
○第56回技能五輪全国大会　競技日程表　【うるま地区内賃貸工場】 ※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 10月24日（水) 10月25日（木) 10月26日（金) 10月27日（土) 10月28日（日) 10月29日（月) 10月30日（火) 10月31日（水) 11月1日（木) 11月2日（金) 11月3日（土) 11月4日（日) 11月5日（月) 作品展示

下見、開会式 競技 競技 閉会式

2 抜き型
うるま地区内
賃貸工場

10月24日(水）～28日（日）
持参工具搬入 09:00 ～16:00

工具展開　 　　　　　　  13:00 ～16:30 （機械加工部門）
操作練習（1班）　　　     14:30～16:10

（仕上げ加工部門）
準備・自由練習　　　   　 08:30～16:30

＊持参工具搬入終了

＜解散予定時刻　16:40＞

（機械加工部門）
操作練習（2班）　　　　   08:30～10:10
操作練習（3班）　　　 　  10:10～11:50
操作練習（4班）　　　 　  13:00～14:40
 
（仕上げ加工部門）
準備・自由練習　　　  　  08:30～16:00

集合（全班）　　　   　   16:00
説明等 　　　　　   　　  16:00～16:50

＜解散予定時刻　17:00＞

（機械加工部門）
集合(A班） 　　  　       08:30
抽選，準備 　　　　  　   08:30～10:20
競技                      10:20～13:10
提出                      13:10～13:40
　
集合(B班）                14:00
抽選，準備  　　  　      14:00～15:50
競技                      15:50～18:40
提出                      18:40～19:10
　

(仕上げ加工部門）
準備･自由練習             08:30～19:10

＜解散予定時刻　19:30＞

（機械加工部門）
集合(C班) 　　　　        08:30
抽選，準備 　　　　　     08:30～10:20
競技                      10:20～13:10
提出                      13:10～13:40
　
集合(D班)                 14:00
抽選，準備  　　  　      14:00～15:50
競技                      15:50～18:40
提出                      18:40～19:10
　

(仕上げ加工部門）
準備･自由練習             08:30～19:10

＜解散予定時刻　19:30＞

（機械加工部門）
予備時間 　　　　  　     08:30～13:40
　

（仕上げ加工部門）
準備･自由練習             08:30～17:00

＜解散予定時刻　17:10＞

(仕上げ加工部門）
準備･自由練習      　   　 08:15～10:00
集合(全班）　　　　      　10:00
説明等　　　　　　 　      10:00～10:15
工具点検　  　　　 　      10:15～10:55
解散　　　　　　　　       11:00

＜解散予定時刻　11:10＞

(仕上げ加工部門）
集合(全班）               08:10
準備　　　　　　　　      08:15～08:45
選手紹介        　        08:45～09:15
図面，素材配布 　         09:15～09:30
仕上げ競技　  　          09:30～12:00
昼食　                    12:10～12:55
仕上げ競技　              13:00～15:50
後片付                    15:50～16:50

＜解散予定時刻　17:20＞

持参工具搬出 作品展示
06:30～7:00

6 旋盤
うるま地区内
賃貸工場

搬入(Aグループ)
持参工具置場搬入   　        14:30～16:00
競技会場搬入・移動           16:00～16:30

下見(Aグループ)
競技会場搬入・移動                  ～08:30
集合・説明                     08:45～
工具展開                       09:30～10:30
機械習熟練習                   10:30～12:00
昼食                           12:00～12:45
集合・再開説明                 12:45～13:00
機械習熟練習                   13:00～16:00
集合・説明                     16:20～16:30
試し削り                       16:30～17:15
持参工具点検・加工寸法ﾁｪｯｸ
          　　　　             17:15～17:35
清掃                           17:35～18:05
集合・説明                     18:05～18:15

選手解散                       18:20

搬入(Bグループ)
持参工具置場搬入               12:15～12:45，
                   　          17:45～18:30
持参工具開梱・整理             12:15～18:30

