、楽曲楽しみにしています これからも、頑張って下さい
衣装が鮮やか笑顔が良かった
みんなの笑顔での演舞に元気をもらいました。まさに青春だね！ありがとう！
踊り子のみなさんの笑顔と踊りの迫力で癒され元気になりました ありがとうお疲れ様
1Kmパレード迫力があって圧巻でした
頑張ってください！
名切お祭り広場のブルーシートの前の方でみましたが以前よりパワーアップしておりものすごく迫力があり 踊り子さんも暑い中笑
顔で頑張っていてすごいなと思いました。
笑顔が素敵でした！
笑顔が素敵でした！
皆さんの踊りに元気をいただきました！又来年も楽しみにしています！

熊本県立大学 一大事

五島おどらんば隊
佐賀大学 嵐舞

佐世保よかよかかっちぇる隊

佐世保女子高校生チーム雅〜MIYABI〜

チームが一つになり感動しました
みなさん素敵な笑顔でした！ 来年もたのしみです！
感動しました！素敵な演舞をありがとう！
とってもきれいで迫力があって感動しました！！
今年の一大事はとても良かったばい！！
サイコーだった！！ もっともっと頑張って欲しい！！
息子がカッコ良かったです！
パワー溢れる演舞で、元気を頂きました
お年を召した方から子供まで年齢を問わずみんな楽しそうに踊ってるのを見て素敵だな〜と思いました！頑張って下さい
笑顔が素晴らしい! 応援してます
ケイゴ頑張れ！
笑顔がキラキラしててカッコよかったです！
フォーメーションがとても綺麗で、良かったです
よかばい！
3年生お疲れ様でした！
めっちゃかっこよかったです！
嵐舞1番
サイコーーー！！！
すごい！
笑顔が良かったです
最高すぎ！
元気いっぱいで素晴らしい演舞でした、
学生らしく、頑張ってください
めちゃくちゃ応援してます
だいちゅき
ガンパレ
過度な装飾もなく、踊りとチームワークで勝負する姿がソーランらしくて素晴らしいです。優勝目指して頑張ってね。
感動した
一生懸命な踊りに感動しました。 これからも頑張ってください。
力の限り踊れーーー
すごい
とてもよかった。これからも頑張って欲しい！
シンプルでよさこいらしくて良い。派手じゃないのが良い
観ていて涙が出るような熱いものがありました。 そして隊列かっこよかったです！ ファイナル入らなかったようですがとっても好き
になりました！ ありがとう嵐舞
活気があってよかったです！これからも頑張ってください！応援してます！
衣装の変化に感動しました！ 着物キレイでした〜〜〜(ｖ｡)
着物姿の艶やかさと圧倒的な迫力、佐世保の呼称が何回も聞けて感動しました。明日も頑張ってください。
金賞決定なり
応援してます！ 頑張って下さい♪
がんば大阪
させぼならではのメロディ大好きです！
頑張ってください！
おじさんの気迫がよかった
おねえちゃんがんばぇ〜〜〜！
お義姉ちゃんがんばぇ〜〜〜〜
あみちゃんがんばぇ〜〜〜！！
がんばれー！！いつも応援してます！
とても良かったです！
めっちゃ良かったです
かっちぇる隊最高。かっこいい
今年は例年よりましてまとまりがある！！観てて毎回面白い！
前半は、和の雰囲気がとてもステキで、後半は、いつものかっちぇる隊の感じがとても良かったです！
いつも応援しています！ 皆さんの熱い闘志にこちらもいつも熱くなっております！ 今年もファイナルに残りますように！ 出来れば
優勝見たいです！
躍動感のある、とても素晴らしい踊りだったと思います！ありがとうございました！そしてお疲れ様でした！
顔が可愛い人がたくさんいて とても応援したくなりました！
鳥肌でした
頑張ってください！！
頑張ってください
かっこよくて可愛い！！ 若い！！！！
みんな可愛くて元気でいい感じです！！！！
頑張ってください！ 応援してます!!!
佐世保のjk感が出ており、衣装も可愛かったです。そして、踊りも一体感があってすごくよかったです！
応援しています！
とても可愛かったしん！ かっこよかったしん！
とてもかっこよかったを！
みんな頑張れ！
ふあいと！
とても練習頑張ってていいと思う
頑張って下さい
頑張れ！！！
かわいい！
がんばれ！
頑張れ雅！！
これからも頑張ってください！
若いパワーで佐世保を盛り上げちゃってくださぁい！

