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三重とこわか国体・三重とこわか大会の概要

大 会 名 第76回国民体育大会 第21回全国障害者スポーツ大会

開催期間 2021年９月25日（土）～ 10月５日（火） 2021年10月23日（土）～ 10月25日（月）

実施競技

正式競技：37競技
特別競技：１競技
公開競技：５競技

ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ：32競技

個人競技：７競技
団体競技：７競技

オープン競技：２競技

愛 称
両大会は「活力に満ちた元気な三重」につながる大会をめざしており、三重の人、地域、そして来訪者のすべてが
活力に満ち元気になることを願い、そのようなきっかけにつながる大会となるようにとの思いを込めて、活力に満
ちた元気な姿を「いつまでも若いさま」という意味の「とこわか」に託しています

スローガン

両大会がきっかけとなって全ての人が夢と感動、喜びと充実感を味わい、大会後も元気であり続けていくような未
来を願っています

マスコット

とこまる
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「とこまる」の「とこ」は、大会愛称である「とこわか」や「とことこ」
と元気に走り回る子どものイメージです。

「まる」には国体・大会の成功（○になる）や、選手だけでなく携わって
いただくすべての方の「和」という願いが込められています。



三重とこわか国体・三重とこわか大会の概要

開・閉会式会場

三重県総合文化センター（津市）

選手ファースト、安全・安心な大会運営の実現に向けた３つの視点

①競技会への影響排除（選手を式典会場から分離、式典会場で競技を実施しない）

②感染防止対策（式典演者を式典会場から分離、グループ単位での接触回避）

③参加者による感染リスクの低減（式典参加者の削減、密な状態を作らない）

3



実施本部体制

本部長（知事）

統括副部長（国体・全国障害者スポーツ大会局副局長）

参与（副知事、部局長）

統括次長 （国体・全国障害者スポーツ大会局次長）

馬事衛生チーム総務企画チーム 競技・式典チーム 運営調整チーム 全国障害者スポーツ大会チーム

副本部長（副知事）

式典グループ国体競技記録グループ

式典総務係 式典グループの総括
実施本部他グループとの連絡調整
行幸啓担当との連絡・調整
救護本部との連絡・調整
式典進行上の問題処理の指示
式典グループ係長会議の開催
式典グループ各係員及び補助員等の出
席状況把握

式典参加者の出席状況把握
式典グループ各係の業務状況把握・支援
非常時の対応・調整
式典グループ全係の弁当券の管理
他の係に属さない事項の処理

選手団係 選手団・役員の受付・管理
開･閉会式プログラムの配布
選手団・役員集合の誘導及び整列指導
選手代表宣誓の説明
天皇杯・皇后杯返還要領の説明
傷病者の対応

進行係 式典アナウンサー・情報支援従事者等
の受付
式典全般の進行指令及び進行管理
指令室の器具管理
通信テストの実施（進行係系統）
式典進行時間の計測・記録・ 報告
式典グループ各係業務状況確認
式典参加者の出席状況確認

式典アナウンサーへの時間提示
原稿に基づくアナウンス
式典アナウンス室の器具管理
手話通訳・PC要約筆記（大型映像装置）
手話通訳者・PC要約筆記者の管理
手話通訳撮影所・PC要約筆記室の器具管
理

炬火係 炬火走者の受付・管理
炬火走者の動線管理及び誘導
炬火トーチ・消火用具の管理
炬火台点火後のトーチの処理
炬火分火後のトーチ処理

式典ステージ係 式典アシスタント等の受付・管理
進行台本に基づく式典アシスタントへ
の指示
登壇者の入場・着席案内
天皇杯・皇后杯・国体旗の受領, 返納
選手代表宣誓時の整列誘導
成績発表原稿の受領
表彰状の管理

登壇者の退席・退場案内
天皇杯・皇后杯・国体旗の安置・収納・
管理
大会旗の安置・収納・管理
都道府県旗入退場にかかる式典補助員の
管理

出演者係 出演者団体の受付・管理
出演者控所から出演場所までの誘導
出演者控所の管理
傷病者の対応
式典演技に係る用具の管理

式典会場係 補助員等の受付・管理
式典用具の管理・設置・撤去
標旗の管理・設置・撤去
式典ステージの準備・撤去
主要５旗等の管理・点検等
主要４旗等の管理・点検等
大会旗引継時の誘導等諸業務

音楽隊係 式典音楽隊等の受付・管理
式典音楽隊控所からの誘導
式典音楽隊控所の管理
傷病者の対応

事務局２名（２名）
実施本部員６名（６名）

事務局２名（２名）
実施本部員18名（０名）

事務局１名（１名）
実施本部員26名（６名）

事務局２名（２名）
実施本部員29名（３名）
ボランティア10名(３名)

事務局１名（１名）
実施本部員３名（３名）

事務局１名（１名）
実施本部員４名（４名）
ボランティア５名(５名)

事務局１名（１名）
実施本部員８名（８名）

事務局１名（１名）
実施本部員２名（２名）

事務局２名（２名）
実施本部員６名（６名）

事務局１名（１名）
実施本部員４名（４名）
ボランティア５名(５名)

事務局１名（１名）
実施本部員８名（８名）

事務局１名（１名）
実施本部員３名（３名）

事務局２名（２名）
実施本部員39名（３名）
ボランティア10名(３名)

事務局１名（１名）
実施本部員６名（０名）

事務局２名（２名）
実施本部員18名（０名）

事務局１名（１名）
実施本部員２名（２名）

事務局〇名（〇名）
実施本部員〇名（〇名）
ボランティア〇名（〇名）

事務局〇名（〇名）
実施本部員〇名（〇名）
ボランティア〇名（〇名）

上段：国体 下段：大会

（ ）内は閉会式人数
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統括部長 （国体・全国障害者スポーツ大会局長）