競技(Aグループ)
集合・説明                     08:45～
競技開始準備                        ～09:15
競技開始説明                   09:15～09:30
競技                           09:30～12:00
中断・昼食                     12:00～13:00
集合・再開説明                 13:00～13:05
再開準備・清掃                 13:05～13:15
競技                           13:15～16:00
課題提出準備                   16:00～16:20
課題提出                       16:20～
清掃・移動                     16:40～18:15

選手解散                       18:20

搬入(Bグループ)
持参工具置場搬入   　          12:15～12:45
持参工具開梱・整理 　          12:15～18:30
競技会場搬入・移動             18:30～18:45

下見(Bグループ)
競技会場搬入・移動                   ～08:30
集合・説明                      08:45～
工具展開                        09:30～10:30
機械習熟練習                    10:30～12:00
昼食                            12:00～12:45
集合・再開説明                  12:45～13:00
機械習熟練習                    13:00～16:00
集合・説明                      16:20～16:30
試し削り                        16:30～17:15
持参工具点検・加工寸法ﾁｪｯｸ
          　　　　              17:15～17:35
清掃                            17:35～18:05
集合・説明                      18:05～18:15

選手解散                        18:20

搬入(Cグループ)
持参工具置場搬入              　12:15～12:45，
                              　17:45～18:30
持参工具開梱・整理            　12:15～18:30

搬出(Aグループ)
持参工具搬出       　           11:30～12:15

競技(Bグループ)
集合・説明                     08:45～
競技開始準備                        ～09:15
競技開始説明                   09:15～09:30
競技                           09:30～12:00
中断・昼食                     12:00～13:00
集合・再開説明                 13:00～13:05
再開準備・清掃                 13:05～13:15
競技                           13:15～16:00
課題提出準備                   16:00～16:20
課題提出                       16:20～
清掃・移動                     16:40～18:15
                                              選手
解散                       18:20

搬入(Cグループ)
持参工具置場搬入   　          12:15～12:45
持参工具開梱・整理 　          12:15～18:30
競技会場搬入・移動             18:30～18:45

下見(Cグループ)
競技会場搬入・移動                   ～08:30
集合・説明            　        08:45～
工具展開             　　　 　  09:30～10:30
機械習熟練習        　　　　　  10:30～12:00
昼食                            12:00～12:45
集合・再開説明                  12:45～13:00
機械習熟練習                    13:00～16:00
集合・説明                      16:20～16:30
試し削り                        16:30～17:15
持参工具点検・加工寸法ﾁｪｯｸ
          　　　　              17:15～17:35
清掃                            17:35～18:05
集合・説明                      18:05～18:15
 
選手解散                        18:20
 
搬入(Dグループ)
持参工具置場搬入   　           12:15～12:45,
                             　 17:45～18:30
持参工具開梱・整理 　         　12:15～18:30

搬出(Bグループ、Aグループ)
持参工具搬出       　        　 11:30～12:15

競技(Cグループ)
集合・説明                      08:45～
競技開始準備                         ～09:15
競技開始説明                    09:15～09:30
競技                            09:30～12:00
中断・昼食                      12:00～13:00
集合・再開説明                  13:00～13:05
再開準備・清掃                  13:05～13:15
競技                            13:15～16:00
課題提出準備                    16:00～16:20
課題提出                        16:20～
清掃・移動                      16:40～18:15

選手解散                        18:20

搬入(Dグループ)
持参工具置場搬入                12:15～12:45
持参工具開梱・整理              12:15～18:30
競技会場搬入・移動              18:30～18:45

下見①(Dグループ)
競技会場搬入・移動                   ～09:15
集合・説明                      09:30～10:15
工具展開                        10:15～11:15
機械習熟練習                    11:15～12:00
昼食                            12:00～12:45
集合・再開説明                  12:45～13:00
機械習熟練習                    13:00～16:30
清掃                            16:30～17:00
集合・説明                           ～17:00
                                             選手
解散                        17:10

搬出(Cグループ、Bグループ、Aグループ)
持参工具搬出       　           11:30～12:15

下見②(Dグループ)
集合・説明                      08:45～
再開準備                        08:55～09:20
集合・再開説明                  09:40～09:50
試し削り                        09:50～10:35
持参工具点検・加工寸法ﾁｪｯｸ
          　　　　              10:35～10:55
清掃                            10:55～11:25
集合・説明                      11:25～11:35
昼食                            11:35～12:20