かわいい！頑張って
ここな
かわいー！！がんばれ！
これからも楽しんで！！ みんなに笑顔を！！
頑張ってください 佐世保のjk's達
美しくて女性らしい演技を期待してます！ 頑張ってください！！
同じクラスの子が雅に入っていて クラス皆で応援しています!! 頑張れ！今までの練習の成果出し切ってね!!
頑張ってください
だいすきです
みんなかわいい
入院中で見に行けないけど、近くの公園で一生懸命練習してる声がずっと聞こえてた
女子高生らしい活気があってすごい！
かわいい！
がんばってねー！
とても可愛くてかっこよけて最高でした
若い可愛いいエネルギーが佐世保を元気にしました。
くすも可愛い
頑張ってください！ 応援してます!!
みんなだいすき
めちゃくちゃ笑顔が素敵でした！
可愛くて、元気でよかったです！
雅最高でした
ぎゃんかわみやび！！！
激カワスーパーマックス
もりもりきゃわきゃわすーーーーぱーまっくす！！すんばらしい！
みんな可愛くて一人一人が楽しんでて見てるこっちが笑顔になれましたありがとう
がんばれー！
キラキラ可愛くて最高でした！！
めっちゃ傘が綺麗でした！！
まいちゃん頑張って！！！！
笑顔が良かった
JK感があって楽しそうでした！！
かっこよかったです！！
最高
とても良かったです!!
佐世保のJK's！！ふぁいと！
がんばれー
女子高生はイキイキして輝いてます!!
頑張って！
さいこう、はーは！！
がんばれ！
応援してます！
ふつー
可愛いですね
良かったよ
みんな元気でかわいかったです！！
女子高生の一生懸命な 姿をみて涙出ました！！
頑張ってください！
若さ溢れる素晴らしい踊りを見させてもらいました、元気に踊る姿はその場にいた多くの観客の心を掴んだことと思います、これか
らも頑張ってください！
とっても可愛くてかっこよかっです！ 応援してます！頑張って下さい！！
すごく可愛かった！！！
がんばって！
さあやとももとちひろかわいかった みんなかわいったです
ももりん、さあや、ちーちゃんお疲れ
ものすごく 元気を頂きました 私は 40代ですが一緒に踊りたくなりました。感動をありがとう
さあやさんがかわいかった
可愛すぎた！！
頑張ってください！
かわいい！最高！らぶ！
可愛かったし、凄かったです！！
衣装も可愛いし、踊りもみんなが真ん中に来るようにしていて良かったです！これからも頑張ってください！
青春を謳歌している感じが見ていて気持ちよかったです
可愛かったです！
みんな元気いっぱいでパワフル全開のダンスがすごい！！
MIYAVI MIYAVI 佐世保のJKsが頭から離れなかった
可愛くてかっこいい！
めっちゃ好き！かっこいい！
かわいい
ほんとにかわいくて！すごく素敵です！ これからも応援してます！
みんな可愛すぎる！！大好き！！
がんばれ！
きれかった
来年入りたいと思いました。
とても青春しているなって感じでとても素晴らしかった
かっこいい
笑顔が素敵で元気を沢山もらいました！

