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ぎふ清流国体・ぎふ清流大会 開・閉会式プログラム概要

１ ぎふ清流国体 総合開会式

開催日：９月２９日（土）

会 場：岐阜メモリアルセンター 長良川競技場

時間 次第

９：００ 開門

１０：００～

１２：５０
オープニングプログラム

（１２：１５） （入場締切）

１３：００～

１３：３０
式典前演技

開式通告

役員・選手団入場

開会宣言

国旗掲揚（国歌独唱：國光ともこ）

１３：５１～ 大会旗・日本体育協会旗掲揚

１４：４３ 岐阜県旗掲揚

天皇杯・皇后杯返還

大会会長あいさつ

文部科学大臣あいさつ

炬火入場・点火

選手代表宣誓

式典

閉式通告

１４：４４ 役員・選手団退場

１５：０９～

１５：３９
エンディングプログラム

１５：４０ 終了

（１）オープニングプログラム

○伝統・郷土芸能・県民パフォーマンス

県内各地の伝統芸能団体約２，０００名が郷土色豊かな舞踊で岐阜県の魅力を発信し

ます。また、約４，６００名の県民の皆さんが、日頃行っている舞踊やスポーツの活動

成果を披露します。

○映像による演出

四季折々の岐阜県の魅力やぎふ清流国体までのあゆみを映像で紹介します。両大会応

援スーパーリーダーや、ぎふ清流国体を支える県民からの選手団に向けた応援・日本再

生メッセージを披露します。



（２）式典前演技 『清流の国ぎふ』～未来へ贈る宝もの～

「清流こよみぶね」が表す時の流れの中、伊藤英明さんの案内で、季節の移ろいを重ね

ながら、“清流”に育まれてきた様々な岐阜の「宝もの」を通して、私たちの故郷『清流の

国ぎふ』の姿を約２，１００名の出演者で表現します。

内容 出演者

序章 「歓迎の響き」～ようこそ、清流の国へ～

時の流れを表す「清流こよみぶね」が周回す

る中、演技が始まります。和太鼓団体による演

奏演舞が、清流の国を訪れる全ての人々に対し

ての歓迎を表現します。

加藤拓三
たくみ

（和太鼓奏者）

高校生 約 2２０名

特別支援学校 約４０名

大学生 約 40 名

第一章 「木の国の光」～春の訪れ～

雪深い里に訪れる春、森に訪れるいのちの息

吹、清流が育む冬から春までの様子を表現しま

す。

児童舞踊団体 約２０0 名

みのかもアルプホルンクラブ

約 2０名

バレエ団体 約 1９０名

中学生 約４０名

宗次郎（オカリナ奏者）

第二章 「水の国の光」～夏から秋～

水面キラメク清流、その中をたくましく上る

鮎、清流が育む夏から秋への様子を表現します。

新体操団体 約 37０名

小学生 約 34０名

大学生 約５０名

第三章 「清流の国の輝き」～はばたけ、未来へ～

山から海へとつなぐ清流。その清流の国に生

きる人々の輝きを躍動感溢れる演技で表現しま

す。

マーチングバンド 約 29０名

バトントワリング 約 10０名

最終章 「清流の国ぎふ」～未来への贈る宝もの～

少年少女合唱団の合唱に合わせて、出演者全

員で『清流の国ぎふ』の姿を表現します。

「エピローグ」～心をひとつに～

由紀さおりさんの歌声が、会場全員の心をひ

とつにつなぎます。

多治見少年少女合唱団 約 50 名

各市町村のギフとフラッグ製作関

係者 約 1７０名

由紀さおり（歌手）

宗次郎（オカリナ奏者）

伊藤英明（案内人）

他全出演者

