
月 日 曜 練習会名称 場　所 人　数 練習区分 内　容
5 18 土 マーチング練習会① 紀の川市民体育館 50 式典前アトラクション マーチングバンドのフラッグ練習
5 26 日 合唱練習会 和歌山市中央コミュニティセンター 250 式典 式典音楽隊の合唱練習
6 1 土 和太鼓練習会① 県立和歌山さくら支援学校 50 メインアトラクション 和太鼓の演奏練習
6 8 土 章別練習会（３章） 紀三井寺公園陸上競技場 500 メインアトラクション ３章の演技練習
6 9 日 章別練習会（２章） 紀三井寺公園陸上競技場 500 メインアトラクション ２章の演技練習
6 13 木 きいちゃんダンス練習会 和歌山市立浜宮小学校 500 メインアトラクション １章のダンス練習
6 15 土 マーチング練習会② 紀の川市民体育館 50 式典前アトラクション マーチングバンドのフラッグ練習
7 7 日 吹奏楽練習会 和歌山県民文化会館 250 式典 式典音楽隊の吹奏楽練習
7 13 土 マーチング練習会③ 片男波公園健康館 50 式典前アトラクション マーチングバンドのフラッグ練習
7 20 土 和太鼓練習会② 橋本市産業文化会館 50 メインアトラクション 和太鼓の演奏練習
8 25 日 プラカーダー練習会 河南総合・上南部小学校体育館 70 式典 プラカーダーの先導練習
8 未 未 高校生アナウンサー練習会 株式会社和歌山放送 5 式典 高校生アナウンサーの司会練習
8 30 金 都道府県応援団練習会 和歌山市立宮前小学校 700 式典 選手団の歓迎・応援練習
8 31 土 マーチング練習会④ 紀の川市民体育館 50 式典前アトラクション マーチングバンドのフラッグ練習
8 31 土 章別練習会（２章） 紀三井寺公園陸上競技場 500 メインアトラクション ２章の演技練習
9 1 日 章別練習会（３章） 紀三井寺公園陸上競技場 500 メインアトラクション ３章の演技練習
9 1 日 吹奏楽・合唱練習会 和歌山県民文化会館 500 式典 式典音楽隊の吹奏楽・合唱練習
9 16 月 マーチング総合練習 和歌山ビッグホエール 100 式典前アトラクション マーチングバンドの全体練習
9 16 月 式典音楽隊合同練習 和歌山県民文化会館 1,000 式典 式典音楽隊の合同練習
9 20 金 章別練習会（１章） 紀三井寺公園陸上競技場 600 メインアトラクション １章の演技練習
9 21 土 総合練習会 紀三井寺公園陸上競技場 1,100 メインアトラクション 全章の演技練習
10 12 土 総合開会式１ヶ月前リハ 紀三井寺公園陸上競技場 3,700 全体 １ヶ月前の総練習
10 19 土 総合閉会式１ヶ月前リハ 和歌山県民文化会館 120 全体 １ヶ月前の総練習
11 3 日 総合開会式１週間前リハ 紀三井寺公園陸上競技場 3,700 全体 １週間前の最終チェック
11 11 月 総合閉会式前日リハ 和歌山県民文化会館 150 全体 前日の最終チェック

担当課 ねんりんピック推進課
担当者 口井・山野井
電　 話 073-441-2574

令和元年５月１５日
資　　料　　提　　供

『ねんりんピック紀の国わかやま2019』 総合開会式・閉会式の練習会について

お問い合わせ：ねんりんピック紀の国わかやま2019実行委員会事務局（担当：口井、山野井）
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1（県庁東別館5階 ねんりんピック推進課 式典・事業室内）
TEL：073-441-2574 FAX：073-436-1570 MAIL：nenrin2019@pref.wakayama.lg.jp

お問い合わせ：ねんりんピック紀の国わかやま2019実行委員会事務局（担当：口井、山野井）
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1（県庁東別館5階 ねんりんピック推進課 式典・事業室内）
TEL：073-441-2574 FAX：073-436-1570 MAIL：nenrin2019@pref.wakayama.lg.jp