佐世保特別支援学校 輝け隊
祭り屋 燈波
桜舞連

山口県立大学 よさこい部 奄美連合萩組

山口大学よさこいやっさん！！

鹿児島国際大学よさこい同好会 創生児
鹿児島志學館大学 我流樂

本当に可愛いくてかっこよかったです！！頑張ってください！
これからも頑張ってください
とてもキラキラしていて、笑顔が素敵でした！
キャピキャピしていて 可愛いかった〜！！
笑顔がすごく良くて踊りがかっこいい
雅だいすき！がんばれ！
妹よ頑張れ~っ!!!
２年連続ファイル目指し、羽ばたけ！弾けろ！ ＭＩＹＡＢＩ〜！！！
ファイナルで待ってるぞ！！
女子高生の集まりで大学のようにサークルなどの集まり頻度より少ないと思うのに頑張って仕上げてるのがすごいです
すき
友達と見に行きます！頑張ってください！
かわいい
ながたみゆういれたぞ！
若さで元気いっぱい 全員とっても可愛いかったです。
可愛い
頑張ってください！
がんばれ！！！
頑張ってください！
すみれちゃん可愛い
きゃわね
かっこいい！ 大好き
かわいいしかっこいい
とても元気で可愛く、こちらまでげんきになるパフォーマンスでした！
かっこよかったです！
かわいい！だいすき！！！
可愛い カッコイイ 最高
かわいすぎて、大賞だとおもった〜
可愛いすぎ！！！
みんな可愛いすぎた
雅が1番大好きです！！！ 応援してます！！
ももちゃんかわいかったよ し
だいすきー！！！！！！
サイコウ
唯一の高校生チーム、見ていて楽しい、可愛い。ずっとチームも続くといいですね。
可愛い頑張って
衣装と華やかさがとっても素敵でした！ 来年も期待してます！
可愛すぎました！！
大人っぽいかわちい
元気もらったよ
もういっかいみたい！
すきやわー
さいこう！大賞です！！！
可愛い！！！
だいすきです！
らぶ
来年もがんばって
みんなそろっていて綺麗だった
よかったばい！ めっちゃカッコ良かったです！！
一生懸命な姿に感動しました！これからも応援しています！
結成3ヶ月とは思えない見事な演舞でした！ ぜひ来年もいらしてください！！ そしてまたハウステンボスでぜひ演舞お願いしま
す！笑
凄く良かった！！
感動しました
ファンです！！！！
元気になりました！！！
ファンです！
どのチームよりも元気がよく表情がよく最高でした。 ファイナル演舞も最高でした
楽しい演舞だった
扇子の動きが揃っていてきれいでした。 可愛らしかったです。
女性ばかりで動きが繊細。動きの整一性の完成度が高い。一押しです。踊る貴女達に笑顔を届けたい。頑張れ
女性だけのしなやかな躍りのなかにも力強さが感じられました
キラキラ笑顔がまぶしくて、こちらまで笑顔になれる素敵な演舞に感動したから
いつも元気をもらいます。これからも頑張ってください！応援しています。
明るい曲調と、若さが溢れる演技が良かったです。
若さと大人数でのパワーを感じました。
元気な演舞に好感をおぼえる
とてもきれいでした
アーケードで間近で見たとき、他にない迫力があった。
演技を見てるだけで 元気がもらえます。これからも頑張って下さいね
いつも元気パワーで大好きなチームです これからも頑張って下さい！
最高の演舞でした。
学生チームらしさが溢れていた
衣装がすごくかっこよくてきれいでした！これからも頑張ってください！
躍動感があり 観ているこちらまで元気になれました
いつも応援しています。今回の衣装も振り付けも素敵でした。元気をもらいました。ありがとうございます。
とてもかっこよかったです！

