
式典実施計画
概要編



ＳＡＧＡ２０２４ 大会概要
03　　大会概要

ＳＡＧＡ２０２４ 式典の概要
05　　式典の位置付け及びコンセプト

06　　式典の新しい取組

ＳＡＧＡ２０２４ 式典の新しい取組の概要
09　　自由で楽しさあふれる選手団入場

14　　式典のアリーナ開催（国民スポーツ大会総合閉会式）

16　　音楽で彩る式典

17　　“スポーツの希望の炎”を表す炬火

19　　みんなでつくる式典

ＳＡＧＡ２０２４ 式典の実施項目
21　　国民スポーツ大会総合開会式　実施項目

22　　国民スポーツ大会総合閉会式　実施項目

23　　全国障害者スポーツ大会開会式　実施項目

24　　全国障害者スポーツ大会閉会式　実施項目

25式典会場

目　　次

01



大会概要

02



令和６年（2024年）10月５日（土）～10月15日（火）

正式競技　37競技
特別競技　１競技
公開競技　７競技
デモンストレーションスポーツ　28競技 

実施競技

ＳＡＧＡ２０２４　第78回 国民スポーツ大会

開催期間

総合開会式　10月５日（土）
総合閉会式　10月15日（火）

式典期日

令和６年（2024年）10月26日（土）～10月28日（月）

ＳＡＧＡ２０２４　第23回 全国障害者スポーツ大会

開催期間

開会式　10月26日（土）　
閉会式　10月28日（月）

式典期日

正式競技　     14競技
オープン競技　８競技

実施競技

大会概要
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式典の概要
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式典の位置付け及びコンセプト

2024年、国民体育大会は、国民スポーツ大会へと変わります。
私たちは、これを契機と捉え、スポーツだからできることにこだわり、
前例のない新しい大会、そしてスポーツ文化の新時代をつくることに挑戦したいと考えています。
大会のはじめとむすびに行う式典は、選手や観客が一堂に会し、その時間と空間を共有する唯一の場であり、
ＳＡＧＡ２０２４のメッセージを高らかに宣言する、言わば大会の象徴となるものです。
私たちは、ＳＡＧＡ２０２４の式典において、スポーツのチカラで感動を生み出し日本中をより一層輝かせていく、
新しい大会の“はじまり”であり、スポーツ文化の新時代の華 し々い“幕開け”を、すべての人に届けていきます。

新しい大会の“はじまり”。それはスポーツ文化の新時代の“幕開け”。

ＳＡＧＡ２０２４にふさわしい式典をつくるために、スポーツだからできること、
前例のない新しいことにつながる次の３つのコンセプトを掲げました。

　“体育”から“スポーツ”に変
わる今だからこそ、スポーツ
のおもしろさを表現し、その
価値を示します。
　「ＰＬＡＹ」をコンセプトとし
て掲げ、スポーツの躍動感、
楽しさなどを表現し、新しい
大会の象徴となる式典をつく
ります。

PLAY
スポーツのおもしろさを

　スポーツの様々な姿や想
いを、すべての人に、より多く
の感覚を刺激して伝え、これ
までにない感動を生み出して
いきます。
　「ＦＥＥＬ」をコンセプトとし
て掲げ、スポーツに関わる姿
や想いで、すべての人の心を
動かす式典をつくります。

FEEL
心動かされる瞬間を

　みんなの大会にするため
に、スポーツのように、みんな
を巻き込みながら式典をつ
くっていきます。
　「ＪＯＩＮ」をコンセプトとし
て掲げ、式典をつくるプロセ
スから式典のその時まで、よ
り多くの人の自由で自発的な
関わりによって、すべての人
に届く大会にしていきます。

JOIN
みんなでつくろう

式典の
位置付け

式典の
コンセプト

※式典の位置付け及びコンセプトは、ＳＡＧＡ２０２４式典基本計画（令和３年３月策定）にて規定済み
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式典の新しい取組

