
式典実施計画（国体） －概要版－

（４）開催期間 令和４(2022)年10月１日（土）～11日（火）

いちご一会とちぎ国体の概要

（３）スローガン

（１）大会名

（２）大会愛称 （５）総合開・閉会式の
期日及び会場

総合開会式 ：令和４(2022)年10月
総合閉会式 ：令和４(2022)年10月11日（火）
総合開・閉会式会場：カンセキスタジアムとちぎ

（栃木県総合運動公園陸上競技場）

１日（土）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、十分に対策いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況に応じて、内容に変更が生じる場合があります。

式典の概要
（１）式典テーマ

（２）式典の基本的な
考え方

●県民総参加のもと、簡素な中にも創意工夫を凝らしながら、感動
を共有し、すべての人々の記憶に残る式典

●美しい自然や優れた歴史・文化、豊かな食文化などの栃木の魅力を
全国に発信する式典

●訪れる人々を心のこもった「おもてなし」で迎え、出会いと交流により
人々の絆が深まる式典

順 時刻
実施態度決定 6:00

1 開場 9:00
2 オープニングプログラム開始 11:00
3 入場締切 12:10
4 オープニングプログラム終了 12:50
5 天皇皇后両陛下御着席 12:59
6 式典前演技開始 13:00
7 式典前演技終了 13:30
8 天皇皇后両陛下御退席 13:31
9 天皇皇后両陛下御着席 13:50
10 開式通告 13:51
11 役員・選手団入場開始 13:53
12 役員・選手団整列完了 14:18
13 開会宣言 14:19
14 国旗儀礼 14:22
15 大会旗・日本スポーツ協会旗儀礼 14:24
16 栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 14:25
17 天皇杯・皇后杯返還 14:27
18 大会会長あいさつ 14:30
19 文部科学大臣あいさつ 14:33
20 天皇陛下おことば 14:36
21 炬火入場・点火 14:39
22 選手代表宣誓 14:44
23 閉式通告 14:47
24 天皇皇后両陛下御退席 14:48
25 役員・選手団退場開始 14:49
26 役員・選手団退場完了 15:04
27 エンディングプログラム開始 15:05
28 エンディングプログラム終了 15:34
29 終了 15:35

次第

次第

※次第・時刻については現時点の案であり、公益財団法
人日本スポーツ協会との協議のうえ、正式決定します。

総合開会式 総合閉会式

順 時刻
実施態度決定 6:00

1 開場 12:20
2 オープニングプログラム開始 13:00
3 オープニングプログラム終了 13:45
4 皇族御着席 13:59
5 開式通告 14:00
6 役員・選手団入場開始 14:01
7 役員・選手団整列完了 14:11
8 成績発表 14:12
9 表彰状授与 14:17
10 天皇杯・皇后杯授与 14:27
11 大会会長あいさつ 14:31
12 スポーツ庁長官あいさつ 14:34
13 栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 14:37
14 大会旗・日本スポーツ協会旗儀礼 14:39
15 国旗儀礼 14:40
16 炬火分火・納火 14:42
17 国体旗引継 14:46
18 鹿児島県旗儀礼 14:48
19 閉会宣言 14:50
20 閉式通告 14:51
21 皇族御退席 14:52
22 役員・選手団退場開始 14:53
23 役員・選手団退場完了 15:09
24 終了 15:10

次第
7:00

● オープニングプログラム

総合開会式

総合閉会式

● 式典前演技（総合開会式のみ）
タイトル 人＊むすぶ＊大地 人＊つくる＊未来 ～ とちぎとの出会い いちご一会物語～
演技構想 ●ナビゲーターたちが、対話形式で栃木県の魅力である「バランスの取れた豊かさ」とその背景を紹介していくストーリー。

●栃木の魅力や実力を発信し、夢・感動があふれる物語を展開します。
●参加するすべての人びとが一体感をもち、日本全国に“元気”と“希望”を届ける内容とします。

オープニング

ナビゲーター

Scene1
恵まれた「大地」

(自然)
中学生・高校生
約600名

Scene2
「出会い」と「繫がり」

(文化)
高校生・大学生
約400名

Scene3
豊かなとちぎ

（更なる「可能性」）
園児・小学生・特別支援学校生

高校生・一般
約400～500名

エンディング
夢を感動へ。感動を未来へ。

～いちご一会～
ナビゲーター・一般
全出演者

約1800～1900名

● エンディングプログラム（総合開会式のみ）

● 式典音楽

栃木ゆかりの楽曲を取り入れ、全員で感動を共有することのできる式典音楽とします。
式典音楽使用楽曲 ●ファンファーレⅠ～Ⅴ

●いちご一会マーチ
●栃木ゆかりの童謡メドレー

●栃木ゆかりのポップスメドレーマーチ
●行進曲「ふるさと栃木」
●炬火曲Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　等