（３）式典

岐阜県ゆかりの曲やオリジナルマーチにあわせて選手団が入場し、県下４２市町村をリ

レーで巡った炬火「清流ぎふ 絆の炎（ひ）」を大会のシンボルとして炬火台に点火します。

最後に、選手代表宣誓を岐阜県代表選手が行います。

（４）エンディングプログラム

○井上あずみさんミニコンサート

両大会ソング「はばたけ、未来へ」歌唱者で、両大会応援スーパーリーダーの井上あ

ずみさんによるミニコンサートを行います。

○県産品抽選会

岐阜県産品が当たる抽選会を開催。両大会応援スーパーリーダーの佐藤弘道さん、高

橋尚子さん、中島志保さんが出演します。



（５）ぎふ清流国体 総合開会式 出演者一覧

オープニングプログラム

ゲスト

井上 あずみ（歌手・応援スーパーリーダー）

佐藤 弘道（タレント・応援スーパーリーダー）

高橋 尚子（シドニー五輪マラソン金メダリスト・

応援スーパーリーダー）

中島 志保（トリノ、バンクーバー五輪スノーボード

日本代表・応援スーパーリーダー）

伝統・郷土芸能

■花みこし 美濃地区自治会

■杵振踊 杵振花馬保存会

切井杵振踊保存会

■谷汲踊 谷汲踊保存会

■風流おどり 中津川風流おどり連合会

■鵜飼音頭 (社)日本フォークダンス連盟岐阜県支部

■郡上おどり 郡上おどり保存会

公募で集まった郡上市民のみなさん

■龍神舞 下呂市龍神火祭り実行委員会

夜叉ヶ池伝説道中祭り実行委員会

伊自良夏祭り実行委員会

司会者

加藤 義久 （ぎふチャン）

尾藤 すみれ （ぎふチャン）

県民パフォーマンス

■武術太極拳 岐阜県武術太極拳連盟

■エアロビック 岐阜県エアロビック連盟

■バサラ鳴子踊り バサラ瑞浪他県内鳴子踊り団体

■少林寺拳法 岐阜県少林寺拳法連盟

■3B体操 （公社）日本3B体操協会岐阜県支部

■空手道 岐阜県空手道連盟

■ミナモダンス ミナモダンスコンテスト入賞団体

ミナモキッズ

（一社）岐阜県私立幼稚園連合会

１９団体・約６，６００名

式典前演技

案内人 和太鼓独奏 オカリナ演奏 「故郷」歌唱

伊藤 英明（俳優） 加藤 拓三（和太鼓奏者） 宗次郎（オカリナ奏者） 由紀 さおり（歌手）

和太鼓

県立岐阜総合学園高等学校太鼓部

県立大垣西高等学校和太鼓部

県立大垣工業高等学校太鼓部

県立飛騨高山高等学校太鼓部

岐阜聖徳学園高等学校和太鼓部

麗澤瑞浪高等学校太鼓部

県立岐阜聾学校

岐阜市立岐阜特別支援学校

県立揖斐特別支援学校

県立大垣特別支援学校

県立中濃特別支援学校

児童舞踊

オールミニーバトンチーム

アルプホルン演奏

みのかもアルプホルンクラブ

バレエ

松岡伶子バレエ団

小幡令子バレエ団

安田美香子バレエ団

オカリナ演奏

本巣市立根尾中学校

新体操

ＡＬＦＡ新体操クラブ

ＮＰＯ総合体操クラブ

アルフレッサ日建産業㈱男子新体操部

ポニー新体操クラブ

大野新体操クラブ

組体操

岐阜聖徳学園大学附属小学校

マーチングバンド

県立岐阜商業高等学校吹奏楽部

関市立関商工高等学校吹奏楽部

県立中津川工業高等学校吹奏楽部

富田学園吹奏楽部

美濃加茂高等学校マーチングバンド部

バトントワリング

関市立関商工高等学校

バトントワリング部

県立中津商業高等学校

バトントワーリング部

富田高等学校

バトントワリング部

済美高等学校

バトントワリング部

美濃加茂高等学校

バトントワリング部