　新しいスポーツ大会、そして、その式典の幕開けである選手団入場

は、そこに参加する選手たちの誇りと喜びであふれる最高のシーンにし

たいと考えています。

　ＳＡＧＡ２０２４では、選手団入場と式典演技を同時に実施し、パ

フォーマーがつくりだす歓迎とエールの中で選手たちを迎え、自由で楽

しさあふれるパレードのような新しい選手団入場のカタチをつくります。

自由で楽しさあふれる
選手団入場01

　「さが躍動」の象徴であるＳＡＧＡサンライズパークに新たに誕生する

「ＳＡＧＡアリーナ」は、ＳＡＧＡ２０２４のスポーツのチカラが、すべての

人へ届いていくことを表現するのにふさわしい場所だと考えています。

　新しいスポーツ大会から、スポーツのチカラが日本全国へ広がり、全

国障害者スポーツ大会へもつながることを示す式典である「国民スポー

ツ大会総合閉会式」を、「ＳＡＧＡアリーナ」で開催します。

式典のアリーナ開催
（国民スポーツ大会総合閉会式）02

　ＳＡＧＡ２０２４にふさわしい式典を実現するために、式典の位置付けや３つのコンセプトを踏まえ、
式典の各項目をどのようなものとしたらよいかを考えた結果、次の５つの新しい取組にチャレンジ
していくこととしました。
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式典の新しい取組

　音楽には、スポーツシーンをはじめとして、あらゆる場面において雰囲
気をつくり、そこにいる人々の想いを一つにするチカラがあります。
　ＳＡＧＡ２０２４の式典では、儀式的な厳粛さはもちろん、新しいス
ポーツ大会らしい楽しさ、関わる人の想い、一体感などの雰囲気をつく
りだすために、音楽で式典の各項目を引き立てるだけでなく、式典全体
を一つの作品、楽曲のように彩っていきます。

　国民体育大会から灯されてきた炬火は、“スポーツの希望の炎”とい
う意味合いをもっています。ＳＡＧＡ２０２４は、はじめてのスポーツ大
会であるからこそ、その本来の意味に立ち返りたいと考えています。
　ＳＡＧＡ２０２４の炬火では、皆の中にあるスポーツのチカラが、目に
見える炎となることを採火・点火において表現します。また、その輝き
が、大会中、そして大会後も、より多くの人に届き、すべての人のスポーツ
のチカラや想いの象徴として残り続けるよう、新しい炬火のカタチをつ
くりあげていきます。

“スポーツの希望の炎”
 を表す炬火04音楽で彩る式典03

　スポーツ大会に変わるＳＡＧＡ２０２４の式典は、スポーツらしく自由さ
や自発的な関わりを大切にしてつくりたいと考えています。そして、より多く
の人に関わっていただくことで、スポーツのチカラをより広く届けていきた
いと考えています。
　ＳＡＧＡ２０２４では、式典の出演者の自由で自発的な参加を募ること
や、式典をつくるプロセスにおいてより多くの人を巻き込むことをしながら、
たくさんの人の興味や関心を生み出し、様々な形で大会、式典への参加を
促していきます。
　また、式典当日においても、式典会場に来ることができない選手や観客な
どともつながることで、より多くの人に、スポーツの大会の楽しさや魅力が伝
わるようにしていきます。

みんなでつくる式典05
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式典の新しい
取組の概要
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■ 選手団入場シーンの考え方

■ 選手団入場とパフォーマンスの流れ

■ パフォーマンスの考え方

＜アトラクションパフォーマンス（フィールド等）＞
　選手団入場シーンのスタートとフィナーレに、スポーツらしさにあふれた
パフォーマンスや、芸術性、エンターテインメント性にあふれたパフォーマンス
を行い、会場全体を盛り上げる。

＜ウェルカムパフォーマンス（入場ルート）＞
　各都道府県等選手団が入場する間、その入場ルートの周りで、様々なパフォー
マーが、ダンス、歌、楽器、手拍子などのパフォーマンスを行い、選手たちを
歓迎し、会場全体を盛り上げる。

　これまで別の次第として行われてきた式典演技（パフォーマン
ス）と選手団入場を同時に実施することとし、フィールド全体のパ
フォーマンスで、全国から訪れる選手たちを迎え、スポーツ大会ら
しい自由さ、楽しさがあふれる華やかなシーンをつくります。
　選手たちは、入場ルートの周りで行われるパフォーマンスを楽し
みながら、都道府県（指定都市）ごとに一団となって、整列せず自由
に進んでいくスタイルで入場することとします。
　また、選手団退場も、選手団入場と同様の考え方に基づき、エン
ディングプログラムとの一体化などにより、選手たちへエールや感
謝を伝えることができるものとしていきます。