※ 総合開会式・閉会式の概要は「別紙１」を、出演者・出演団体の概要は「別紙２」をご参照ください。
※ 各練習会のスケジュールや出演団体等は、今後、都合により変更する場合があります。
※ 特別出演者（プロ出演者）については、後日、発表する予定です。

『ねんりんピック紀の国わかやま2019』の総合開会式・閉会式本番で本県の魅力を
余すことなく伝えるため、各出演団体による練習会がいよいよ始まります。
練習会スケジュールを下記のとおりお知らせしますので、取材をご希望の方は事前に
実行委員会事務局までご連絡ください。

令和元年5月15日現在練習会スケジュール一覧（予定）



時間 LAP プログラム
11:32 　1’ 登壇者紹介
11:33 　3’ 皇族のおことば
11:36 　3’ 「あふれる情熱 はじける笑顔」和歌山宣言
11:39 　1’ 皇族御退席

11:40 29’ 選手団移動　※映像上映など
12:09 　1’ 皇族御臨席

12:10 　8’ 第1章「春の歌 ～子供のとき～」
12:18 　6’ 第2章「夏の歌 ～青年のとき～」
12:24 　7’ 第3章「秋の歌 ～大人のとき～」
12:31 　5’ 第4章「冬の歌 ～ねんりんのとき～」
12:36 　4’ エピローグ「夢の歌 ～みんなのとき～」
12:40 　1‘ 皇族御退席
12:41 　1’ 閉式通告

インターバル

メインアトラクション

時間 LAP プログラム
  9:00 開場

10:00 　4’ 鉄砲隊号砲
10:04 13’ よさこい演舞
10:17 10’ マーチングバンド
10:27 　2’ 登壇者登場
10:29 　1’ 皇族御臨席

10:30 　1’ 開式通告
10:31 44’ 選手団入場
11:15 　2’ 開会宣言
11:17 　4’ 国旗、大会旗、県旗掲揚
11:21 　5’ 炬火入場・点火
11:26 　3’ 主催者代表あいさつ
11:29 　3’ 共催者代表あいさつ

式典前アトラクション

式典

式典前アトラクション

●和歌山にゆかりのある鉄砲隊が号砲を鳴らし、「ねんりんピック紀の国わかやま2019」の幕明けを告げます。

式 典

●和歌山県らしさあふれる入場行進曲等を使用します。
（式典音楽隊は、県内高校・社会人より編成：吹奏楽隊250名程度、合唱隊250名程度）

●県内小学生による応援団が、選手団をお迎えします。（地元小学生700名程度）

●躍動感あふれる県内よさこい踊りチームの創作演舞で、会場全体を盛り上げます。（出演者：350名程度）
●県内の社会人・中高生によるマーチング隊のパワフルな演奏とカラーガード隊の華やかな演技で、式典に
向けた雰囲気を高めます。（出演者：100名程度）

●和歌山県が誇るオリンピアンと、東京オリンピックでの活躍が期待される若手アスリートが炬火を競技場内で
リレーし、炬火台に点火します。

●和歌山県選手団代表による「あふれる情熱 はじける笑顔」和歌山宣言を行います。

和歌山県民が中心となる観客に対し、県の魅力を再発見し、式典に向けて気分を高める展開とします。

皇族ご臨席行事として「厳粛さ」の中にも、和歌山らしい温かなおもてなしが感じられる展開とします。

インターバル
全国から訪れる選手団に対し、和歌山県の魅力を分かりやすく伝え、和歌山からの元気なエールを送る構成とします。

●交流大会会場ＰＲ映像、和歌山県の魅力紹介映像、県ゆかりの著名人からの応援メッセージ映像、
メインアトラクションを紹介する映像を放映して、会場全体の期待感を高めます。