諸室利用計画

区分 諸室名 国体 開会式 9/25 国体 閉会式 10/5 大会 開会式 10/23 大会 閉会式 10/25

総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

文
化
会
館

B１F

小ホール 式典演技LIVE会場 ー 式典演技LIVE会場 共同記者会見場

第1リハーサル室 式典歌唱LIVE会場 式典歌唱LIVE会場 式典歌唱LIVE会場 式典歌唱LIVE会場

第2リハーサル室 演技出演者控室 共同記者会見場 演技出演者控室 ー

楽屋等 プロ出演者控室、歌唱者控室など 炬火走者控室 炬火走者控室、歌唱者控室など 歌唱者控室など

MB1F 楽屋
大会実施本部、式典本部、パソコン要約筆記入力室、

手話通訳撮影室など

大会実施本部、式典本部、パソコン要約筆記入力室、

手話通訳撮影室など

大会実施本部、式典本部、パソコン要約筆記入力室、

手話通訳撮影室など

大会実施本部、式典本部、パソコン要約筆記入力室、

手話通訳撮影室など

1F

大ホール 式典会場 式典会場 式典会場 式典会場

中ホール 選手団・役員控所、式典観覧会場 選手団・役員控所、式典観覧会場 選手団・役員控所、式典観覧会場 ファイナルステージ会場

2F

第1ギャラリー 招待者控室など 招待者控室など
文科省・スポーツ庁控室、日本障がい者スポーツ協
会控室など

文科省・スポーツ庁控室、日本障がい者スポーツ協
会控室など

第2ギャラリー
登壇者控室、文科省・スポーツ庁控室、日本スポー
ツ協会控室など

登壇者控室、文科省・スポーツ庁控室、日本スポー
ツ協会控室など

ー ー

祝祭広場 炬火点火・式典演技会場 炬火分火・納火会場 炬火点火・式典演技会場 炬火納火会場

知識の広場 総合案内所など 総合案内所など 総合案内所など 総合案内所など

生涯学習
センター

1F エントランスホール 市町推薦者付添控所 市町推薦者付添控所 市町推薦者付添控所 市町推薦者付添控所

4F

中研修室 市町炬火走者控室・炬火係員控室 ー 記録本部 記録本部

談話コーナー（ラウンジ） 実施本部員・ボランティア控室 実施本部員・ボランティア控室 実施本部員・ボランティア控室 実施本部員・ボランティア控室

男女共同
参画

センター

1F 多目的ホール 報道員控室など 報道員控室など 報道員控室など 報道員控室など

2F セミナー室 会場管理本部など 会場管理本部など 会場管理本部など 会場管理本部など

MieMu

2F
実習室、交流展示室、
交流活動室

随行者控室１～３ 随行者控室１～３ 随行者控室１～３ 随行者控室１～３

3F レクチャールーム 随行者控室４ 随行者控室４ 随行者控室４ 随行者控室４
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式典ステージ配席図、出演者（国体ver）

（１）式典ステージ配席図

総合開会式 総合閉会式

開会宣言 三重県知事

天皇杯・皇后杯返還
茨城県代表から
日本スポーツ協会会長

大会会長あいさつ 日本スポーツ協会会長

文部科学大臣あいさつ 文部科学大臣

炬火入場・点火
炬火トーチデザイン受賞者
炬火点火者（２名）
県内29市町の代表者

選手代表宣誓 三重県選手代表（２名）

（２）出演者
成績発表 日本スポーツ協会国体委員長

表彰状授与
日本スポーツ協会会長から受賞都道
府県代表

天皇杯・皇后杯授与
男女総合成績第１位都道府県代表

女子総合成績第１位都道府県代表

大会会長あいさつ 日本スポーツ協会会長

スポーツ庁長官あいさつ スポーツ庁長官

炬火分火・納火
炬火分火者（１名）
炬火引継者（１名）

国体旗引継
三重県知事

栃木県知事

閉会宣言 三重県知事
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演台

天皇杯・皇后杯
安置台

LEDパネル

サ
イ
ド
ス
ク
リ
ー
ン

サ
イ
ド
ス
ク
リ
ー
ン

演台

天皇杯・皇后杯
安置台

国体旗置台

国体旗置台



式典ステージ配席図、出演者（大会ver）

（１）式典ステージ配席図

開会式 閉会式

開会宣言 三重県知事

大会会長あいさつ 三重県知事

文部科学大臣あいさつ 文部科学大臣

炬火入場・点火 炬火点火者（２名）

選手代表宣誓 三重県選手代表（２名）

（２）出演者 大会会長あいさつ 三重県知事

スポーツ庁長官あいさつ スポーツ庁長官

大会旗引継
三重県知事

栃木県知事

閉会宣言 開催地市代表
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LEDパネル

サ
イ
ド
ス
ク
リ
ー
ン

サ
イ
ド
ス
ク
リ
ー
ン

演台大会旗置台
演台大会旗置台



炬火イベント計画、炬火トーチ、炬火受皿

実施イメージ

炬火イベント 国体総合開会式 大会閉会式大会開会式国体総合閉会式

９月25日
炬火集火・点火

10月5日
炬火分火・納火

10月23日
炬火点火

10月25日
炬火納火

４月～８月
採火

各市町で採火 29市町の火を１つに集火
炬火台に点火

炬火台の火を大会に分火
分火後、炬火台の火を納火

大会の火を炬火台に点火 炬火台の火を納火

炬火トーチ

全体的なカラーは
パールホワイトで真
珠を表現

トップの形は恵み豊
かな三重の海と緑あ
ふれる三重の山々を
表現

中心から持ち手の部
分は三重県の伝統工
芸である「伊勢型
紙」をイメージ

前回国体（S50年）で
使用した神社の社殿を
イメージした受皿のデ
ザインを踏襲

木材部分はS50年頃に
植樹した県産材を使用

炬火受皿 炬火台

前回国体（S50年）で使用した神社の社殿
をイメージした炬火台のデザインを踏襲

祝祭広場に可動式炬火台を設置し、両大会
終了後には県有施設での展示を調整中

長さ73㎝ 重さ約750ｇ 縦横40㎝ 高さ46㎝ 炬火台イメージ

炬火セレモニーは過去から現在、そして未来に向かうストーリーを意識した内容とします

県民の想いやレガシーを
現役選手へ 国体から大会へ

大会成功と選手の
活躍を願う

全選手の健闘を称え
未来へ
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開会式

国体：令和３年９月25日（土）

大会：令和３年10月23日（土）
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全体スケジュール（国体ver）