鹿児島志學館大学 我流樂
笑築笑

上五島よさこい連〜夢波涛〜
新煽組

我流楽頑張れ！
毎年楽しい！！ 笑いをありがとう！！
他にない明るく楽しく笑わせてくれるチームで、良かったです。 ファイナル期待してます。
他にはない楽しい踊りでとても楽しかった。
他とテイストが違う
ゆうしょーう
楽しそうに踊る姿が素敵でした！ 明日もがんばってー！
笑わせていただきました。
今年も笑わせてもらいました！ 笑築大好き！！！
赤ちゃんも一緒に参加していて、とても微笑ましかったです。
頑張ってください(＾ν＾)
すごく面白かったです。会社であった悪いこと忘れる事が出来ました。ヨサコイ始めてみにきて良かったです
楽しく明るい雰囲気がよかった！
笑築笑さんの踊り子さんの笑顔に元気を頂きました楽しい時間をありがとう！！
楽しかった
笑いが取り入れてあり楽しめました
おもしろい楽しませてもらいました
おもしろい！ おもしろかった！
笑顔と元気良さが良かった
おもしろかったー
毎年楽しみにしてます！ 今年も頑張ってください！！
みんなに笑いを届けて頑張ってぇ♪
面白いし子供たちが可愛い(*^^*)
笑笑笑
おもしろかったです
面白かったし、楽しかった
おもろい
ファイナル目指してファイト
観衆を楽しませようという気持ちが伝わってきました
衣装や踊りも他のチームより個性的ですごくおもしろかったです(^^)
いつも楽しく拝見させていただいております。
笑いを交えて他とは違う踊りが良かったです よさこい好きになりました
頑張ってください！
皆様の足の裏がすり減るぐらい頑張って踊ってるのでボクも手のひらの細胞が無くなるぐらいバシバシ叩いて応援してます
かわいいしかっこいいー！！最高！！
元気が出た！
ファイトー！フィッシュオンフィッシュオンフィッシュオンフィッシュオーン！！
年齢差があって、皆さん一生懸命ですごく楽しめました！ 何より衣装が、ステキでした！
見てると 楽しい
みんな可愛らしい！
懐かしメロディーと楽しそうに踊る踊り子さん達に見てるこっちも楽しくなりました
小さい子どもも頑張ってました。衣装のハッピも可愛かったです。
コミカルなステージでエンターテーメントだなあと感じ入りました。よかったです。
楽しかったです！ 頑張って下さい。
いつも楽しみにしてます 今年もとても面白かったです
エンタテインメント性に優れていて、楽しませる気持ちが伝わりました！素晴らしい！ありがとうございました
頑張れ
観ていたら楽しくて、気付いたら一緒におしりフリフリしたくなり、笑顔になってました
いつも楽しみながら見ています( *´艸) 次はどんな展開になるんだろーとわくわくします♪
茉莉花、チャッキー お疲れ様
がんばって！！！
子供の躍りが良かった。
毎回楽しい演舞をありがとうございます。毎年楽しみにしてます。頑張って下さい。
今年は例年とは違う踊りですが 変わらない楽しい感じは 良いと思います。
ポップで、かわいい衣装で元気あふれるパフォーマンス！"笑"顔で楽しく見れました！^ ^
おもしろかった！笑顔になれた
頑張ってください！ 応援してます！
隊列がすごくきれいで 見ていてとても楽しかったです！
初出場とても面白かったです
みてて楽しかったー
がんばれー
頑張れー！！！
ひな！がんばれ！！！かわいいぞ！！！
オモロカッタ
よかった
とても面白い踊りで笑わせてもらいました！
おもしろかった
面白かった
いつもと違っておもしろい。
衣装や、音楽の構成がよかったです。今後も楽しみです。
おもしろかった。
毎年応援してます！ 今年もカッコ良かった！！
すご
ものすごくかっこいい！！
かっこよすぎ！
いつも楽しいです！！
心にグッとくるチームはここしかありません！！

新羅

今年も元気をありがとう
格好良かったです！
元気いっぱいで素敵でした！
笑顔、声、最高のチームです！
よかった
踊り子が楽しそうでよかった(^_^)
がんばったでしょう
がんばりましょう(^o^)/ たのしみます♪♪
めちゃくちゃカッコいい最高
ソイヤッサー！
かっこよかばい！最高ばい！
惚れてしまいました！
そいやー！！！さぁー！！！
みんな可愛い！頑張れ〜
ファイナル目指して頑張ってください！
頑張ってください^_−☆
大好きです
今年も楽しみ
新羅最高
最高！
だいすきです
しゅきしゅきだいしゅき☆彡.。
頑張ってね
頑張ってください！
頑張れ新羅
新羅おはようみんなで楽しんで 新羅！そいやーーーー！
そいやっさー！
やるばい！
衣装も踊りもカッコイイ新羅！ 大賞目指して頑張ってください！
みんなかわいいー
ひなた、ひなた、みさき、なーこがんばれー！
かっこよかったです！！！ 感動しました！
とてもカッコよかったです。
最高！ありがとぉございました(^3^)/
新羅がんばれ〜
大久保みさきちゃん！がんばれ！！
みさきガンバー！！！！
頑張ってください
頑張れ
頑張ってください!!
わっしょいっ！！
衣装がめちゃくちゃ可愛いですね！！！ 審査見ましたが、圧倒されました頑張って下さい
頑張ってくださいいっ
がんばれー！
思いっきり素敵な躍りを見せつけて
迫力がありました！
なんといっても、踊りのうまさ！
頑張れー！
応援してます*¥(^o^)/*大すきです
友達がいるので頑張ってほしい。
頑張ってね
頑張って
しゅーとがんば！！
とても元気がありみんなのパワーをもらいました。これからも、頑張って下さい。
活気があり元気をもらった！
いつも元気でカッコいいです！
がんばってください！！
綺麗
しゅうとお疲れさまでした！
頑張れ
来年も頑張って下さい！
観てるみんながノリノリになれる元気になる演技で衣装もすごく可愛かったです
頑張ってください応援してます^ ^
すごく感動した。よかったです
踊ってる皆さんが楽しそうでよさこいいいなと思いました。
若さとパワーを感じた
頑張ってください!!
すごいよかったです！
頑張ってください！
今年の衣装も本当に良きです！
凄かった 頑張って
最高！！
りさがんばれ！
新羅の皆さんお久しぶりです。 2年前、新羅で踊り子として初めてよさこいに出れてめちゃくちゃ楽しかったです！ 見に行きたかっ
たのですが、部活で忙しく佐世保に帰れませんでした。 福岡からではありますが、応援しています！！ しんらぶ
素敵なダンスで魅せて
頑張ってください