●歌の合唱やナレーションによって、次のメインアトラクションへと誘引します。

●和歌山県ゆかりの歌手による国歌独唱にあわせ国旗を掲揚。引き続き、大会テーマソングの演奏・合唱に
合わせ大会旗・県旗を掲揚します。

鉄砲隊による幕開け

選手団入場

炬火入場・点火

「あふれる情熱 はじける笑顔」和歌山宣言

県民パフォーマンス

応援ビデオメッセージ映像、メインアトラクション紹介映像

メインアトラクション プロローグ 「里の歌〜誕生のとき〜」

国旗・大会旗・県旗掲揚

皇族のおことば
●ロイヤルボックス御席にて、皇族よりおことばを賜ります。

別紙１－①総合開会式・閉会式の概要
開会式次第

開会式展開概要

【期日】令和元年11月9日(土) 【会場】紀三井寺公園陸上競技場



時間 LAP プログラム

13:30 12’ 選手団代表入場
13:42 　3’ 主催者代表あいさつ
13:45 　1’ 登壇者紹介
13:46 　2’ 大会旗引き継ぎ
13:48 　2’ 次期開催地あいさつ
13:50 　7’ 次期開催地アトラクション
13:57 　3’ グランドフィナーレ
14:00 　1’ 閉式通告

式典
時間 LAP プログラム

12:30 開場

13:00 　2’ 開式通告
13:02 　8’ 大会メモリアル映像

13:10 20’ がんばれ!! 前畑秀子物語

大会メモリアル映像

メインアトラクション

メインアトラクション 『紀の国わかやま“夢と人生”の讃歌』
ねんりん世代の“夢”と“人生”を四季折々の「歌」でつなぐ歌物語。

いつまでも『あふれる情熱』と『はじける笑顔』でいるために、“夢”を持ち続ける大切さを伝えます。

別紙１－②

第１章「春の歌～子供のとき～」
紀の国の「春」。それは、無邪気な心

で遊んだ子供の季節。
柔らかな陽の光に照らされて、湧き出

る泉のように新しい命「夢の木の種」が
芽吹く様を、子供たちの元気な歌とダン
スで表現します。

第２章「夏の歌～青年のとき～」
紀の国の「夏」。それは、青春を謳歌し

た青年の季節。
巨大な龍のパフォーマンスと躍動感あ

る若者たちのあふれる情熱が恵みの雨
を降らせ、夢の花を咲かせます。

第２章「夏の歌～青年のとき～」
紀の国の「秋」。それは、仕事と家庭に

明け暮れた大人の季節。
和太鼓団体のリレー演奏にあわせ、エ

ネルギッシュなダンスチームが登場し、は
じける笑顔で、夢の実の収穫祭を表現
します。

第４章「冬の歌～ねんりんのとき～」
紀の国の「冬」。それは、再び訪れる

「春」を待ちわびて心躍らせる季節。
和歌山県出身のゲスト歌手が登場し、

“夢”を追いかけ続ける「ねんりん世代」に
エールを贈る曲を熱唱します。

エピローグ「夢の歌～みんなのとき～」
いつまでも「あふれる情熱」と「はじける

笑顔」でいるため、“夢”を持ち続ける大
切さを伝えます。
フィールドでは、全出演者が観客を巻

き込みながら大合唱し、グランドフィナー
レを迎えます。

閉会式次第

閉会式展開概要

大会メモリアル映像

●選手の活躍する姿や、観客やボランティアスタッフの応援シーンなど、４日間の大会を映像で振り返ります。

大会メモリアル映像

メインアトラクション

●和歌山県出身、日本女子競泳初の五輪金メダリスト前畑 秀子さんの人生を綴る

ノンフィクションのミュージカル。（出演者：30名程度）

「がんばれ!! 前畑秀子物語」

式 典

●選手団代表が、各旗を手に入場します。

選手団代表入場

●和歌山県と岐阜県の全出演者が登場し、選手団・観客も一緒に合唱して、グランドフィナーレを迎えます。

グランドフィナーレ

【期日】令和元年11月12日(火) 【会場】和歌山県民文化会館大ホール



出演区分 プログラム・役割 出演団体
サブ司会者 県内高校　放送部
手話通訳・要約筆記 和歌山県聴覚障害者情報センター
鉄砲隊号砲 紀州雑賀鉄砲衆、根来史研究会 根来鉄砲隊、紀州九度山真田鉄砲隊

よさこい演舞

ゑぇじゃないか祭り実行委員会、NPO紀州お祭りプロジェクト、縁紀"、KARNA翼、海友
会、樂月、烏天狗、木国、木国よさこい連、紀州みかんちゃん、喜笑花、吉祥桜樹、紀道、
十兎、笑舞翔華、SHINBA ～真羽～、泉州ソーリャ踊り子隊、Team雅龍、風猛乱舞、
舞心座 蒼、輪 ～めぐり～、ゆうかり～ず一番組、夕凪、夢天翔、夢舞隊、夢屋舞組、よさ
こい げんごろう、乱痴気、六花、和歌山MOVE