吹奏楽隊 高等学校、栃木県警察音楽隊
合唱隊 高等学校、大学・一般団体等

合計

150名程度
200名程度
約350名

区分 出演者 人数

音楽隊編成

● 炬火計画

炬火イベントの実施イメージ

（６）実施競技

（７）マスコットキャラクター

正式競技:37競技/特別競技:1競技/公開競技:5競技
/デモンストレーションスポーツ:31競技

「環境に配慮した いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の推進を宣言しています。

報告事項34

令和３年１月15日　第５回式典専門委員会決定事項

基本的な考え方 ●多彩な出演団体によって「栃木の魅力」を発信し、全国の人々が感動と喜びを共有できるような内容とします。
●出演者・観覧者が一体となって盛り上がり、「いちご一会とちぎ国体」の開幕を飾るにふさわしい内容とします。

内容構成 ●栃木の文化・伝統芸能団体の活動や地域の特色を生かした活動などの発表
●県内で行われているスポーツイベントやニュースポーツの紹介　　　　　等

基本的な考え方 ●繰り広げた熱戦を振り返り、選手たちの健闘と国体を支えたすべての方々への感謝の気持ちを伝える内容とします。
●引き続き開催される「いちご一会とちぎ大会」への期待が高まるものとします。

内容構成 ●国体のハイライト映像、本県ゆかりの出演者によるパフォーマンスや障害者スポーツデモンストレーション　　等

基本的な考え方 ●これから始まる競技会への期待感と応援ムードを高揚させる内容とします。
●式典終了後、会場周辺の混雑を緩和させ、役員・選手団や観覧者などが円滑に退場できるよう配慮します。

内容構成 ●本県ゆかりの出演者によるパフォーマンスやミニスポーツ大会

事前イベント 炬火イベント実施 県内全市町でイベントを実施し、採火

「総合開会式」集火式 県内全市町の火をオープニングプログラム内でひとつに集火
いちご一会とちぎ国体 「総合開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火

「総合閉会式」炬火分火・納火 分火して障スポへ引き継ぎ、国体の火は納火

「開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火
「閉会式」炬火納火 障スポの火を納火

いちご一会とちぎ大会



吹奏楽隊 高等学校、栃木県警察音楽隊

合唱隊 高等学校、大学・一般団体等

区分 出演者 人数
150名程度

200名程度

合計 約350名

（７）マスコットキャラクター

（３）スローガン

（２）大会愛称

（１）大会名

いちご一会とちぎ大会の概要

式典実施計画（大会） －概要版－

（４）開催期間 令和４(2022)年10月29日（土）～31日（月）

（５）開・閉会式の
期日及び会場

開会式 ：令和４(2022)年10月29日（土）
閉会式 ：令和４(2022)年10月31日（月）
開・閉会式会場：カンセキスタジアムとちぎ

（栃木県総合運動公園陸上競技場）

● オープニングプログラム
開会式

● 歓迎演技（開会式のみ）
タイトル 人＊むすぶ＊大地 人＊つくる＊未来 ～ とちぎとの出会い いちご一会物語～
演技構想 ●ナビゲーターたちが、対話形式で栃木県の魅力である「バランスの取れた豊かさ」とその背景を紹介していくストーリー。