時刻 次第 LAP 要領

６：00 （実施態度決定） － （実施態度を決定する）

（開場）

(12：30) （大ホール開場） － （大ホールへの入場を開始する）

13：45
(13：45)

ウエルカムプログラム
（入場締切）

30
（大ホールへの入場を終了する）

14：15 式典前プログラム 14

14：29 ー 1

14：30 開式通告 1 アナウンスにより開式を通告する。開式通告後にファンファーレを流す。

14：31 選手団紹介 13 各都道府県選手団を紹介する。

14：44 開会宣言 3 知事が開会を宣言する。開会宣言後ファンファーレを流す。

14：47 国旗儀礼 2 国歌「君が代」独唱のうちに、国旗の儀礼を行う。

14：49
大会旗、日本スポーツ協会旗、
三重県旗、津市旗儀礼

2 「若い力」清聴のうちに各旗の儀礼を行う。

14：51 天皇杯・皇后杯返還 3 返還者が天皇杯・皇后杯を大会会長に返還する。

14：54 大会会長あいさつ 3

14：57 文部科学大臣あいさつ 3

15：00 天皇陛下お言葉 3

15：03 炬火点火 5 各市町で採火された炬火が１つに集火され、炬火台に点火される。

15：08 選手代表宣誓 3
大会会長が中ホールにいる選手代表宣誓者の宣誓を映像により受ける。
選手代表宣誓終了後、ファンファーレを流す。

15：11 閉式通告 1 アナウンスにより閉式を通告する。閉式通告後、ファンファーレを流す。

15：12
ステージ転換作業
インターバルプログラム
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15：17 式典演技 20

15：37 ー 1

15：38 終了 1 アナウンスにより総合開会式の終了を告げる。

15：39 メモリープログラム 9

15：48 退場 － アナウンスにより大ホールから退場する。
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全体スケジュール（大会ver）

時刻 次第 LAP 要領

5：00 （実施態度決定） － （実施態度を決定する）

（開場）

(9：00) （大ホール開場） － （大ホールへの入場を開始する）

10：00
(10：10)

ウエルカムプログラム
（入場締切）

15
（大ホールへの入場を終了する）

10：15 式典前プログラム 14

10：29 ー 1

10：30 開式通告 1 アナウンスにより開式を通告する。開式通告後にファンファーレを流す。

10：31 選手団紹介 18 各都道府県・指定都市選手団を紹介する。

10：49
開会宣言
大会会長あいさつ

3 開会を宣言する。開会宣言後ファンファーレを流す。

10：52 国旗儀礼 2 国歌「君が代」独唱のうちに、国旗の儀礼を行う。

10：54
大会旗、三重県旗、
津市旗儀礼

2 「空よ大地よ」清聴のうちに各旗の儀礼を行う。

10：56 文部科学大臣あいさつ 3

10：59 皇族お言葉 3

11：02 炬火点火 5 炬火を持った点火者が入場し、点火する。

11：07 選手代表宣誓 3
知事が中ホールにいる選手代表宣誓者の宣誓を映像により受ける。
選手代表宣誓終了後、ファンファーレを流す。

11：10 閉式通告 1 アナウンスにより閉式を通告する。閉式通告後、ファンファーレを流す。

11：11
ステージ転換作業
インターバルプログラム

5

11：16 式典演技 20

11：36 ー 1

11：37 終了 1 アナウンスにより総合開会式の終了を告げる。

11：38 メモリープログラム 9

11：47 退場 － アナウンスにより大ホールから退場する。
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国体(13：45～14：15)
大会(10：00～10：15)

ウエルカムプログラム

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

インターバルプログラム

式典演技

メモリープログラム

“みんな”が待ち望んでいた、この日（ライブ＋映像）

総合司会者のトークと数種類の映像プログラムで開幕への期待感を高めます
ラスト３分ではメッセージとともに、開幕へのカウントダウンが始まります

プログラムＡ

プログラムＢ

プログラムＣ

プログラムＤ

プログラムＥ

おもてなしの気持ちを込
め、三重県の魅力を紹介

県民運動の様子や式典音
楽による前回国体からの
つながりなどを紹介

東京２０２０からの連携
活躍した選手の紹介など

炬火トーチ、炬火受皿に
込められた想いを紹介

※三重とこわか大会では、障がい者スポーツの理解を深める内容など、全国障害者スポーツ大会ならではの内容とします。

国体・大会誘致決定から
今日に至る取組を紹介

13



式典前プログラム

とこわかの意味や炬火に託された想いを知る（ライブ＋映像）

①映像

プロローグ

③映像

満ちてくる力

②ライブ（＋映像）

「とこわか」の紐解き

④ライブ（＋映像）

Are You Ready!?