　パフォーマンスは、スポーツらしい躍動感やエンターテイン
メント性などによって魅せるパフォーマンス（アトラクション
パフォーマンス）と、自由さ、楽しさにあふれたダンス、歌、楽器、
手拍子などの様々な方法によって歓迎するパフォーマンス
（ウェルカムパフォーマンス）で構成し、選手たちや観客などの
様々な感覚を刺激して心を動かすことで、会場全体が歓迎と
エールで盛り上がるようなものとします。

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典自由で楽しさ
あふれる選手団入場

【選手団入場シーンイメージ】

ウェルカムパフォーマンス

都道府県等選手団入場

シーンスタート シーンフィナーレ

アトラクション
パフォーマンス

アトラクション
パフォーマンス

フィールド フィールド
入場ルート

入場ルート
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■ 選手団入場イメージ

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典

（選手団入場・ウェルカムパフォーマンスイメージ）

（アトラクションパフォーマンスイメージ）
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選手団 選手団

ステージ

【選手団入場シーンイメージ】
シーンスタート シーンフィナーレ

選手団入場シーン　スタート
アトラクションパフォーマンスの会場イメージ■ 選手団入場の概要

選手団
各都道府県等選手団は、
バックスタンド側入口にて、
入場のスタンバイ。

これからはじまる選手団入場に
向けて、フィールドでアトラクション
パフォーマンスを行い、会場を盛り上げる。

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典

ウェルカムパフォーマンス

都道府県等選手団入場

アトラクション
パフォーマンス

アトラクション
パフォーマンス

フィールド フィールド
入場ルート

入場ルート

アトラクションパフォーマー位置（想定） 都道府県等選手団選手団
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バックスタンド側から都道府県等ごとに
選手団が入場。入場ルートでの
ウェルカムパフォーマンスを楽しみながら、
メインスタンド側へ進んでいく。

選手団
待機エリア

選手団
待機エリア

選手団選手団

選手団選手団

選手団 選手団

選手団 選手団

選手団入場シーン　都道府県等選手団入場
ウェルカムパフォーマンスの会場イメージ■ 選手団入場の概要

メインスタンド正面で、
都道府県等の紹介を受ける。

選手団待機エリアへ移動。
待機中は、他の選手団にエールを
送ったり、交流をしたりして楽しむ。

選手団

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典

ステージ

選手団選手団

選手団 選手団

選手団

【選手団入場シーンイメージ】
シーンスタート シーンフィナーレ

ウェルカムパフォーマンス

都道府県等選手団入場

アトラクション
パフォーマンス

アトラクション
パフォーマンス

フィールド フィールド
入場ルート

入場ルート

都道府県等選手団
※整列はせず一団となって移動する

選手団ウェルカムパフォーマー位置（想定）
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選手団
待機エリア

選手団
待機エリア

選手団

選手団入場シーン　フィナーレ
アトラクションパフォーマンスの会場イメージ■ 選手団入場の概要

選手団

選手団

選手団

選手団

選手団
選手団

選手団 選手団

選手団

選手団
選手団

選手団

選手団 各都道府県等選手団は、入場を
完了し、待機エリアにて待機。

選手団入場シーンのフィナーレとして、
フィールドでアトラクション
パフォーマンスを行い、
会場全体を盛り上げる。

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典

ステージ

アトラクションパフォーマー位置（想定）
都道府県等選手団

ウェルカムパフォーマー位置（想定）
選手団

【選手団入場シーンイメージ】
シーンスタート シーンフィナーレ

ウェルカムパフォーマンス

都道府県等選手団入場

アトラクション
パフォーマンス

アトラクション
パフォーマンス

フィールド フィールド
入場ルート

入場ルート
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■ 国民スポーツ大会総合閉会式のアリーナ開催
　「さが躍動」の象徴であるＳＡＧＡサンライズパークに新たに誕生し、佐賀から世界にはばたくスポーツシーンの舞台となるＳＡＧＡアリーナにおいて、新し
いスポーツ大会であるＳＡＧＡ２０２４のスポーツのチカラがすべての人へと届くことを表現する「国民スポーツ大会総合閉会式」を開催します。
　ＳＡＧＡアリーナで総合閉会式を開催する場合においても、国民体育大会開催基準要項に規定された式典の項目をすべて実施することを前提とし、また
式典の参加人数は、これまでの開催県と同水準を維持することとします。なお、式典の項目の実施に当たっては、アリーナの特性に合わせて、実施方法を工
夫したり一部変更したりしていくこととします。