●栃木の魅力や実力を発信し、夢・感動があふれる物語を展開します。
●参加するすべての人びとが一体感をもち、日本全国に“元気”と“希望”を届ける内容とします。

オープニング

ナビゲーター

Scene1
恵まれた「大地」

(自然)
中学生・高校生
約300名

Scene2
「出会い」と「繫がり」

(文化)
高校生・大学生
約300名

Scene3
豊かなとちぎ

（更なる「可能性」）
小学生・特別支援学校生

高校生・一般
約400名

エンディング
夢を感動へ。感動を未来へ。

～いちご一会～
ナビゲーター・一般
全出演者
約1350名

● エンディングプログラム（開会式のみ）

● 式典音楽

栃木ゆかりの楽曲を取り入れ、全員で感動を共有することのできる式典音楽とします。
式典使用楽曲 ●ファンファーレⅠ～Ⅴ ●栃木ゆかりのポップスメドレーマーチ

●いちご一会マーチ ●

音楽隊編成

● 炬火イベント計画

（６）実施競技 正式競技：14競技 / オープン競技：3競技

順 時刻
実施態度決定 5:00

1 開場 14:00
2 オープニングプログラム開始 15:00
3 オープニングプログラム終了 15:20
4 皇族御着席 15:29
5 開式通告 15:30
6 大会会長あいさつ 15:31
7 スポーツ庁長官あいさつ 15:34
8 皇族のおことば 15:37
9 大会旗・栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 15:40
10 国旗儀礼 15:43
11 大会旗引継 15:45
12 炬火納火 15:48
13 閉会宣言 15:51
14 ファイナルステージ開始 15:58
15 ファイナルステージ終了 16:28
16 皇族御退席 16:29
17 役員・選手団退場開始 16:30
18 役員・選手団退場完了 16:45
19 終了 16:46

次第順 時刻
実施態度決定 5:00

1 開場 7:30
2 オープニングプログラム開始 8:50
3 入場締切 9:20
4 オープニングプログラム終了 9:50
5 皇族御着席 9:59
6 開式通告 10:00
7 役員・選手団入場開始 10:01
8 役員・選手団整列完了 10:31
9 開会宣言・大会会長あいさつ 10:32
10 国旗儀礼 10:35
11 大会旗・栃木県旗・宇都宮市旗儀礼 10:37
12 文部科学大臣あいさつ 10:40
13 皇族のおことば 10:43
14 炬火入場・点火 10:46
15 選手代表宣誓 10:51
16 歓迎演技開始 10:55
17 歓迎演技終了 11:10
18 閉式通告 11:11
19 皇族御退席 11:12
20 役員・選手団退場開始 11:13
21 役員・選手団退場完了 11:29
22 エンディングプログラム開始 11:30
23 エンディングプログラム終了 11:58
24 終了 11:59

次第

次第
開会式 閉会式

● ファイナルステージ（閉会式のみ）

（２）式典の基本的な
考え方

式典の概要
（１）式典テーマ

●県民総参加のもと、簡素な中にも創意工夫を凝らしながら、感動
を共有し、すべての人々の記憶に残る式典

●美しい自然や優れた歴史・文化、豊かな食文化などの栃木の魅力を
全国に発信する式典

●訪れる人々を心のこもった「おもてなし」で迎え、出会いと交流により
人々の絆が深まる式典

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、十分に対策いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況に応じて、内容に変更が生じる場合があります。

「環境に配慮した いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の推進を宣言しています。

閉会式

基本的な考え方 ●多彩な出演団体によって「栃木の魅力」を発信し、全国の人々が感動と喜びを共有できるような内容とします。
●出演者・観覧者が一体となって盛り上がり、「いちご一会とちぎ大会」の開幕を飾るにふさわしい内容とします。

内容構成 ●栃木の文化・伝統芸能団体の活動や地域の特色を生かした活動などの発表
●県内で行われているスポーツイベントやニュースポーツの紹介　　　　　等

基本的な考え方 ●繰り広げた熱戦を振り返り、選手たちの健闘と大会を支えたすべての方々への感謝の気持ちを伝える内容とします。
●大会の素晴らしさを振り返り、世代を超えて集う楽しさや心のふれあいが、未来へつながる内容とします。

内容構成 ●大会を振り返る選手インタビュー、大会のハイライト映像

基本的な考え方 ●これから始まる競技会への期待感と応援ムードを高
揚させる内容とします。

●式典終了後、会場周辺の混雑を緩和させ、役員・
選手団や観覧者などが円滑に退場できるよう配慮し
ます。

内容構成 ●本県ゆかりの出演者によりパフォーマンス、ミニスポーツ
大会

基本的な考え方 ●繰り広げられた熱戦を振り返り、選手たちの健
闘と大会を支えたすべての方々への感謝の気
持ちを伝える内容とします。

●大会の素晴らしさを振り返り、世代を超えて集
う楽しさや心のふれあいが、未来へとつながる
内容とします。

内容構成 ●本県ゆかりの出演者によるプログラム

●栃木ゆかりの童謡メドレー
行進曲「ふるさと栃木」

●炬火曲Ⅰ・Ⅱ　　　　　　　等

炬火イベントの実施イメージ
事前イベント 炬火イベント実施 県内全市町でイベントを実施し、採火

「総合開会式」集火式 県内全市町の火をオープニングプログラム内でひとつに集火
いちご一会とちぎ国体 「総合開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火