【出演者】
少年探偵団

【出演者】
総合司会者

【出演者】
少年探偵団

炬火イベント参加者

【出演者】
総合司会者
式典参加者

ストーリーテラーの一翼を
担う少年探偵団と明智小五
郎のプレエピソードを紹介

総合司会者がメインステージ
に登場。二人の掛け合いによ
り「とこわか」の由来や三重
県の魅力を映像で紹介

県内各地で行われた炬火イベ
ントの様子やイベント参加者
のコメントを映像で紹介

総合司会者がオンラインで
結ばれた出演者に呼びかけ、
ワクワク感を醸成

式典演技につながる「とこわかの紐解き」や「炬火に込められた想い」を映像と
総合司会者のトークを織り交ぜながら見ている皆さんに伝え、会場を盛り上げます

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

インターバルプログラム

式典演技

メモリープログラム

国体(14：15～14：29)
大会(10：15～10：29)
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選手団紹介

選手団は、サテライト会場（中ホール）からオンライン参加
都道府県応援団や地元からの熱い声援とともに、選手団が順次紹介されます

選手団紹介のイメージ図

〇メインスクリーン：各都道府県の選手団４名程度を映像で紹介

〇サイドスクリーン：都道府県応援団や地元からのエールを映像で届ける

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

インターバルプログラム

式典演技

メモリープログラム

国体(14：31～14：44)
大会(10：31～10：49)
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炬火点火（国体総合開会式）

大
ホ
ー
ル

祝
祭
広
場

大ホールの舞台に炬火点火者が登壇
炬火トーチデザインの受賞者から炬火
点火者に炬火トーチを渡す

29市町の炬火を集火

29市町の炬火が集火され誕生した「とこわかの火」が映像技術を用いて、バーチャルの炎となり
メイン会場（大ホール）のバーチャル炬火台に届けられます

祝祭広場に三重県シルエットを設置

29市町で採火された炬火を各市町の代表者
が４地域に分かれて集火

炬火点火者が大ホールから祝
祭広場に向かって走っていく

４
地
域
の
代
表

炬
火
点
火
者

４地域の代表者から炬火点火者
２名へ炬火を受け渡す

炬火点火者に集火

炬火点火者紹介

出演者

炬火トーチデザイン受賞者 鈴木真梨子さん

炬火点火者 レジェンドアスリート（２名）

炬火集火者 県内29市町の代表者（各1名）

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

インターバルプログラム

式典演技

メモリープログラム

炬火点火

国体(15：03～15：08)

伊賀

志摩

伊勢

紀伊

16

祝祭広場の炬火台に、炬火点火者が点火

映像技術を用いて、大ホールのバーチャ
ル炬火台も点火される



炬火点火（大会開会式）

炬火に込められた想い（映像）

炬火点火

大会の炬火点火者２名が映し出され、
炬火台へ向かう

炬火点火者 登場

出演者

炬火点火者 大会現役選手（２名）

大会現役選手が国体から引き継がれた「とこわかの火」を炬火台に点火します

大
ホ
ー
ル

炬火イベントから国体総合開会式、総合閉
会式で紡がれてきた「とこわかの火」に込
められた想いをダイジェスト映像で上映

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

インターバルプログラム

式典演技

メモリープログラム

大会(11：02～11：07)

17

祝
祭
広
場

祝祭広場の炬火台に、炬火点火者が点火

映像技術を用いて、大ホールのバーチャ
ル炬火台も点火される



選手代表宣誓

選手代表宣誓者は中ホールからオンラインで宣誓します

〇メインスクリーン：選手代表宣誓者が中ホールから中継で宣誓

〇サイドスクリーン：中ホールから式典に参加する選手団が映し出され宣誓を見守る

選手代表宣誓のイメージ図

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

インターバルプログラム

式典演技

メモリープログラム

国体(15：08～15：11)
大会(11：07～11：10)
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インターバルプログラム・メモリープログラム

謎解きが始まる（映像）

式典前プログラムの内容を再度紹介することで、式典演技につなげ、期待感を高めます

三重県からどうして招待状が届いたんだろう

名探偵明智小五郎や、僕ら少年探偵団の生みの親、
江戸川乱歩先生は、三重県名張市の生まれなんだよ

エンディング（ライブ＋映像）

式典演技の練習時や式典音楽録音会の様子、
NGシーン等、式典や演技に関わった皆さんが、
一生懸命取り組んだ映像を中心に紹介

式典出演者やスタッフを紹介するとともに、式典演技等の練習風景やNGシーンなどの
記録映像により、来場者に楽しんでいただきます

明智小五郎 〇〇〇〇

歌手 〇〇〇〇

少年探偵団 〇〇〇〇

忍者集団 〇〇〇〇

和太鼓集団 〇〇〇〇

組み紐ﾊﾟﾌｫｰﾏｰ 〇〇〇〇

応援ダンサー 〇〇〇〇

とこわかダンサー 〇〇〇〇

コーラス隊 〇〇〇〇

式典アナウンサー 〇〇〇〇

明智小五郎 〇〇〇〇

歌手 〇〇〇〇

少年探偵団 〇〇〇〇

インターバルプログラム

メモリープログラム

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

インターバルプログラム

式典演技

メモリープログラム国体(15：39～15：48)
大会(11：38～11：47)

国体(15：12～15：17)
大会(11：11～11：16)

19

（式典演技） さまざまなパフォーマンスで開催県の魅力を伝えるプログラム
詳細は「式典演技」参照



閉会式

国体：令和３年10月 5日（火）

大会：令和３年10月25日（月）
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全体スケジュール（国体ver）

