
国体総合開会式（９月 28 日） 
№ 次第 時刻 曲目 タイム 出演者 指揮者 

１ 開式通告 13:51 ファンファーレⅠ ０分３０秒 吹奏楽隊 本図   

２ 役員選手団入場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:53 オープニング行進曲Ⅰ「若い力」  先導パレード隊    

行進曲「そして未来へ」 ５分２０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

2019 茨城国体記念行進曲「卓立の地」 ５分１８秒 吹奏楽隊 本図   

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

“いばらき”ふるさとメドレー ６分０８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

幻想行進曲「雨情」 ６分３５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

行進組曲「魁」より ひたち ４分５３秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

３ 開会宣言 14:20 ファンファーレⅡ ０分３１秒 吹奏楽隊 本図   

４ 国旗掲揚 14:22 君が代  独唱者    

５ 大会旗･日本ｽﾎﾟｰﾂ協会旗掲揚 14:24 若い力（１番＋後奏） １分１１秒 吹奏楽隊・合唱隊  梶原  

６ 茨城県旗・ひたちなか市旗掲揚 14:25 茨城県民の歌（１番のみ） １分０５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

７ 天皇杯・皇后杯返還 14:27 表彰関連曲 ３分１９秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

８ 大会会長あいさつ 14:30       

９ 文部科学大臣あいさつ 14:33       

10 天皇陛下の御言葉 14:36       

11 炬火入場・点火 14:39 炬火関連曲Ⅰ ６分３０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

12 選手代表宣誓 14:45 ファンファーレⅢ ０分２２秒 吹奏楽隊 本図   

13 閉式通告 14:47 ファンファーレⅣ ０分４８秒 吹奏楽隊 本図   

14 天皇皇后両陛下御退席 14:48       

15 役員選手団退場 

 

 

 

 

14:49 行進曲「そして未来へ」 ５分２０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

ドラムマーチ ０分３４秒 吹奏楽隊    

“いばらき”ふるさとメドレー ６分０８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３４秒 吹奏楽隊    

幻想行進曲「雨情」 ６分３５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

 

指揮者の担当楽曲について 



国体総合閉会式（10 月８日） 

№ 次第 時刻 曲目 タイム 出演者 指揮者 

１ 開式通告 14:00 ファンファーレⅠ ０分３０秒 吹奏楽隊 本図   

２ 役員選手団入場 

 

  

14:01 行進曲「そして未来へ」 ５分２０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

2019 茨城国体記念行進曲「卓立の地」 ５分１８秒 吹奏楽隊 本図   

３ 成績発表 14:12       

４ 表彰状授与 14:17 得賞歌（見よ勇者は帰りぬ）  吹奏楽隊   會澤 

５ 天皇杯・皇后杯授与 14:27 得賞歌（見よ勇者は帰りぬ）  吹奏楽隊   會澤 

６ 大会会長あいさつ 14:31       

７ スポーツ庁長官あいさつ 14:34       

８ 茨城県旗・ひたちなか市旗降納 14:37 茨城県民の歌（１番のみ） １分０５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

９ 大会旗･日本ｽﾎﾟｰﾂ協会旗降納 14:39 若い力（１番のみ） １分１１秒 吹奏楽隊・合唱隊  梶原  

10 国旗降納 14:40 国歌「君が代」 ０分５０秒 吹奏楽隊・合唱隊  梶原  

11 炬火分火・納火 14:42 炬火関連曲Ⅱ ６分３１秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

12 国体旗引継 14:46       

13 鹿児島県旗掲揚 14:42 鹿児島県民の歌  吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

14 閉会宣言 14:50 ファンファーレⅤ ０分３３秒 吹奏楽隊 本図   

15 閉式通告 14:51 ファンファーレⅣ ０分４８秒 吹奏楽隊 本図   

16 皇族御退席 14:52       

17 役員選手団退場 

 

 

14:53 幻想行進曲「雨情」 ６分３５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

 “いばらき”ふるさとメドレー ６分０８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

 

 

 

 

 



大会開会式（10 月 12 日） 

№ 次第 時刻 曲目 タイム 出演者 指揮者 

１ 開式通告 10:00 ファンファーレⅠ ０分３０秒 吹奏楽隊 本図   

２ 役員選手団入場 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10:01 オープニング行進曲Ⅱ「空よ大地よ」  先導パレード隊    

行進曲「そして未来へ」 ５分２０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

2019 茨城国体記念行進曲「卓立の地」 ５分１８秒 吹奏楽隊 本図   

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

 “いばらき”ふるさとメドレー ６分０８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

幻想行進曲「雨情」 ６分３５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３１秒 吹奏楽隊    

行進組曲「魁」より ひたち ４分５３秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

３ 開会宣言・大会会長あいさつ 10:32 ファンファーレⅡ ０分３１秒 吹奏楽隊 本図   

４ 国旗掲揚 10:35 国歌「君が代」 ０分５０秒 吹奏楽隊・独唱者  梶原  

５ 大会旗・茨城県旗・ひたちなか市旗掲揚 10:37 空よ大地よ（１番→コーダ） １分２８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

６ 文部科学大臣あいさつ 10:40       

7 皇族の御言葉 10:43       

８ 炬火入場・点火 10:36 炬火関連曲Ⅰ ６分３０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

９ 選手代表宣誓 14:42 ファンファーレⅢ ０分２２秒 吹奏楽隊 本図   

10 歓迎演技 10:55       

11 閉式通告 11:11 ファンファーレⅣ ０分４８秒 吹奏楽隊 本図   

12 皇族御退席 11:12       

13 役員選手団退場 

 

 

 

 

11:13 行進曲「そして未来へ」 ５分２０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

ドラムマーチ ０分３４秒 吹奏楽隊    

“いばらき”ふるさとメドレー ６分０８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３４秒 吹奏楽隊    

幻想行進曲「雨情」 ６分３５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

 



大会閉会式（10 月 14 日） 

№ 次第 時刻 曲目 タイム 出演者 指揮者 

１ 開式通告 15:30 ファンファーレⅠ ０分３０秒 吹奏楽隊 本図   

２ 大会会長あいさつ 15:31       

３ スポーツ庁長官あいさつ 15:34       

４ 皇族の御言葉 15:37       

５ 大会旗・茨城県旗・ひたちなか市旗掲揚 15:40 空よ大地よ（１番→コーダ） １分２８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

６ 国旗降納 15:43 国歌「君が代」 ０分５０秒 吹奏楽隊・合唱隊  梶原  

７ 大会旗引継 15:45       

８ 炬火納火 15:48 炬火関連曲Ⅱ ６分３１秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

９ 閉会宣言 15:51 ファンファーレⅤ ０分３３秒 吹奏楽隊 本図   

10 ファイナルステージ 15:58       

11 皇族御退席 16:29       

12 役員選手団退場 

 

 

 

 

16:30 幻想行進曲「雨情」 ６分３５秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３４秒 吹奏楽隊    

“いばらき”ふるさとメドレー ６分０８秒 吹奏楽隊・合唱隊   會澤 

ドラムマーチ ０分３４秒 吹奏楽隊    

行進曲「そして未来へ」 ５分２０秒 吹奏楽隊・合唱隊 本図   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