合唱

多治見少年少女合唱団

清流こよみぶねダンサー

岐阜大学

清流こよみぶね操縦

岐阜聖徳学園大学

ギフとフラッグ保持

各市町村の製作関係者

３６団体・約２，１００名



式典

国歌独唱

國光 ともこ（ソプラノ歌手）

式典アナウンサー

黒沢 保裕（NHK名古屋放送局）

小椋 麻莉子（県立多治見北高等学校）

古田 千絵（岐阜東高等学校）

杉山 明里（岐阜東高等学校）

水野 朱莉（各務原市立各務原養護学校）

小林 杏奈（県立岐阜盲学校）

式典アシスタント

橋詰 純子

（ぎふ長良川メイツ）

飯沼 祐月

（水の都おおがき親善大使）

林 利恵（せき親善大使）

島田 麻代

（下呂温泉キャンペーンレディ）

プラカーダー

県立岐阜城北高等学校

式典補助員

日本ボーイスカウト

岐阜県連盟

式典音楽隊

指揮者

安藤 繁秋（岐阜県吹奏楽連盟 理事長）

服部 篤典（大垣女子短期大学 副学長）

川地 利久

（県立大垣商業高等学校 吹奏楽部顧問）

西 孝志（岐阜県警察音楽隊 楽長）

吹奏楽隊

県立大垣商業高等学校吹奏楽部

県立土岐商業高等学校吹奏楽部

高山西高等学校ウインドアンサンブル部

大垣女子短期大学ウインドアンサンブル

岐阜県警察音楽隊

合唱隊

県立長良高等学校コーラス部

県立岐阜総合学園高等学校

合唱部

県立各務原西高等学校合唱部

県立岐阜盲学校

岐阜市立岐阜特別支援学校

各務原市立各務原養護学校

県立大垣特別支援学校

岐阜薬科大学コーラスクラブ

泉が丘混声合唱団

うた・ふぐるま

各務原市民合唱団

合唱団・ムンテル・コール

岐阜混声合唱団

混声「郡上」

コール・アミ

コール・ペアーレ

２１団体・約５００名

エンディングプログラム

ミニコンサート

井上 あずみ

県産品抽選会

佐藤 弘道 高橋 尚子 中島 志保



２ ぎふ清流国体 総合閉会式

開催日：１０月９日（火）

会 場：岐阜メモリアルセンター 長良川競技場

時間 次第

１３：００～

１３：４５
オープニングプログラム

開式通告

役員・選手団入場

成績発表

表彰状授与

天皇杯・皇后杯授与

大会会長あいさつ

１４：００～ 岐阜県旗降納

１４：４９ 大会旗・日本体育協会旗降納

国旗降納

炬火分火・納火

国体旗引継

東京都旗掲揚

閉会宣言

式典

閉式通告

１４：５０ 役員・選手団退場

１５：０４ 終了

（１）オープニングプログラム

○伝統・郷土芸能・県民パフォーマンス

約３，３００名の県民の皆さんが、日頃行っているミナモダンス、郷土民謡、レクリ

エーションの活動成果を披露します。

○映像による演出

岐阜県出身でアトランタパラリンピック金メダリスト車椅子ランナーの田中照代さん

が出演。ぎふ清流大会の競技を映像により紹介します。

（２）式典

総合成績発表、表彰状授与、天皇杯・皇后杯授与が行われ、炬火を分火・納火し、ぎふ

清流大会へのプロローグを演出します。



（３）ぎふ清流国体 総合閉会式 出演者一覧

オープニングプログラム

ぎふ清流大会競技の紹介

田中 照代（アトランタパラリンピック

金メダリスト・応援スーパーリーダー）

県民パフォーマンス

■みんなの運動あそび

岐阜県レクリエーション協会

羽島市グラウンド・ゴルフ協会

学校法人 高砂学園

司会者

加藤 義久（ぎふチャン）

尾藤 すみれ（ぎふチャン）

■信長音頭