時刻 次第 LAP 要領

5：00 （実施態度決定） － （実施態度を決定する）

（開場）

９:30 （大ホール開場） － （大ホールへの入場を開始する）

10:30
（10:35）

ウエルカムプログラム
（入場締切）

15
（大ホールへの入場を終了する）

10:45 式典前プログラム ９

10:54 ー 1

10:55 開式通告 1 アナウンスにより開式を通告する。開式通告後にファンファーレを流す。

10:56 選手団紹介 3

10:59 成績発表 ５ 大会委員長が成績を発表する。

11:04 表彰状授与 ３ 大会会長が表彰状を授与する。

11:07 天皇杯、皇后杯授与 ４
男女総合成績第１位の都道府県に天皇杯を、女子総合成績第１位の都道府県に
皇后杯を授与する。

11:11 大会会長あいさつ 3

11:14 スポーツ庁長官あいさつ 3

11:17
大会旗、日本スポーツ協会旗、
三重県旗、津市旗儀礼

2 「若い力」清聴のうちに、各旗の儀礼を行う。

11:19 国旗儀礼 ２ 国歌「君が代」清聴のうちに、国旗の儀礼を行う。

11:21 炬火分火・納火 5 炬火を分火・納火する。

11:26 国体旗引継 ２ 三重県から栃木県へ国体旗が引き継がれる。

11:28 栃木県旗儀礼 ２ 「栃木県民歌」を清聴のうちに、栃木県旗の儀礼を行う。

11:30 閉会宣言 １ 知事が閉会を宣言する。閉会宣言後、ファンファーレを流す。

11:31 閉式通告 1 アナウンスにより、閉式を通告する。閉式通告後、ファンファーレを流す。

11:32 ー １

11:33 サンクスプログラム ９

11:42
終了
退場

－ アナウンスにより大ホールから退場する。
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全体スケジュール（大会ver）

時刻 次第 LAP 要領

5：00 （実施態度決定） － （実施態度を決定する）

（開場）

13:00 （大ホール開場） － （大ホールへの入場を開始する）

13:35
（13:45）

ウエルカムプログラム
（入場締切）

15 （大ホールへの入場を終了する）

13:50 式典前プログラム ９

13:59 ー 1

14:00 開式通告 1 アナウンスにより開式を通告する。開式通告後にファンファーレを流す。

14:01 選手団紹介 5

14:06 大会会長あいさつ 3

14:09 スポーツ庁長官あいさつ ３

14:12 皇族のお言葉 3

14:15
大会旗、三重県旗、津市旗
儀礼

2 「空よ大地よ」清聴のうちに、各旗の儀礼を行う。

14:17 国旗儀礼 ２ 国歌「君が代」清聴のうちに、国旗の儀礼を行う。

14:19 大会旗引継 2 三重県から栃木県へ大会旗が引き継がれる。

14:21 炬火納火 5 炬火を納火する。

14:26 閉会宣言 １ 開催地市代表が閉会を宣言する。閉会宣言後、ファンファーレを流す。

14:27 閉式通告 1 アナウンスにより、閉式を通告する。閉式通告後、ファンファーレを流す。

14:28
ステージ準備作業
インターバルプログラム

5

14:33 ファイナルステージ 20 アーティストによるライブ配信を実施する。

14:53 ー １

14:54 終了 1

14:55 メモリープログラム 9

15:04 退場 － アナウンスにより大ホールからの退場を開始する。
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ウエルカムプログラム

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

三重の思い出（ライブ＋映像）

選手や観客に三重とこわか国体・三重とこわか大会の思い出や感動をそれぞれの
地元へ持ち帰ってもらうような映像を、総合司会者のトークを交えて紹介します

三重県の魅力 三重とこわか大会の紹介

選手団が三重県にまた訪れたくなるような映像を紹介 三重とこわか国体の約３週間後に行われる
三重とこわか大会の見どころを紹介

※国体総合閉会式のみ

国体(10：30～10：45)
大会(13：35～13：50)

伊勢海老四日市コンビナート

熊野古道

23

炬火など

炬火に託された県民の
想いの振り返り

三重県の風土や伝統
文化の魅力を紹介

伊賀上野城



式典前プログラム

大会の振り返り（ライブ＋映像）

各競技の激闘映像を振り返り、総合司会者の掛け合いの中で、選手たちの健闘
を称えます。また、両大会を支えてくれたボランティアにもスポットをあて、
今大会が実施できたことへの感謝の気持ちを伝えます

②映像①ライブ

感動の11日間（３日間）を振り返る
国体（大会）のメモリアル映像

総合司会者が登場し、
オープニングトークを展開

国体（大会）で繰り広げられた選手たちの
熱い戦いや、大会を支えたボランティアな
ど関係者の活躍をまとめた映像を上映

総合司会者が登壇し、オープニングトーク
の中で選手たちの熱い戦いを振り返り、
出場全選手の健闘を称える

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

国体(10：45～10：54)
大会(13：50～13：59)
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成績発表、表彰状、天皇杯・皇后杯授与（国体のみ）

男女総合成績第１位から第８位までの都道府県及び女子総合成績第１位から第８位までの
都道府県が発表され、表彰状が授与されます
また、男女総合成績第１位の都道府県に天皇杯が、女子総合成績第１位の都道府県に皇后
杯が授与されます

演台天皇杯・皇后杯
安置台

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

男女総合成績第１位から
第８位までの都道府県

女子総合成績第１位から
第８位までの都道府県

※天皇杯、皇后杯授与時には式典アシスタントが授与をサポート

大会旗置台

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

国体(10：59～11：11)
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炬火分火、炬火納火（国体閉会式）

競技を終えた国体現役選手から大会の関係者または選手へ炬火の分火が行われます

出演者

炬火分火者 国体現役選手

引継者 大会関係者または大会選手

祝
祭
広
場

採火

炬火分火者が炬火台
から採火する

炬火分火者から引継者へ炬火
を引き継ぐ

炬火台の火が静かに消え、
大会の成功と選手の活躍を願う

炬火納火

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

国体(11：21～11：26)

26

炬火に込められた想い（映像）

大
ホ
ー
ル

炬火イベントから国体の総合開会式、
総合閉会式で紡がれてきた「とこわ
かの火」に込められた想いをダイ
ジェスト映像で上映

炬火分火

炬
火
分
火
者

炬
火
分
火
者

引
継
者

炬火引継ぎ

炬
火
分
火
者

引
継
者



炬火納火（大会閉会式）

両大会出場選手の健闘を称えるとともに、両大会に関わった全ての人の今後の更なる活躍と
後催県である栃木県の両大会の成功を願い、納火します

祝
祭
広
場

炬火台 徐々に炎が小さくなる

三重県地図の四方に選手や県民の
表情が映し出される

炬火納火

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

大会(14：21～14：26)