仁双弐心

須賀IZANAI連-KYUSHU粋〜sui〜

崇城大学〜華咲流舞〜

がんばれー
頑張ってください
カッコ良く、キレイでした♪
頑張ってください！
近藤しゅーと！！がんばれよ！！
感動しました！
パンフレットの人がかっこいい！！
頑張ってください！
カッコ良かったです！！
がんばれ！ファイナルでまたみたい！
知り合いがいる
頑張って下さい^ ^
頑張って！
かっこいいです。
かわいい！がんばってください！
生で見ることは出来ませんでしたが、友達がこのチームで頑張っていると聞いてとても応援したくなりました！！！
華やかでキレキレのダンス！ カッコいい！
迫力があって、まとまりがあって、見ててすごく楽しかったです！
明日も力いっぱい頑張って下さい
ダンスのようで見ていても楽しかったしとても楽しそうでした！初めて見たけど1番好きなチームになりました！頑張ってください！
とてもよかった！感動したし、迫力を感じた！
がんばれ！
かっこいい！かわいい！綺麗！大好き！
地元のチームだし、活気があって見ていて応援したくなりました！
とても良かったです。これからも頑張ってください。
応援してるよ！
踊りきってください
衣装、演舞すべてカッコいいです！
がんばれーーー！！
頑張って！！！！
ごりらゆんにょ イエスタデーよさこいあざした
めっちゃカッコよかったです!
衣装も良かった。これからも頑張って
いけだひらたがんばれー！！！！
だいすき！
19日に観に行きました。20日もファイト！
今年の演舞は、斬新で、かつ 迫力が、有る
今年も全力で新しい楽しさを発信してください！ 新羅、よいやっさー！！
みなさんかっこいい！！！
新羅さんには昨年、お世話になりました
毎年カッコイイ演舞で大ファンです！！！
とても感動しました。
頑張ってください！
かっこよかったです
衣装がお祭りぽくて良かった えんぶも良かった。
迫力ある踊りで良かった。
毎年かっこよくて楽しそうにしてて応援したくなるチームの一つです！！がんばれ！
元気があったし、まとまりがあって良かったと思う。
踊りにキレがある
まとまりがあって大変良かったです！
ステキでした
とってもかっこよかったですー！
めちゃくちゃかっこよかった！！
すごくカッコ良かったです！
演者さん達がとっても楽しそうにイキイキ踊っていました。 踊りのキレや皆さんの踊りが合っていて沢山練習したんだろうと感じま
した。
衣装よし！踊りよし！気合いよし！サイコー
元気をもらえました！！！
笑顔、衣装、感動与えるチーム力、全て良かった。 感動ありがとう。
感動しました！
みんな笑顔で素敵でした。 元気をもらえる演出でした！ 頑張ってください。 応援してます！
かっこよかったです^_^
表情や迫力がとても良かった！ すきです！
ストーリーがあり見ていてとても迫力があった、とても感動した
衣装が素敵でした！躍りも迫力があって、力強かったです！
お面、扇子、衣装、踊り、どれも良かったです。踊りの始まりかた素敵でした
見ていて新鮮だし、構成やもちろん演舞、舞子さん一人一人の表情もうまかったです。お見事でした！
全員の表現力が、すごかった ！！
とても元気でよかったです！
応援してます！ 頑張ってください
がんばれー
今年は1演舞しか見れませんでしたが、その1回がすごく心に残り、感動しました。来年も楽しみにしてます！
頑張って下さい
かっこ良かったです
かっこよくて大好きなチームです！ 人数も多くて、曲も独特でとりあえずかっこいいです！
チーム力を感じました 応援します
衣装の色がいい