「総合閉会式」炬火分火・納火 分火して障スポへ引き継ぎ、国体の火は納火

「開会式」炬火入場・点火 炬火入場後、３区間でリレーして炬火台へ点火
「閉会式」炬火納火 障スポの火を納火

いちご一会とちぎ大会



 

 

 

  

 

 

栃木ゆかりの楽曲を取り入れ、全員で感動を共有することのできる式典音楽とします。 

 

 

 「ファンファーレⅠ～Ⅳ」  栃木ゆかりの童話メドレー  いちご一会マーチ 

 行進曲「ふるさと栃木」  栃木ゆかりのポップスメドレーマーチ等 
 
 
 

区分 出演者 人数 

吹奏楽隊 高等学校 ４０名程度 

合唱隊 高等学校 ５０名程度 

合計 約９０名 

第 77 回国民体育大会冬季大会スケート競技会及びアイスホッケー競技会 

令和４（2022）年１月 24 日（月）～30 日（日） 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

    

 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

式典実施計画 （冬季大会）   -概要版- 

いちご一会とちぎ国体冬季大会の概要 

式典の概要 

次 第 

 県民総参加のもと、簡素な中にも創意工夫を凝らしながら、感動を共有し、すべての人々の記憶に残る式典 
 美しい自然や優れた歴史・文化、豊かな食文化などの栃木の魅力を全国に発信する式典 
 訪れる人々の心のこもった「おもてなし」で迎え、出会いと交流により人々の絆が深まる式典 

 
 

 秋の本大会へ繋がる、国体 year の幕開けを飾るにふさわしいものとなるよう、 

期待感と応援ムードを高揚させる内容とします。 

 会場地市である日光市に関わりのある人物、団体等を活用します。 

 既存の演目、素材等を活用します。 

 本大会へと繋がる内容とします。 

 
 

 日光市ゆかりの出演者によるパフォーマンス 

 映像プログラム 
 いちご一会ダンス 

※次第・時刻については現時点での案であり、公益財団法
人日本スポーツ協会との協議のうえ、正式決定します。 

開始式 ： 令和４（2022）年１月 24 日（月） 
表彰式 スケート   ： 令和４（2022）年１月 28 日（金） 

アイスホッケー： 令和４（2022）年１月 30 日（日） 
開始式会場 ： 日光市今市文化会館 
表彰式会場 ： 観光ホテル日光千姫物語 

正式競技：２競技 

開 始 式 表 彰 式 

基 本 方 針 

内  容 

式典使用楽曲 

音楽隊編成 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、十分に対策いたします。 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況に応じて、内容に変更が生じる場合があります。 

「環境に配慮したいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の推進を宣言しています。 

実施態度決定  5:00

1 開場  8:30

2 歓迎アトラクション開始  9:35

3 歓迎アトラクション終了 10:04

4 参加都道府県旗入場・選手団紹介 10:05

5 開式通告 10:30

6 競技会開始宣言 10:31

7 国旗儀礼 10:34

8
大会旗・日本スポーツ協会旗・
実施競技団体旗儀礼

10:36

9
栃木県旗・参加都道府県旗・
日光市旗儀礼

10:37

10 大会会長トロフィー返還 10:39

11 日本スポーツ協会あいさつ 10:43

12 スポーツ庁あいさつ 10:45

13 中央競技団体あいさつ 10:47

14 歓迎のことば 10:49

15 選手代表宣言 10:55

16 閉式通告 10:58

17 役員・選手団解散 10:59

18 終了

次 第 時 刻

スケート
アイス
ホッケー

実施態度決定 7:00 7:00

1 開場 14:00 14:00

2 開式通告 15:00 15:00

3 成績発表 15:01 15:01

4 表彰状授与 15:04 15:04

5 大会会長トロフィー授与 15:12 15:08

6 競技会会長閉会あいさつ 15:14 15:10

7 会場地代表歓送のことば 15:17 15:13

8 国旗儀礼 15:23 15:19

9 競技会終了宣言 15:25 15:21

10 閉式通告 15:26 15:22

11 役員・選手団解散 15:27 15:23

12 終了

時 刻

次 第
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