出演者

出演者なし

27

両大会のシンボルであり選手を
照らし続けた炬火を納火する

炬火に込められた想い（映像）

大
ホ
ー
ル

炬火イベントから国体・大会と紡が
れてきた「とこわかの火」に込めら
れた想いをダイジェスト映像で上映

祝祭広場の炬火台が映し
出される



サンクスプログラム（国体のみ）

選手へのありがとう（ライブ＋映像）

国体・大会のイメージソングにあわせ、選手や県民等が互いに感謝の気持ちを
伝える演出や映像の上映を行います

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

国体(11：33～11：42)

県民から選手へ
ありがとう
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選手から県民へ
ありがとう



ファイナルステージ（大会のみ）

ステージ内容を
全選手にライブ配信

スポーツを「する人」、「見る人」、「支える人」全てが一体となって
互いの健闘や貢献を喜び合う、交流や感動にあふれた大会ハイライトと
なる内容とします

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

フィナーレ（ライブ）

大会(14：33～14：53)
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ファイナルステージ（アーティストによるライブ配信）



第２部 栃木県へのバトンタッチ

メモリープログラム（大会のみ）

「三重とこわか国体・三重とこわか大会」が無事に開催できたことへの感謝の気持ち
を伝え、来年度開催される「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」への期
待感を高めるプログラムとします

栃木県イメージソングに合わせて、
次期開催地である栃木県、いちご
一会とちぎ国体・いちご一会とち
ぎ大会を紹介する。

三重県・栃木県両マスコットキャラ
クターのとこまる・とちまるのコラ
ボレーション！

式次第

ウエルカムプログラム

式典前プログラム

式典

サンクスプログラム（国体のみ）
ファイナルステージ（大会のみ）

メモリープログラム（大会のみ）

未来への期待

第１部 サンクスプログラム

イメージソング「未来に響け」に
合わせ、大会に関わった全ての人
に感謝の気持ちを伝える。

大会(14：55～15：04)
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式典音楽
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次第 使用曲 作詞・作曲・編曲者

開式通告 ファンファーレⅠ（開式通告） 作詞・作曲：錦かよ子

選手団紹介

行進曲「天高く」 作曲；阿部勇一

第30回三重国体記念行進曲「ブルー・マリーン」 作曲：兼田敏

ドラムマーチ2021 作曲：阿部勇一

開会宣言 ファンファーレⅡ（開会宣言） 作曲：錦かよ子

国旗儀礼 国歌「君が代」 作曲：林広守 編曲：伊藤康英

大会旗・日本スポーツ協会旗儀礼
「若い力」

作詞：佐伯孝夫 作曲：高田信一
編曲：阿部勇一三重県旗・津市旗儀礼

天皇杯・皇后杯返還 「見よ勇者は帰りぬ」（得賞歌） 作曲：G.F.Handel 編曲：保科洋

炬火点火 「式典序曲」「賛歌」 作詞：遠藤周作 作曲：矢代秋雄

選手代表宣誓 ファンファーレⅢ（選手代表宣誓） 作曲：錦かよ子

閉式通告 ファンファーレⅣ（閉式通告・開会式） 作詞・作曲：錦かよ子

式典音楽の概要（国体ver）

次第 使用曲 作詞・作曲・編曲者

開式通告 ファンファーレⅠ（開式通告） 作詞・作曲：錦かよ子

選手団紹介 行進曲「天高く」 作曲；阿部勇一

天皇杯・皇后杯授与 「見よ勇者は帰りぬ」（得賞歌） 作曲：G.F.Handel 編曲：保科洋

大会旗・日本スポーツ協会旗儀礼
三重県旗・津市旗儀礼

「若い力」
作詞：佐伯孝夫 作曲：高田信一
編曲：阿部勇一

国旗儀礼 国歌「君が代」 作曲：林広守 編曲：伊藤康英

炬火分火・納火 「式典終曲」 作曲：矢代秋雄

国体旗引継 「いちご一会」 作詞・作曲：笠木敦志

栃木県旗儀礼 「栃木県民の歌」
作詞：岡きよし 作曲：川島 博
補作：栃木県県章・県民の歌選定委員会

閉会宣言 ファンファーレⅤ（閉会宣言） 作曲：錦かよ子

閉式通告 ファンファーレⅥ（閉式通告・閉会式） 作詞・作曲：錦かよ子

■総合開会式■

■総合閉会式■

「常若(とこわか)」の精神のもとに、第30回大会の楽曲の一部を継承するとともに、新たな楽曲も加え、
選手団・会場内外の観客の皆さんが一体感を感じられる式典音楽とします