西風舞人
青嵐

草野キッズ&シスターズ
速来Jr．
速来舞人

大分大学「獲天」

激しい踊り、若さならではでよかった。
かっこよかった。
感動しました。
感動しました
かっこよかった！みなさんの気持ちのこもった演舞に感動しました！
笑顔が素敵だった
毎年、かっこいいね。 楽しみにしてまーす
青嵐大好きです！
青嵐の演舞に毎年勇気をもらってます チームの団結力の良さに感動してます 頑張って下さい
気迫があった。感動しました。
ことしもすてきでした！
躍動感ある舞いに気持ちを揺さぶられました。これからも更に進化した舞を見せて下さい。
草野キッズ最高*ﾟ
人数は少ないが、他のチームにない、ダンスはすごくキレがあり、元気、華やかさ、表情もよく、魅了され感動しました。
頑張ってください
がんばれ！！いける！
最高です！
友達が速人舞人で踊っています。みなさん、体調に気をつけながら楽しんでください！
友達が速来舞人で踊っています。大変だと思いますが、体調に気をつけて、笑顔で最後まで楽しんでください！
かわいいかわいい勝本あれんさん頑張ってください！！！
一緒に踊りたくなる
頑張れ!!
頑張ってください(^^)
かっこよかったです
永石紗弥花頑張れ！応援しています！
とても笑顔が溢れていて、踊りもきれいでよかったです
一体感があって見ていて圧倒されました！
みんな若さ元気いっぱいで笑顔もよく衣装もよかったですね
みんなかわいくてかっこよかった！
笑顔が素敵で元気をもらえました！
とても 子供達が輝いてた 良かった
笑顔が素敵！かわいい！
笑顔いっぱいで良かったです
皆さんの笑顔がよかったです
がんばってください!!
がんばれー！
終わった後にベンチで吐いている人が居ました。色々な意味で出し切っていて良かったと思います。
迫力があってすごかった！！
笑顔が素敵で元気な踊りで良かったです。
煽りが最高でした。これぞよさこいだなと感じました。
とても元気が良く、見ていて楽しかった。
あやかちゃんがんばれ〜( )
ぽんちゃんふぁいとん
衣装が 素敵でした
ドンドン凄くなってきてると思います！今年もファイナル進出目指して頑張って下さい！！
年代とわず、みんな楽しそうでいきいきしててこっちまで楽しくなりました！
みんなかわいいかっこいい
笑顔が素敵です！
1番笑顔がいい！！！
弾ける笑顔に、元気をもらいました。
笑顔で楽しんでください" 行けないけれど応援してます！！
元気をもらった
頑張ってください！応援してます！
動画で見てまじでかっこいいと思った 頑張ってください！！！
紗弥花頑張れ！今年は見に行けないけど、イギリスから応援しています！
今年もファイナル行けるように頑張って下さい応援してます｡
今年も明るく素晴らしい演舞で元気をもらえました！
迫力があってよかったです！！！
ゆらあいしてる
いつも、元気溢れる演舞大好きです
とてもかっこよかったです！！
明るく元気になるみんなの笑顔をまた、見せてください。がんばれー
ファイナル残ってほしかった〜
踊りがかっこよくて素敵なパーフォーマンスでした！
かっこよかった！
みんなカッコよくて迫力あってめっちゃ良かったです！これからも頑張ってくださーーい！！
笑顔で踊っていてよかった
元気をもらいました！ これからも頑張ってください 応援しています！
笑顔がとても素敵でした
笑顔がとても素敵でした これからも頑張ってください！！
楽曲がよく、踊りも曲に合っていて、他のチームより華がありました。
皆楽しそうに踊ってて、こっちまで元気貰えます
最高です！
獲天頑張れー
みんなの勢いに感動しました。
一体感があり大変感動しました。 熱意が伝わりました。
楽曲が心に染みて感動しました。 踊りも気迫を感じて素晴らしいです!!