（注）国民スポーツ大会総合閉会式の会場は、日本スポーツ協会における審議を経て決定されます。

■ アリーナの特徴を活かした式典

　アリーナに設置される大型ビジョン、照明装置、音響装置等を用い
て、日中の屋外スタジアムとは異なるエンターテインメント性の高い
演出を行い、スポーツの「躍動感や楽しさ」、「様々な姿や想い」などを
効果的に伝えます。
　また、アリーナで式典を開催することで、選手たちも着席して式典に
参加できるようになることや、雨天の際の影響がなくなることなどによ
り、式典をより一層楽しんでいただくことが可能になると考えます。

エンターテインメント性の高い演出
　国民スポーツ大会総合閉会式は、競技日程の都合等により、参加す
ることができない選手も多くいます。アリーナに装備される予定の通
信・映像設備等の活用により、その場にいない選手、観客等もリモート
で参加できるようにすることで、より多くの人と大会の感動やスポーツ
のチカラを共有できるようにします。

より多くの選手たちの参加

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典
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■ 式典のアリーナ開催
    イメージ

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典

（旗手入場・フラッグパフォーマンスイメージ）

（成績発表・表彰状授与／天皇杯・皇后杯授与イメージ）
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選手団入場・パフォーマンス

開会宣言

国旗掲揚

大会旗・日本スポーツ協会旗等掲揚

佐賀県旗・佐賀市旗等掲揚

天皇杯・皇后杯返還

主催者挨拶

炬火点火

選手代表宣誓

選手団退場

国民スポーツ大会総合開会式

●音楽によって厳粛な雰囲気をつくりだし、
　儀式を共にすることで、会場全体の人々の　
　気持ちを一つにする。
●演奏形態、スタイルなどを検討し、
　クオリティの高い音楽にしていく。
　（国歌、若い力、県民の歌、得賞歌等）

式典音楽

●音楽によってその場面や演出にあった
　雰囲気をつくりだし、会場全体の人々の
　気持ちを盛り上げていく。
●音楽の様々なジャンルや効果的な使い方を
　検討し、演出の効果を高めていく。
　（ダンスミュージック、ＢＧＭなど）

演出音楽

■ 音楽の考え方
　音楽のチカラで雰囲気をつくり、心に響くものとするために、式典の項目ごとに音楽を演奏するだけではなく、式典全体の流れを音楽で彩り、一つの作
品、楽曲のように仕上げていきます。また、それぞれの場面に合わせて、音楽のジャンルや演奏形態を幅広く検討し、音楽のチカラを最大限に引き出せるよ
うにしていきます。
　加えて、ＳＡＧＡ２０２４の音楽が、大会後もレガシーとして残り、活用されていくような手立ても検討します。

音楽のチカラで、
儀式的な意味付けを
より浸透させ、
会場を一体化していく。

音楽のチカラで、
式典の演出を引き立て、
会場を盛り上げていく。

音楽のチカラで、
儀式的な意味付けを
より浸透させ、
会場を一体化していく。

音楽のチカラで、
式典の演出を引き立て、
会場を盛り上げていく。

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典
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■ 炬火の考え方
　新しいスポーツ大会に変わるＳＡＧＡ２０２４だからこそ、炬火の“スポーツの希望の炎”という本来の意味合いに立ち返ります。そして、皆の中にあるス
ポーツのチカラや想いが、炎となって目に見える形となることや、それがすべての人に届き、大会後も残り続けることを表現し、４つの式典における点火から
納火に至るシーンをつくります。

■ ４つの式典における炬火

県内各地で採火するのではなく、大会前又は大会当日に、皆の中
にあるスポーツのチカラや想いが炎になることを表現して採火
し、その炎を総合開会式において、炬火台へ点火します。

すべての人にスポーツのチカラを届けるという大会メッ
セージに基づき、総合開会式で点火した炬火を、県内
各市町へ届けることとします。

大会前又は
大会当日 全国障害者スポーツ大会国民スポーツ大会

採火採火

採火採火 配火配火

総合開会式 総合閉会式 開会式 閉会式

点火点火 点火点火配火配火

納火納火
納火納火

分火分火

各市町へ 日本全国へ日本全国へ各市町へ

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典
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■ 炬火用具について