★式典音楽は事前録音とします。ただし「国旗儀礼」のみ県総合文化センター内の別会場からのLIVE演奏とします。
33



次第 使用曲 作詞・作曲・編曲者

開式通告 ファンファーレⅠ（開式通告） 作詞・作曲：錦かよ子

選手団紹介

行進曲「天高く」 作曲；阿部勇一

第30回三重国体記念行進曲「ブルー・マリーン」 作曲：兼田敏

三重ＰＯＰＳメドレーマーチ 編曲：牧戸太郎

ドラムマーチ2021 作曲：阿部勇一

開会宣言 ファンファーレⅡ（開会宣言） 作曲：錦かよ子

国旗儀礼 国歌「君が代」 作曲：林広守 編曲：伊藤康英

大会旗儀礼 全国障害者スポーツ大会大会歌
「空よ大地よ」

作詞：長沢美代子・高畑葉都子 補作詞：喜多條忠
作曲：南こうせつ 編曲：佐橋俊彦三重県旗・津市旗儀礼

炬火点火 「式典序曲」「賛歌」 作詞：遠藤周作 作曲：矢代秋雄

選手代表宣誓 ファンファーレⅢ（選手代表宣誓） 作曲：錦かよ子

閉式通告 ファンファーレⅣ（閉式通告・開会式） 作詞・作曲：錦かよ子

式典音楽の概要（大会ver）

次第 使用曲 作詞・作曲・編曲者

開式通告 ファンファーレⅠ（開式通告） 作詞・作曲：錦かよ子

選手団紹介 行進曲「天高く」 作曲；阿部勇一

大会旗儀礼
三重県旗・津市旗儀礼

全国障害者スポーツ大会大会歌
「空よ大地よ」

作詞：長沢美代子・高畑葉都子 補作詞：喜多條忠
作曲：南こうせつ 編曲：佐橋俊彦

国旗儀礼 国歌「君が代」 作曲：林広守 編曲：伊藤康英

大会旗引継 「いちご一会」 作詞・作曲：笠木敦志

炬火納火 「式典終曲」 作曲：矢代秋雄

閉会宣言 ファンファーレⅤ（閉会宣言） 作曲：錦かよ子

閉式通告 ファンファーレⅥ（閉式通告・閉会式） 作詞・作曲：錦かよ子

■開会式■

■閉会式■
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「常若(とこわか)」の精神のもとに、第30回大会の楽曲の一部を継承するとともに、新たな楽曲も加え、
選手団・会場内外の観客の皆さんが一体感を感じられる式典音楽とします

★式典音楽は事前録音とします。ただし「国旗儀礼」のみ県総合文化センター内の別会場からのLIVE演奏とします。



式典音楽の概要

■式典音楽隊■ （録音参加団体含む）

区分 出演者・団体 人数

指揮者

門脇 賀智志
新日本フィルハーモニー交響楽団 理事
洗足学園音楽大学・尚美学園大学・昭和音楽大学 講師

５名
前川 幸生 皇學館高等学校 教諭

福岡 友也 三重大学吹奏楽団 指揮者

中川 達也 三重県警察音楽隊 楽長

宮木 均 白子ウインドシンフォニカ 音楽監督

吹奏楽

三重県立白子高等学校吹奏楽部

約２２０名

皇學館高等学校吹奏楽部

三重大学吹奏楽団

三重県警察音楽隊

白子ウインドシンフォニカ

歌唱

ソプラノ 伊藤 晴 公益財団法人日本オペラ振興会

４名
アルト 相可 佐代子 一般社団法人名古屋二期会

テノール 市川 和彦 公益財団法人日本オペラ振興会

バリトン 谷 友博 公益財団法人日本オペラ振興会
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式典演技

Gift from Mie

～ 選手に届け とこわかの力 ～

36



キャスト紹介と物語のあらすじ

三重県出身の推理小説家である江戸川乱歩の「少年探偵団」シリーズをモチーフに明智小五郎がストーリーテラーとなり演技を展開します
会場やリモートで観覧する選手団に向けて、「応援の気持ち」や両大会の愛称である「とこわか」に託した想いを届けます

Gift from Mie ～選手に届け とこわかの力～

謎の人物から突然つきつけられた挑戦状

はたして、その目的は何なのか

巻き起こる様々な展開に翻弄されながら、

懸命に答えを導こうとする４人の少年少女たちとこわかダンサー

イメージソングダンス
で両大会に向かう人々
の気持ちを高める

応援ダンサー

各地から、若々しい
ダンスで選手に応援
の気持ちを届ける

コーラス隊

三重の地から、美し
い歌声を奏でる

組み紐パフォーマー

しなやかに舞い、まる
で組み紐のように人々
の想いを紡いでいく

少年探偵団

明智を慕う少年少女たち
三重県のことが大好き

明智小五郎

容姿端麗、頭脳明晰な名探偵
彼の口から何が語られるのか

和太鼓集団

神出鬼没の和太鼓集
団。大小様々な太鼓
を奏でる

忍者集団

装束を着た集団。その立
ち姿や身のこなしは、伊
賀忍者を彷彿とさせる

謎の男

物語は、謎の男から
の挑戦状から始まる。
その目的とは

37

式典演技

国体(15：17～15：37)
大会(11：16～11：36)



ギフトにはメッセージカードが添えられます

選手に贈るギフト

真珠は三重の豊かな自然と受け継がれてき
た匠の技により生まれます。
お贈りする真珠は色も形もさまざまで、幾

重にも重ねられた真珠層は日々努力を積み重
ねてきた選手の皆さんの姿そのものです。
これから始まる競技の中で、皆さんがこの

真珠のように、個性豊かに、魅力的に輝きま
すように。

Gift from Mie

選手の皆さんが競技に向けて日々積み重ねてきた努力と、幾重にも積み重ね上げられてきた真珠層や
真珠を作る人々の努力を重ね合わせるとともに、競技の中で選手の皆さんが真珠のように個性豊かに、
また、魅力的に輝くようにとの願いを込めて、選手一人ひとりに真珠ギフトとメッセージを届けます

式典演技とあわせて「応援の気持ち」を届けます
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式典出演者、出演団体一覧

