
○第56回技能五輪全国大会　競技日程表　【沖縄県総合運動公園】 ※職種連絡会等により、競技日程表に変更が生じる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

職種名 会場名 11月2日（金) 11月3日（土) 11月4日（日) 11月5日（月) 作品展示

下見・開会式 競技 競技 閉会式

18 石工 沖縄県総合運動公園

下見
集合　                   10:30
説明                     10:30～11:30
選手の解散時間　         11:45

競技
集合                   　 08:20
説明                    　08:30～08:45
競技               　     09:00～10:30
休憩 　                   10:30～10:45
競技                    　10:45～12:30
昼食                    　12:30～13:30
競技　                    13:30～15:00
休憩 　                   15:00～15:15
競技　                    15:15～17:15
選手の解散時間　　     　 18:00

競技
集合                   　 08:20
説明                    　08:30～08:45
競技                    　09:00～10:30
休憩 　                   10:30～10:45
競技                    　10:45～12:30
打切                    　13:00
選手の解散時間　　     　 14:00

23 貴金属装身具 沖縄県総合運動公園

選手会場下見・作業エリアの準備

集合                   　 09:15
朝礼・作業台抽選        　09:20～09:40
会場準備及び競技説明    　09:40～12:00
　
解散予定時刻　　    　　  13:00
（昼食後、各自開会式へ移動）

競    技
集合                      09:15
朝礼・説明                09:20～09:35
競技 【課題１】           09:40～12:10
昼　　食　　　            12:15～12:55
支給材の圧延　            13:00～13:15
競技 【課題２】           13:20～17:20
＊作業時間：6時間30分

解散予定時刻              17:40

競    技
集合         　           09:05
朝礼・説明  　            09:10～09:25
競技 【総合課題】         09:30～12:30
打切         　           12:30 (提出)
＊作業時間：3時間

解散予定時刻              16:30ごろ
　 　（撤収作業終了後、各自解散）

競技期間中は、過去の競技課
題の優勝作品を展示し、来場
見学者に公開。
11月4日、競技終了後（14時頃
より）、競技会場内で各選手
の課題作品を公開。
なお課題作品は、採点終了後
も返却はしない。

24 フラワー装飾 沖縄県総合運動公園

競技
集合　　　                07:45
検査　　　                08:00～09:00
説明　　　                09:00～09:20
競技　　　                09:20～11:50
昼食　　　                11:50～12:50
競技　　　                12:50～16:10
片付　　　                16:10～17:30
全体片付　　　　　　      18:20～
選手解散　　      　　　　18:30

作品展示　10:00～12:00(希望者のみ)
作品撤去　13:00～15:00
選手解散　15:00

11月4日(日)   10:00～12:00

25 美容 沖縄県総合運動公園

受付　　　　　　　 　     11:00
会場下見
選手集合　　　　　        11:30
選手説明会
解散　　　                12:30

選手受付　        　　　  09:30
説明　　　                09:45
競技　　                  10:15
昼食　                    13:35
競技　　                  14:35～16:05
解散                      17:20

選手受付                  09:30
説明　　　                09:45
競技　　　                10:10
昼食　　                  12:25
競技　　                  13:35～14:50
解散                      17:00

11月4日(日)   10:00～12:00

26 理容 沖縄県総合運動公園

下見
受付　   　　 　　　      10:30
説明・準備　　　　　      11:00～12:00
昼食　　  　　　　　      12:00
開会式会場への移動　      13:00

競技
集合　                    10:00
説明              　      10:10～10:30
競技　                    10:30～12:50
昼食　                    12:55～13:55
競技              　      14:05～16:05
選手解散　　　　　　      18:00

競技
集合　               　　 09:30
説明　               　　 09:40～09:50
競技　              　　　09:50～12:30
昼食　              　　　12:35～13:35
競技　              　　  13:50～15:50
選手解散　　　　　　　　　18:30

11月3日(土)   13:55～
11月4日(日)   ～17:00

34
レストランサービ
ス

沖縄県総合運動公園

下見及び競技
集合　                    10:00
下見､説明,質疑応答        10:30～11:00
競技　                    11:00～12:00
昼食　                    12:00～13:00
競技　                    13:10～16:30
挨拶                      16:50～17:30
選手終了　　　　　     　 18:00

40 とび 沖縄県総合運動公園

下見
集合　                    11:00
挨拶･説明                 11:00～11:30
選手解散　　　　　　    　11:30

集合･受付 　              08:00～08:15
工区抽選                  08:15～08:30
説明        　            08:30～09:00
競技　                    09:00～11:30
昼食        　            11:30～12:30
競技　                    12:30～14:00
清掃片付け                14:00～14:20
終礼　　 　               14:20～14:30
選手解散  　              14:30

集合･受付 　         　　 08:30～08:45
説明             　　　　 08:45～09:00
競技        　      　　　09:00～12:00
清掃片付け　        　　　12:00～12:20
終礼        　      　　　12:20～12:30
選手解散        　   　　 14:30