（社）日本フォークダンス連盟岐阜県支部

■ミナモダンス

（一社）岐阜県私立幼稚園連合会

岐阜県公立幼稚園長会

６団体・約３，３００名

式典

式典アナウンサー

山下 俊文（NHK放送研修センター日本語センター）

各務 玲於菜（県立関高等学校）

河合 美季（県立大垣南高等学校）

玉田 佳（県立大垣北高等学校）

式典アシスタント

橋詰 純子（ぎふ長良川メイツ）

飯沼 祐月（水の都おおがき親善大使）

林 利恵（せき親善大使）

島田 麻代（下呂温泉キャンペーンレディ）

プラカーダー

県立岐阜城北高等学校

式典補助員

日本ボーイスカウト岐阜県連盟

式典音楽隊

指揮者

安藤 繁秋（岐阜県吹奏楽連盟 理事長）

服部 篤典（大垣女子短期大学 副学長）

川地 利久

（県立大垣商業高等学校 吹奏楽部顧問）

西 孝志（岐阜県警察音楽隊 楽長）

吹奏楽隊

県立大垣商業高等学校吹奏楽部

県立土岐商業高等学校吹奏楽部

高山西高等学校ウインドアンサンブル部

大垣女子短期大学ウインドアンサンブル

岐阜県警察音楽隊

合唱隊

県立長良高等学校コーラス部

県立岐阜総合学園高等学校

合唱部

県立各務原西高等学校合唱部

県立岐阜盲学校

岐阜市立岐阜特別支援学校

各務原市立各務原養護学校

県立大垣特別支援学校

岐阜大学コーラスクラブ

泉が丘混声合唱団

うた・ふぐるま

各務原市民合唱団

合唱団・ムンテル・コール

岐阜混声合唱団

混声「郡上」

コール・アミ

コール・ペアーレ

２１団体・約５００名



３ ぎふ清流大会 開会式

開催日：１０月１３日（土）

会 場：岐阜メモリアルセンター 長良川競技場

時間 次第

７：３０ 開門

０８：４０～

０９：５０
オープニングプログラム

（９：２０） （入場締切）

開式通告

役員・選手団入場

開会宣言・大会会長あいさつ

国旗掲揚（国歌独唱：石原詢子）

大会旗・岐阜県旗掲揚

１０：００～ 厚生労働大臣あいさつ

１１：２２ 皇族のおことば

炬火入場・点火

選手代表宣誓

歓迎演技

式典

閉式通告

１１：２３ 役員・選手団退場

１１：４１～

１２：０１
エンディングプログラム

１２：０２ 終了

（１）オープニングプログラム

○伝統・郷土芸能・県民パフォーマンス

約１，７００名の県民の皆さんによる多彩なパフォーマンスで式典までの時間をお楽

しみいただきます。

○映像による演出

四季折々の岐阜県の魅力の紹介や、9 市町で開催されるぎふ清流大会競技を紹介しま

す。両大会応援スーパーリーダーや、ぎふ清流大会を支える県民からの選手団に向けた

応援・日本再生メッセージを披露します。

○Let’s ミナモ体操！

会場全員で佐藤弘道さんやチームミナモと一緒に「ミナモ体操」にチャレンジしよう！

（２）式典

岐阜県ゆかりの曲やオリジナルマーチにあわせて選手団が入場し、ぎふ清流国体から分

火された炬火を大会のシンボルとして炬火台に点火します。岐阜県代表選手による選手代

表宣誓を行い、大会での健闘を誓います。



（３）歓迎演技 ようこそ『清流の国ぎふ』へ～はばたけ、未来へ～

豊かな自然に囲まれた『清流の国ぎふ』の魅力を、多くの障がい者を含む約１，７００

名の出演者がおもてなしの心とともに表現し、全国から集う選手の皆さんを歓迎します。

内容 出演者

第一章 「ようこそ、清流の国へ」

和太鼓と竹楽器による勇壮な演奏により、全