　炬火台、トーチなどの炬火用具は、ＳＡＧＡ２０２４のスポーツのチカラを炎として灯す器であり、大会後もその象徴として残り続ける重要なアイテムです。
　これらの炬火用具は、新しい大会にふさわしく、また、これから世界にはばたく佐賀のスポーツシーンの象徴としてあり続けられるような、これまでにない印
象的なデザインとすることを目指します。

炬火用具のデザインについて

炬火用具のデザイン・制作者については、次のことを踏まえて選定し、依頼することとします。

　● 佐賀にゆかりがあり、新しい時代を切り拓く志などＳＡＧＡ２０２４の土台となる佐賀らしさを理解していること
　● これまでにない印象的な炬火用具をデザインできる力をもっていること
　● 炬火台、トーチなどの造形物及び火を使う機構の制作ができること

また、デザインと実物にずれがでないよう、デザインから制作までが一貫したものとなることにも留意します。

炬火用具のデザイン・制作者について

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 みんなでつくる式典“スポーツの希望の炎”

を表す炬火
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■より多くの人が参加できる式典（通信・映像技術の活用）
　通信技術の活用による遠隔地からのリモート参加や映像等による参加など、その場にいない選手、関係者が参加できるよ
うな仕組みを取り入れることで、より多くの人にスポーツのチカラを届けていきます。特に、競技日程の都合等により参加でき
ない選手たちもいる「国民スポーツ大会総合閉会式」については、アリーナでの開催に伴い可能となる様々な設備を活用して
いきます。

■ パフォーマーの自発的参加 ■ 式典をつくる　 プロセスへの参加
　式典に参加するパフォーマー（選手団入場時等のパフォーマー、音
楽の演奏者・歌唱者など）については、そのパフォーマンスに自らの想
いを込めて、選手たちへの歓迎やスポーツらしさを表現する主役と
なっていただけるよう、自由で自発的な参加も取り入れていきます。
　また、ＳＡＧＡ２０２４へのパフォーマーとしての参加が、演奏、歌
唱、ダンスなどに取り組むきっかけとなり、文化面での裾野の拡大に
つながることも目指していきます。

　式典で使用するアイテムの製作や、式典のアイデアの発案など、
式典をつくるプロセスに様々な方々を巻き込むことで、ＳＡＧＡ２０
２４やその式典への興味・関心を高めていきます。それによって、よ
り多くの人のＳＡＧＡ２０２４への参加を促し、スポーツのチカラを
届けていきます。

自由で楽しさ
あふれる選手団入場

式典の
アリーナ開催 音楽で彩る式典 “スポーツの希望の炎”

を表す炬火 みんなでつくる式典
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式典の
実施項目
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※実施項目、実施内容等は日本スポーツ協会及びその他主催者との協議により変更する場合があります。