総合司会者

著名人

プロアナウンサー

式典アナウンサー

プロアナウンサー（２名）

高校生（４名）

特別支援学校生（２名）

式典補助員

一般社団法人ガールスカウト三重県連盟

日本ボーイスカウト三重連盟

式典音楽（録音参加団体含む）

指揮者
（５名）

門脇 賀智志（新日本フィルハーモニー交響楽団 理事、
洗足学園音楽大学・尚美学園大学・昭和音楽大学 講師）

前川 幸生（皇學館高等学校 教諭）

福岡 友也（三重大学吹奏楽団 指導者）

中川 達也（三重県警察音楽隊 楽長）

宮木 均（白子ウインドシンフォニカ 音楽監督）

吹奏楽
（約220名）

三重県立白子高等学校吹奏楽部

皇學館高等学校吹奏楽部

三重大学吹奏楽団

三重県警察音楽隊

白子ウインドシンフォニカ

歌唱
（４名）

ソプラノ 伊藤 晴（公益財団法人日本オペラ振興会）

アルト 相可 佐代子（一般社団法人名古屋二期会）

テノール 市川 和彦（公益財団法人日本オペラ振興会）

バリトン 谷 友博（公益財団法人日本オペラ振興会）
炬火点火者等

炬火受賞者 鈴木 真梨子（炬火トーチデザイン最優秀受賞者）

国体開会式
レジェンドアスリート（２名）

29市町代表者

国体閉会式
国体現役選手

大会関係者または大会選手

大会開会式 大会現役選手（２名）

式典演者

プロ出演者 著名人（１名）、歌手（１名）

少年探偵団 公募（４名）

忍者集団
特殊忍者集団阿修羅（３名）、新体操ｻｰｸﾙ Ⅼeo RG（楠ス
ポーツクラブ）（10名）

和太鼓集団 津高虎太鼓（12名）

組み紐パフォーマー 三重県バトン協会（52名）

応援ダンサー
県立桑名高等学校、県立桑名北高等学校、県立四日市農芸
高等学校、県立松阪高等学校、県立松阪工業高等学校、
三重高等学校（ダンス部 約280名）

とこわかダンサー ダンスコンテスト2021入賞チーム、studio EARLY（約180名）

コーラス隊 伊勢市立五十鈴中学校合唱部（約20名）

ファイナルステージ

著名人
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研修会、練習会計画

三重とこわか国体・三重とこわか大会式典練習計画（案）

42

月 日 曜日 時間 内容 場所 参加者 参加人数

5

８ 土 未定 式典演技団体個別練習会（組み紐ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 四日市市総合体育館 第３シーン出演団体① 60

22 土 13:00～17:00 式典演技団体別練習会（応援ダンス） ヤマモリ体育館（アリーナ） 第３シーン出演団体② 100

調整中 式典アナウンサー研修【5月～8月】 津市内 式典アナウンサー 7

6

13 日 9:00～12:00 式典演技団体別練習会（組み紐ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 楠中央緑地運動施設内体育館 第３シーン出演団体② 60

調整中 式典演技団体別練習会（太鼓） 団体練習場（津市河芸） 第２シーン出演団体① 15

調整中 式典演技団体別練習会（応援ダンス） 各高校体育館等 第３シーン出演団体② 60

調整中 式典演技撮影会（応援ダンス） 三重高校 第３シーン出演団体② 100

調整中 式典演技団体別練習会（忍者ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 各練習会場 第２シーン出演団体② 15

7

31 土 9:00～12:00 式典演技団体別練習会（組み紐ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 安濃中央公園内体育館（アリーナ） 第３シーン出演団体① 60

31 土 14:00～16:00 式典演技団体別練習会（とこわかダンス） 安濃中央公園内体育館（アリーナ） 第４シーン出演団体① 120

調整中 式典演技団体別練習会（応援ダンス） 調整中 第３シーン出演団体② 260

8

5 木 9:00～16:00

式典アシスタント、補助員研修 県庁講堂 式典アシスタント、式典補助員 28６ 金 9:00～16:00

10 火 9:00～16:00

13 金 ９:00～12:00 式典演技団体別練習会（太鼓、忍者ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 三重県総合文化センター（大H） 第２シーン出演者団体 30

29 日 9:00～12:00 式典演技団体別練習会（組み紐ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ） 安濃中央公園内体育館（サブアリーナ） 第３シーン出演団体① 60

29 日 14:00～16:00 式典演技団体別練習会（とこわかダンス） 安濃中央公園内体育館（サブアリーナ） 第４シーン出演団体① 120

調整中 式典演技撮影会（応援ダンス） 調整中 第３シーン出演団体② 160

調整中 式典演技撮影会（合唱隊） 五十鈴中学校 第４シーン出演団体② 20

調整中 式典アナウンサー研修【プロアナとの合同研修】 津市内 式典アナウンサー 7

9

1 水 終日 総合練習会（開会式）／式典演技撮影会（とこわかダンス） 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 国体・大会開会式全出演者 300

2 木 終日 総合練習会（閉会式） 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 国体・大会閉会式全出演者 200

23 木・祝 終日 国体総合リハーサル 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 国体全出演者・関係者（開閉） 200

25 土 終日 国体総合開会式 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 国体全出演者・関係者（開） 850

10

5 火 終日 国体総合閉会式 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 国体全出演者・関係者（閉） 400

21 木 終日 大会総合リハーサル 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 大会全出演者・関係者（開閉） 200

23 土 終日 大会開会式 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 大会全出演者・関係者（開） 950

25 月 終日 大会閉会式 総合文化センター（大H、中H、祝祭広場） 大会全出演者・関係者（閉） 450
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46年ぶりに本県で開催されるスポーツの祭典 「三重とこわか国体・三重とこわか大会」

そこには「いつも若々しく輝き続けてほしい」という選手や参加者への想いが込められています

私たちは、このような想いを大切にし、今回のコロナ禍においても両大会が安全・安心に

開催できるよう、これまでにはなかった大会運営のあり方について、模索を続けてきました

「とこわか」を冠した三重の両大会だからこそ

守り続けてきたことを大切にしながらも、新しい手法を取り入れて変えていく・・・

そうした想いをかたちにした新しい式典を、選手や参加者に届けたいと考えています
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三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会事務局

〒514-8570 津市広明町13番地

TEL:059-224-2341 FAX:059-224-2075

https://tokowaka.pref.mie.lg.jp
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