国から『清流の国ぎふ』に集う選手の皆さんを

歓迎します。

加藤拓三（和太鼓奏者）

障がい者和太鼓団体 約２８０名

高校生 約１８０名

特別支援学校 約 4０名

第二章 「清流が育む、輝く笑顔」

清流に育まれる“いきもの”たちの様子を、

キラメク水面に照らされ輝く笑顔で表現しま

す。

新体操団体 約 37０名

小学生 約 34０名

大学生 約４０名

第三章 「はばたけ、未来へ」

ぎふ清流大会ソング「はばたけ、未来へ」に

合わせて踊るミナモダンスを出演者全員で繰り

広げ、いよいよ始まる「ぎふ清流大会」への気

持ちを高めます。

佐藤弘道（タレント）

特別支援学校 約４２０名

他全出演者

（４）エンディングプログラム

○井上あずみさんミニコンサート

両大会ソング「はばたけ、未来へ」歌唱者で、両大会応援スーパーリーダーの井上あ

ずみさんによるミニコンサートを行います。

○県産品抽選会

岐阜県産品が当たる抽選会を開催。萩本欽一さんや両大会応援スーパーリーダーの佐

藤弘道さんが出演します。

（５）ぎふ清流大会 開会式 出演者一覧

オープニングプログラム

司会者

萩本 欽一（タレント） 加藤 義久（ぎふチャン）

県民パフォーマンス

■よさこいソーラン

県立長良特別支援学校 清流舞隊

西濃よさこい振興会

■アダプテッド エアロビック

ダンスカンパニー FLAT BACK

■空手道

岐阜県空手道連盟

平松 亜希子（岐阜エフエム放送）

■鼓笛とバトントワリング

美谷鼓笛隊

オールミニーバトンチーム

■郡上おどり

県立郡上特別支援学校

郡上おどり保存会

公募で集まった郡上市民の皆さん

（社）日本フォークダンス連盟岐阜県支部

９団体・約１，７００名



式典

国歌独唱

石原 詢子（演歌歌手）

式典アナウンサー

内藤 啓史（NHK名古屋放送局）

西尾 映紀（県立恵那高等学校）

河田 知佳（県立羽島北高等学校）

水野 朱莉（各務原市立各務原養護学校）

小林 杏奈（県立岐阜盲学校）

式典アシスタント

横井 あすか（ぎふ長良川メイツ）

髙橋 玲郁（ミスかかみがはら）

浮須 望（池田町観光大使）

宇次原 望（飛騨高山キャンペーンレディ）

プラカーダー

県立岐阜城北高等学校

式典補助員

日本ボーイスカウト岐阜県連盟

式典音楽隊

指揮者

安藤 繁秋（岐阜県吹奏楽連盟 理事長）

服部 篤典（大垣女子短期大学 副学長）

川地 利久

（県立大垣商業高等学校 吹奏楽部顧問）

西 孝志（岐阜県警察音楽隊 楽長）

吹奏楽隊

県立大垣商業高等学校吹奏楽部

県立土岐商業高等学校吹奏楽部

高山西高等学校ウインドアンサンブル部

大垣女子短期大学ウインドアンサンブル

岐阜県警察音楽隊

合唱隊

県立長良高等学校コーラス部

県立岐阜総合学園高等学校

合唱部

県立各務原西高等学校合唱部

県立岐阜盲学校

岐阜市立岐阜特別支援学校

各務原市立各務原養護学校

県立大垣特別支援学校

岐阜大学コーラスクラブ

泉が丘混声合唱団

うた・ふぐるま

各務原市民合唱団

合唱団・ムンテル・コール

岐阜混声合唱団

混声「郡上」

コール・アミ

コール・ペアーレ

２１団体・約５００名

歓迎演技

和太鼓独奏

加藤 拓三（和太鼓奏者）

和太鼓

恵那のまつり太鼓（恵那たんぽぽ作業所）

県立岐阜聾学校

岐阜市立岐阜特別支援学校

県立揖斐特別支援学校