【 項　目 】

オープニングプログラム ・パフォーマンス、映像、音楽等のプログラム 佐賀らしさ／スポーツの魅力／
これから始まる大会・式典への期待と会場全体の盛り上がり

選手団退場
エンディングプログラム

・パフォーマーや観客からのエール
・都道府県選手団の退場

パフォーマーや観客など会場全体から選手へのエール／
選手たちの競技への気持ちを高める

選手代表宣誓 ・選手代表による宣誓 スポーツのチカラが込められた炬火とのつながり／
選手たちの想いを宣誓

炬火点火 ・炬火台への点火 スポーツのチカラや想いが込められた炎／
これまでにない印象的なデザインの炬火台やトーチ／市町への配火

主催者挨拶
・大会会長の挨拶
・文部科学大臣の挨拶 音楽で挨拶を引き立てる

天皇杯･皇后杯返還
・前回大会優勝都道府県の代表による
 天皇杯、皇后杯の返還

・各旗の掲揚（所定の音楽演奏・歌唱） 厳粛で凛とした雰囲気への転換／
共通の儀式的行為とそれを引き立たせる音楽／
会場全体の想いを一つにする

開会宣言 ・佐賀県知事による開会宣言 選手団入場の雰囲気とのつながり／新しい大会の開会を高らかに宣言

選手団入場･パフォーマンス
・歓迎パフォーマンス
・都道府県選手団ごとに一団となって、
 整列せずに自由に進む入場パレード

スポーツ大会らしい華やかさ、自由さ、楽しさ／選手たちへの歓迎・エール／
会場全体を盛り上げるパフォーマンス／パフォーマーの自発的な参加

【 実施内容 】 【 場面のキーワード 】

国旗
掲揚

大会旗等
掲揚

県旗等
掲揚

国民スポーツ大会 　   　　　　　 実施項目総合開会式

この大会に関わるすべての人が一堂に会する場として、スポーツのすばらしさや選手たちの喜びであふれるこれまでにない新しい式典とする。
新しい大会のはじまりを宣言し、選手たちそれぞれの活躍、そして、大会の成功を誓いあう。

＜ 式典の基本的考え方 ＞
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【 項　目 】 【 実施内容 】 【 場面のキーワード 】

旗手入場

選手団退場
エンディングプログラム

閉会宣言

国スポ旗引継／滋賀県旗儀礼

炬火分火・納火

県旗等
儀礼

大会旗等
儀礼

国旗
儀礼

主催者挨拶

天皇杯･皇后杯授与

成績発表･表彰状授与

オープニングプログラム
選手団入場

・パフォーマンス、映像、音楽等のプログラム
・選手団はそれぞれ入場し観客席に着席

アリーナならではのエンターテインメント性の高いプログラム／
選手同士の交流／大会の感動や活躍の振り返り

大会をつくりあげた全47都道府県への称賛／
華やかなフラッグパフォーマンス

大会で上位となった都道府県への会場全体での敬意と称賛／
勝者の誇りと喜びがあふれるセレモニー／
アリーナならではの演出効果（ハイライト映像など）

音楽で挨拶を引き立てる

厳粛で凛とした雰囲気への転換／共通の儀式的行為とそれを
引き立たせる音楽／会場全体の想いを一つにする

炎の輝きが全国へ広がり、スポーツ文化の新時代へとつながっていく／
全障スポへ炎をつなぐ（分火）

国スポ旗のハンドオーバー／
新しい大会やスポーツのチカラを次の開催県へ引き継ぐ

大会のむすび／
新しい大会からはじまるスポーツ文化の新時代の幕開けを宣言

大会の高揚感とスポーツ文化のはじまりを会場全体で共有／
都道府県選手団への感謝

・都道府県の旗手がフロアに入場
・全都道府県を称えるパフォーマンス

・大会委員長による成績発表
・大会会長による表彰状授与

・天皇杯・皇后杯授与

・大会会長の挨拶
・スポーツ庁長官の挨拶

・各旗儀礼（所定の音楽演奏・歌唱）

・炬火の納火
・全障スポへの分火

・佐賀県知事から滋賀県知事へ国スポ旗を引き継ぐ　
・滋賀県旗儀礼

・佐賀県知事による閉会宣言

・都道府県選手団の退場
・会場全体での見送り

国民スポーツ大会 　   　　　　　 実施項目総合閉会式

新しい大会にふさわしいフィナーレ。この大会のスポーツのチカラが日本全国へ広がり、全障スポへもつながっていくことを示す。
アリーナならではの光・音・映像などの演出とともに、この大会での活躍や感動を皆で振り返り、お互いを称え合い、スポーツのすばらしさを共有する。

＜ 式典の基本的考え方 ＞

※実施項目、実施内容等は日本スポーツ協会及びその他主催者との協議により変更する場合があります。
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※実施項目、実施内容等は日本パラスポーツ協会及びその他主催者との協議により変更する場合があります。