猪小キッズ乱舞龍隊
長崎県立大学リズム戦隊メロディアス

長崎国際大学 世咲國彩
長崎大学「突風」

島根県立大学 よさこい橙蘭
肥後真狗舞〜九州がっ祭〜

昨年も見させていただきましたが 今年は力強さが感じられました これからも頑張って下さい
カッコイイ
動きにキレがあり、大人数を生かした振り付けや構成が素晴らしくチームの迫力とまとまりを感じた。
チームの雰囲気もよく、活気溢れる演舞でした。
迫力があって、とってもかっこよかったです。
今年の踊りは迫力あっていい チームがまとまっている
かっこよかった
鳥肌が立った
はじめてのYOSAKOIで感動をもらいました。
涙が出ました
まとまりがあり、子供たちがイキイキしてたとても感動した
最高です！これからも佐世保のヒーロー期待してます
他とは違う面白さがあってよかった！
若者らしく元気いっぱいでした！
個性的でよかった。後、まとまっていたと思う。
明日も頑張れー
かっこよかったー
メロディアスの演舞が大好きです
皆さんの表情が生き生き楽しそうで、見てるとこちらまで、幸せな気分になりました。2日間のパフォーマンス最高でした。
初めてよさこいを見たのですが、活気があって皆さんの笑顔に元気を貰いましたし、心から楽しそうに演舞されていて印象に残り
ました！感動しました！
感動しました！ これからも頑張ってください！
頑張れ 若人達
感動しました。 活気、メリハリ、表情、煽りさんも上手。涙が出てきました。感動をありがとう。
チームワークが良く感動した
いつも楽しく見させて貰ってます！ 頑張って下さい！
毎年 感動させてもらってます
突風最高！チームが一つにまとまっていてすごくかっこよかったです。これからも頑張って下さい。
毎年、楽しみにしています。最高です。
突風、いつも元気をありがとう
毎年 突風を応援しています 今年も最高です
感動しました！
みんな息があっていたのですごいなと思った。自分がまだ、11だから大きくなったら踊りたいなと思った！マジ最高！
毎年突風の皆さんに元気をいただいてます！今年も応援してます！
毎年楽しませて頂き ありがとう
勢いがあって元気が出ました！
突風の皆さんの笑顔での演舞、 演舞以外での行動にも感動します
私は今高校生なんですけど、小学生の頃から大好きです！！！長大に行けたら絶対突風入ります！
とってもかっこよかったです(*^^*) これからも頑張ってください！
今年も、大賞！！目指して
学生チームが増えてきた中でも全体の勢いが他を圧倒して整ったリズムが最高の踊り子達で笑顔も最高でした
昨年より、更にレベルアップ。構成も最高です。2連覇に期待
感激した
すごいすごい
基本を崩さず 派手な演出もなく 演舞で進化し続ける突風！
迫力がすごい！鳥肌たったよ！
演舞を見て元気をもらいました！
本気桜最高に素晴らしかったです！突風さんの元気、笑顔、勢い、感動をありがとうございました
すごくカッコよかったです！！！
かっこよかったです！
かっこよかったです！
迫力と、見ていて楽しませてくれる笑顔と元気と力強さ、そして感動!!!!と、言うこと無しのチームでした!!本当に楽しかったです!!感動
をありがとう!!!!
感動して泣きました！ 本当にありがとうございました
突風かっこよかったです！！！！
さすがの一言、若者、がんばつてますね
今年も素晴らしい
かっこいい
今年も凄い迫力で感動しました！ 最高でした！！！
これからも頑張って
感動しました！
突風だいすき
とてもかっこよくて長大に行って突風に入りたいなって思いました
何回見ても素晴らしかったです
一所懸命、完全燃焼している姿に、元気と感動をもらいました
とっても素敵な演舞で、感動しました。
島根からようこそ
笑顔・元気・楽しむ！！でさせぼを盛り上げて下さい。
がんばれ！ いい演技してね〜
見る度に元気もらってます！
勢いがあってよかったです
元気をもらえました！
熱い１日をありがとう〜