県立大垣特別支援学校

県立中濃特別支援学校

県立岐阜総合学園高等学校太鼓部

県立大垣西高等学校和太鼓部

県立大垣工業高等学校太鼓部

岐阜聖徳学園高等学校和太鼓部

麗澤瑞浪高等学校太鼓部

ミナモダンス

佐藤 弘道（タレント）

新体操

ＡＬＦＡ新体操クラブ

ＮＰＯ総合体操クラブ

アルフレッサ日建産業㈱男子新体操部

ポニー新体操クラブ

大野新体操クラブ

体操演技

岐阜聖徳学園大学

岐阜聖徳学園大学付属小学校

ミナモダンス

後藤 勇斗（県立岐阜盲学校）

県立岐阜本巣特別支援学校

県立可茂特別支援学校

県立飛騨特別支援学校下呂分校

他全出演者

22団体・約１，7００名

エンディングプログラム

ミニコンサート

井上 あずみ

県産品抽選会

萩本 欽一 佐藤 弘道



４ ぎふ清流大会 閉会式

開催日：１０月１５日（月）

会 場：岐阜メモリアルセンター 長良川競技場

時間 次第

１４：００ 入場開始

１５：００～

１５：３０
オープニングプログラム

開式通告

大会会長あいさつ

皇族のおことば

１５：４０～ 大会旗・岐阜県旗降納

１６：００ 国旗降納

炬火納火

大会旗引継

式典

閉会宣言

１６：０５～

１６：３５
ファイナルステージ

１６：３７ 役員・選手団退場

１６：５５ 終了

（１）オープニングプログラム

ぎふ清流大会各競技の感動シーンをダイジェスト映像で振り返ります。

（２）式典

大会旗が岐阜県から次期開催地の東京都へ引き継がれ、マスコットの交換が行われます。

ぎふ清流大会の期間中、選手を見守り続けてきた炬火を納火し、大会が幕を閉じます。

（３）ファイナルステージ

岐阜県出身で飛騨・美濃観光大使のレゲエデュオＭＥＧＡＲＹＵ（メガリュウ）がコン

サートで選手の健闘を称えます。



（４）ぎふ清流大会 閉会式 出演者一覧

オープニングプログラム

司会者

久世 良輔（岐阜エフエム放送） 平松 亜希子（岐阜エフエム放送）

式典

式典アナウンサー

入江 憲一（NHK放送研修センター日本語センター）

西尾 映紀（県立恵那高等学校）

河田 知佳（県立羽島北高等学校）

式典アシスタント

横井 あすか（ぎふ長良川メイツ）

髙橋 玲郁（ミスかかみがはら）

浮須 望（池田町観光大使）

宇次原 望（飛騨高山キャンペーンレディ）

プラカーダー

県立岐阜城北高等学校

式典補助員

日本ボーイスカウト岐阜県連盟

式典音楽隊

指揮者

安藤 繁秋（岐阜県吹奏楽連盟 理事長）

服部 篤典（大垣女子短期大学 副学長）

川地 利久

（県立大垣商業高等学校 吹奏楽部顧問）

西 孝志（岐阜県警察音楽隊 楽長）

吹奏楽隊

県立大垣商業高等学校吹奏楽部

県立土岐商業高等学校吹奏楽部

高山西高等学校ウインドアンサンブル部

大垣女子短期大学ウインドアンサンブル

岐阜県警察音楽隊

合唱隊

県立長良高等学校コーラス部

県立岐阜総合学園高等学校

合唱部

県立各務原西高等学校合唱部

県立岐阜盲学校

岐阜市立岐阜特別支援学校

各務原市立各務原養護学校

県立大垣特別支援学校

岐阜大学コーラスクラブ

泉が丘混声合唱団

うた・ふぐるま

各務原市民合唱団

合唱団・ムンテル・コール

岐阜混声合唱団

混声「郡上」

コール・アミ

コール・ペアーレ

２１団体・約５００名

ファイナルステージ

コンサート

ＭＥＧＡＲＹＵ（メガリュウ）