【 項　目 】 【 実施内容 】 【 場面のキーワード 】

・パフォーマンス、映像、音楽等のプログラム

・歓迎パフォーマンス
・都道府県・指定都市選手団ごとに一団となって、
 整列せずに自由に進む入場パレード

・大会会長（佐賀県知事）による開会宣言と挨拶

・各旗の掲揚（所定の音楽演奏・歌唱）

・文部科学大臣の挨拶

・炬火台への点火

・選手代表による宣誓

・パフォーマー、観客からのエール
・都道府県・指定都市選手団の退場

オープニングプログラム

選手団入場･パフォーマンス

開会宣言・大会会長挨拶

国旗掲揚 大会旗、
県旗等掲揚

主催者挨拶

炬火点火

選手代表宣誓

選手団退場
エンディングプログラム

佐賀らしさ／多様なスポーツの魅力／
これから始まる大会・式典への期待と会場全体の盛り上がり

スポーツ大会らしい華やかさ、自由さ、楽しさ／選手たちへの歓迎・エール／
多様な感覚を通して届き会場全体を盛り上げるパフォーマンス／
パフォーマーの自発的な参加

選手団入場の雰囲気とのつながり／
ＳＡＧＡ２０２４国スポからつながる開会を高らかに宣言

厳粛で凛とした雰囲気へ転換／共通の儀式的行為と
それを引き立たせる音楽／会場全体の想いを一つにする

音楽で挨拶を引き立てる

国スポから引き継いだスポーツのチカラの炎／
全障スポの想いを込めて炬火台へ点火

全障スポの想いが込められた炬火とのつながり／
選手たちの想いを宣誓

パフォーマーや観客など会場全体から選手へのエール／
選手たちの競技への気持ちを高める

全国障害者スポーツ大会   　　　　　 実施項目開会式

様々な歩みやスポーツとの関わり方を経てこの大会へ参加する選手たちの喜びやスポーツをする楽しさを示す。
選手たちの様々な姿にふれることによって、すべての人が、応援したい、一緒に楽しみたいと思えるようなものに。

＜ 式典の基本的考え方 ＞
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【 項　目 】 【 実施内容 】 【 場面のキーワード 】
・パフォーマンス、映像、音楽等のプログラム
・都道府県・指定都市選手団がフィールドに
 入場し着席

・各旗の降納（所定の音楽演奏・歌唱）

・滋賀県へ大会旗を引き継ぐ

・炬火の納火

・閉会を宣言

・コンサート等を実施

・都道府県・指定都市選手団の退場
・会場全体での見送り

・大会会長（佐賀県知事）の挨拶
・スポーツ庁長官の挨拶

オープニングプログラム
選手団入場

主催者挨拶

国旗降納大会旗、
県旗等降納

炬火納火

閉会宣言

ファイナルステージ

選手団退場

大会での活躍・がんばりを振り返る／リラックス、楽しさ、自由さ／
選手、支える人などの交流

音楽で挨拶を引き立てる

厳粛で凛とした雰囲気への転換／共通の儀式的行為と
それを引き立たせる音楽／会場全体の想いを一つにする

大会旗のハンドオーバー／
これからはじまるスポーツへの想いと期待を次の開催県へ引き継ぐ

ＳＡＧＡ２０２４のスポーツのチカラが込められた炬火を納火

大会のむすび／
ＳＡＧＡ２０２４から広がるスポーツ文化の新時代への期待

選手、支える人、観客など、大会をつくりあげたすべての人で
盛り上がる大団円

都道府県等選手団への感謝／これからの活躍への期待

大会旗引継

＜ 式典の基本的考え方 ＞

全国障害者スポーツ大会   　　　　　 実施項目閉会式

この大会に参加したすべての選手たちを皆で称え合い、支える人など、大会に関わるすべての人とともに迎えるフィナーレ、大団円。
ＳＡＧＡ２０２４から始まるスポーツ文化の新時代のすばらしさが実感でき、これからの様々なスポーツへの関わり、皆の活躍への期待が膨らむものに。

※実施項目、実施内容等は日本パラスポーツ協会及びその他主催者との協議により変更する場合があります。
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式典会場

ＳＡＧＡアリー ナ

国民スポーツ大会　　　　　  総合閉会式

ＳＡＧＡスタジ アム

国民スポーツ大会　　　　　  総合開会式
全国障害者スポーツ大会　　  開会式・閉会式

SAGA
サンライズパーク
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■ 新型コロナウイルス感染症への対応
現在、新型コロナウイルス感染症（新型コロナ）により、様々なスポーツ大会やイベントにおいて、中止や規模
縮小、開催方法の変更を余儀なくされています。ＳＡＧＡ２０２４の式典については、開催時の状況が見通せ
ないため、この式典実施計画（概要編）には、新型コロナの感染拡大防止という視点を盛り込んでいません
が、今後、新しい生活様式や大規模なスポーツ大会の動向、感染拡大の状況などを踏まえながら、必要に応
じた対応を取り入れていきます。

式典実施計画（概要編）　　令和4年3月策定

実行委員会