どんどん盛り上がって行く展開が凄い！ 何度でも観たくなる
佐世保に来てくださりありがとうございます！ 去年もみてほんとに感動しました!!これからも頑張ってください！！
「元気」「笑顔」をありがとう！
頑張れー みんなキラキラ輝いてるよー
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凄く楽しそうで、迫力があり、見ていて元気を貰いました。
多人数で迫力あり、笑顔が素晴らしく踊りもとっても上手でした。
笑顔、元気、楽しむの精神で舞台上からたくさんの笑顔と元気をもらえました！ありがとうございました！
みんな頑張ってるのが伝わってきました。
情熱！！！ がんばってください！！！
最高にキラキラしてた！！頑張れ〜とっと灯炎
みんな笑顔でキラキラしてました。ダンスもキレキレでかっこよかったです！ かっこいいとかわいいがあって四つ見るために駆け
回りました！ 頑張ってください！
大好きよー！来年も応援に行くねー♪
太鼓がいい
カッコいい
素敵でしたァ！
皆が楽しそうで、元気がもらえた！
衣装が派手で良かった
楽しそうでした
良かったです
最高でしたぁ
大好きです 頑張って下さい！
楽しそうに踊ってるチームが1番！ちっちゃい子から大人まで楽しそうに踊ってるのがよかったー
元気溢れるチームでした
頑張って下さい！
とても良かったです
めっちゃ良かった
2日目もがんばれ！
お姉ちゃん頑張って！
がんばれー！良かったよ
山県会場、楽しそうでした！
ぶんちゃん頑張れ〜〜〜見てみた〜〜い
活気があっていい
まさやさん えいせいさん さきちゃん ひゅうがくん遠くから応援してます
色鮮やかで太鼓の響きも素晴らしかった
夢サイコー
とにかく楽しく明るく。これこそよさこいの醍醐味。最高でした！ありがとうございます。
カッコいい演舞でした！応援してます！
みんなの一体感があってよかった
応援してます！！
去年から応援してます！ 頑張って下さい。
良かったです
がんばってください！
頑張れ〜〜！！！
頑張って下さい！
みなさん、最後まで踊りぬいてください！！
今年は太鼓が加わり、見応えがあった
迫力がスゴイ！
最高！！
一言！素敵だった！！
大変 良かったヨ〜
よかったよ！頑張りましたね
カッコ良かった
せいかーー！かっこよかったでーーー
よりパワーアップして 良かったです
おばあちゃん頑張れ
YOSAKOIの原点と言えるような踊りがとてもよかった。長くやっていって欲しいチームですね。
かっこよかったばい
感動した！
大賞目指して頑張って！
禧和魅応援してます。 ファイナルで見たいです！！
福岡から応援してます(*^_^*)
禧和魅！頑張れ！！
頑張って
がんばれー！！
みんな楽しそうで見ててよかった。
頑張ってください！
衣装がすごく綺麗でした！ これからも頑張ってください！
感動しました｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
すごく綺麗で見てる方も楽しかったです！これからも頑張って！
かっこよかったです！ また見たいです(*
*）
かっこよかったです！これからも頑張って下さい。
パールシー会場で見てました! 皆さんとても輝いていました
良かったよ
またきが最高でした。
これからも頑張って下さい！応援してます
衣装も踊りも綺麗だった！ 明日も頑張れ〜
頑張ってください()
これからも頑張ってください
これからも応援してます。頑張ってください
頑張ってください！

鴉

衣装めちゃかわいい！ がんばれ！！！
熱いよさこい愛が 溢れる演舞がかっこいい
盛り上がれる
頑張れ！
鴉今年はまた去年に比べて黒の衣装でかっこよすぎました、、またみにいきます！！！頑張ってください！！
頑張ってください！
サイコーです！ 頑張って！！
演舞、曲、歌い手さんの歌声、とにかく格好いい。
福岡から応援してます！
なんて読むと？

