
○第57回技能五輪全国大会　競技日程表　【愛知県国際展示場ホールＦ】 ※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14日（木） 11月15日（金） 11月16日（土） 11月17日（日) 11月18日（月)

下見、開会式 競技 競技 閉会式

11 タイル張り
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

道具搬入 道具搬入・下見
集合               　　　　　10:00
説明　　　　　               10:30～11:30
選手解散時間　               11:40

競技
集合　　　　　　       08:00
説明　　　　　　       08:10～08:25
競技　　　　　　       08:30～12:00
昼食　　　　　　       12:00～12:50
競技　　　　       　　13:00～16:45
（15分の休憩含む）
選手解散時間　       　17:00

競技
集合　　　　　  　08:00
説明　　　　　　  08:15～08:25
競技　　　　　    08:30～12:00

選手解散時間　　  12:45

13 曲げ板金
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

選手集合　　　　　　14:00
作業台抽選　　　　　14:05
工具搬入　　　　　　14:15～

集合                         08:45
支給材料確認                 08:45～09:00
溶接機確認　　　             09:00～09:30
試し加工　　　　             09:30～12:00
工具チェック                 12:05～12:30
終了                         12:30

競技
集合　　　             08:45
説明　　　             08:45～09:00
競技　　　　           09:00～12:00
昼食　　　　           12:00～13:00
競技　         　　　  13:00～17:00
説明                   17:00～
選手解散    　         17:20

競技
集合              08:45
説明              08:45～09:00
競技              09:00～11:30
片付              11:30～
搬出
選手解散        　12:30

作品返却　09:30～10:30 15日、16日は課題（試作
品）の展示を行う

14 配管
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

下見
集合                         08:30
説明                         08:45～
支給材料等の確認
持参工具の確認
終了・解散（予定）           12:00

競技
集合                 　08:00
説明                   08:10～08:30
競技                   08:30～11:25
 (休憩                 10:00～10:10)
昼食                   11:25～12:20
競技                   12:20～16:45
 (休憩                 13:55～14:05)
公開水圧審査（予定）   17:00～
終了・解散（予定）     18:30

16 電工
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

【持参工具・材料搬入】
・競技ブース抽選
・競技ブース内へ搬入
※別途、搬入スケジュール調整

【下見】
集合　　　　    　　　　     09:00
説明,持参工具展開，材料点検,基準線引き，等
                             09:05～11:30
昼食    　　　　　　　  　   11:30～12:30
解散　　    　　　　　　     12:30

【競技】
集合　　　　　         08:00
説明,抽選,工具展開，等 08:00～08:29
競技                 　08:30～11:30
昼食                 　11:30～12:29
競技         　        12:30～14:50
作品公開               15:00～15:30
解散                   15:30

【持参材料等撤去】
撤去開始　　      16:00～（予定）

19 左官
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

下見
集合              　         09:00
開会式・説明・工具展開等     09:30～11:30

選手解散時刻　　　　　　　　 13:00

競技
集合                   08:30
説明                   08:30～08:40
競技                   08:50～12:00
（休憩10分含む）
昼食                 　12:00～13:00
競技                 　13:00～16:40
（休憩10分含む）
選手解散時刻　　　　　 17:30

競技
集合            　08:30
説明              08:30～08:40
競技              08:50～12:30
（休憩10分含む）
選手解散時刻　　　15:00

20 家具
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

下見
集合                    　   09:00
説明                    　   09:00～09:30
作業場所抽選・材料支給・
道具チェック・試し加工       09:30～12:30
解散                    　   13:00

競技
選手集合               09:00
説明等                 09:00〜10:00
競技                   10:00～13:00
昼食                 　13:00～13:45
競技                 　13:45～16:45
解散                 　17:30

競技
選手集合          09:00
説明等            09:00〜09:15
競技            　09:15～12:00
昼食            　12:00～12:45
競技            　12:45～15:00
解散            　17:00

作品展示



○第57回技能五輪全国大会　競技日程表　【愛知県国際展示場ホールＦ】 ※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14日（木） 11月15日（金） 11月16日（土） 11月17日（日) 11月18日（月)

下見、開会式 競技 競技 閉会式
作品展示

21 建具
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

下見
集合                    　   09:00
工具展開､材料､機械等の確認、説明、昼食
                             09:05～11:30
選手解散                　   12:00

競技
集合                 　08:00
説明                   08:00～08:25
競技                 　08:30～10:00
休憩                 　10:00～10:15
競技                 　10:15～12:00
昼食                 　12:00～13:00
競技                 　13:00～15:00
休憩　                 15:00～15:15
競技                 　15:15～17:00
終了解散               17:30

競技
集合              08:00
説明              08:05～08:25
競技            　08:30～10:00
休憩            　10:00～10:15
競技              10:15～12:00
昼食              12:00～13:00
競技              13:00～14:45
競技終了        　14:45
終了解散        　17:00

22 建築大工
愛知県国際展示場

展示ホールＦ

下見
集合                         09:00
説明                         09:30～11:00
選手解散                     12:00～

競技
集合                   08:20
説明                   08:30～08:55
競技                 　09:00～12:00
昼食                   12:00～13:00
競技                   13:00～15:00
休憩                 　15:00～15:15
競技                   15:15～17:15
選手解散             　17:45～

競技
集合              08:20
説明              08:30～08:55
競技              09:00～12:00
昼食            　12:00～13:00
競技              13:00～15:00
選手解散          16:00～

11月17日（日）
15:15～15:25
多少の時間変更あり