マーチングバンド 創価和歌山ブルーイーグルス、橋本市立高野口中学校、紀の川市立打田中学校、かつら
ぎ町立妙寺中学校

式典アシスタント 県内高校（調整中）

式典音楽隊（吹奏楽）
県立那賀高等学校、県立向陽中学・高等学校、県立桐蔭高等学校、県立星林高等学
校、県立和歌山商業高等学校、和歌山大学吹奏楽団、和歌山市消防音楽隊、和歌山
県警察音楽隊

式典音楽隊（合唱）

和歌山市立日進中学校、和歌山市立東和中学校、和歌山市立貴志中学校、県立向陽
中学・高等学校、県立桐蔭中学・高等学校、県立和歌山商業高等学校、和歌山大学
（混声合唱・アカペラアンサンブル）、Ensemble Mikanier、男声合唱団ほえーる、和歌
山児童合唱団

大会旗先導、国旗・県旗掲揚 日本ボーイスカウト和歌山連盟
入場行進先導 和歌山県警察音楽隊カラーガード
プラカーダー 一般社団法人ガールスカウト和歌山県連盟
都道府県応援団 和歌山市立宮前小学校

インターバル プロローグ 和歌山児童合唱団、海南児童合唱団、きみの児童合唱団

第１章
和歌山市立浜宮小学校、きいちゃんダンスコンテスト出場団体（和歌山市立広瀬小学校、
和歌山市立松江小学校、team KOUNO、劇団きいちゃんズ）、りら創造芸術学園、県
立和歌山工業高等学校

第２章

県内高校バトン部（県立橋本高等学校新体操・バトン部、県立向陽高等学校バトン部、
県立星林高等学校バトントワリング部、県立和歌山商業高等学校バトン部、和歌山市立
和歌山高等学校バトン部）、県内中高ダンス部（和歌山市立西浜中学校ダンス部、県立
笠田高校ダンス部、近畿大学附属和歌山高校ダンス部）、県内高校・特別支援学校和
太鼓部（県立紀北農芸高等学校、県立きのかわ支援学校、県立和歌山さくら支援学
校）、式典前アトラクション出演団体（よさこい演舞）

第３章

一般バレエ団体（アヤコミリフルールバレエスクール、クレルバレエ、トップウェルネス和歌山、バ
レエスタジオプティ）、一般ジャズダンス団体（O's DANCE systematic、Sundy's わかや
ま Cheerleaders、ダンススタジオ　チームパエリア、PUPPET CLUB、プリズムリープ、
Progress）、和歌山バトン（和歌浦・岩出・貴志川）、WMO新体操クラブ

第４章～エピローグ

第１章～３章出演者、智辯学園和歌山中学・高等学校吹奏楽部、開智中学・高等学
校音楽部、県内合唱団体（和歌山県第九合唱団、岩出・紀の川第九合唱団、和歌山フ
リーダムシンガーズ、岩出市コーラスクラブ、和歌山市民合唱団、コーラス・パレット、コーロ・ピ
アッツァ本町、合唱団"つれもていこら"、和歌山混声合唱団、ファミリーコーラス"うぐいす"、え
びすクラブ、スマイル四箇郷、マリーナコーラス）、式典前アトラクション・式典出演団体（マー
チングバンド、式典音楽隊、都道府県応援団）

全体

式典前
アトラクション

式典

メイン
アトラクション

出演区分 プログラム・役割 出演団体
全体 手話通訳・要約筆記 和歌山県聴覚障害者情報センター
メイン

アトラクション
がんばれ!!前畑秀子物語 りら創造芸術学園

式典アシスタント 県内高校（調整中）
式典音楽隊（吹奏楽） 和歌山県警察音楽隊、和歌山市消防音楽隊
式典音楽隊（合唱） 和歌山児童合唱団
次期開催地アトラクション 岐阜県推薦団体
フィナーレ 全出演者

式典

別紙２出演者・出演団体の概要
開会式出演者

閉会式出演者