選手解散                        12:20

搬出(Cグループ、Bグループ、Aグループ)
持参工具搬出                   11:30～12:15

競技(Dグループ)
集合・説明                      08:45～
競技開始準備                         ～09:15
競技開始説明                    09:15～09:30
競技                            09:30～12:00
中断・昼食                      12:00～13:00
集合・再開説明                  13:00～13:05
再開準備・清掃                  13:05～13:15
競技                            13:15～16:00
課題提出準備                    16:00～16:20
課題提出                        16:20～
清掃・移動                      16:40～18:15

選手解散                        18:20

搬出(全グループ)
持参工具搬出                     9:00～12:00

7 フライス盤
うるま地区内
賃貸工場

競技会場　準備
測定室　　準備

機械習熟　Aグループ
選手集合　　　　　        08:00
機械抽選　　　　　        08:20
工具展開　　              09:00～12:00
昼食　　　                12:00～13:00
機械習熟　                13:00～15:30
清掃　　　                15:30～17:00
選手解散　　　　          18:00

競技　Aグループ
選手集合　　            　08:00
精度確認　　　            08:20～
試し削り　　　            08:50～09:50
競技（午前）　            10:00～12:30
昼食　　　　            　12:30～13:30
競技（午後）　            13:30～16:15
清掃　　　　　            16:30～18:00
選手解散　　　　　　      18:30

機械習熟　Bグループ
選手集合　　　　　        08:00
機械抽選　　　　          08:20
工具展開　　              09:00～12:00
昼食　　　                12:00～13:00
機械習熟                  13:00～15:30
清掃　　                  15:30～17:00
選手解散　　　　          18:00

競技　Bグループ
選手集合　　  　          08:00
精度確認　　　            08:20～
試し削り　　　            08:50～09:50
競技（午前）　            10:00～12:30
昼食　　　　　            12:30～13:30
競技（午後）              13:30～16:15
清掃　　　　　            16:30～18:00
選手解散　　　　　　      18:30

機械習熟　Cグループ
選手集合　　　　　        08:00
機械抽選　　　　　        08:20
工具展開　　     　　　 　09:00～12:00
昼食　　　　　　　　　　  12:00～13:00
機械習熟　                13:00～15:30
清掃　　　                15:30～17:00
選手解散　　　　          18:00

競技　Cグループ
選手集合　　              08:00
精度確認　　　            08:20～
試し削り　　　            08:50～09:50
競技（午前）　            10:00～12:30
昼食　　　　　            12:30～13:30
競技（午後）　            13:30～16:15
清掃　　　　　            16:30～18:00
選手解散　　　　　　      18:30

機械習熟　Dグループ
選手集合　　　　　         08:00
機械抽選　　　　         　08:20
工具展開　　               09:00～12:00
昼食　　　                 12:00～13:00
機械習熟　                 13:00～15:30
清掃　　　                 15:30～17:00
選手解散　　　　           18:00

競技　Dグループ
選手集合　　             　08:00
精度確認　　             　08:20～
試し削り　　　             08:50～09:50
競技（午前）             　10:00～12:30
昼食　　　　             　12:30～13:30
競技（午後）　             13:30～16:15
清掃　　　　             　16:30～18:00
選手解散　　　　　      　 18:30

なし

8 構造物鉄工
うるま地区内
賃貸工場

下見(Ａグループ)

集合              　      08:30
説明　                    08:40～09:30
工具点検・機器準備        09:30～13:55
選手解散　　　　　　      14:00

競技(Ａグループ1日目)

集合　                    08:30
説明　                    08:45～09:00
競技　                    09:00～12:00
昼食　                    12:00～13:00
競技　                    13:00～16:00
選手解散　　　　　　      16:15

競技(Ａグループ2日目)

集合　                    08:30
説明　                    08:50～09:00
競技　                    09:00～13:00
選手解散　　　　　　      14:40

下見(Ｂグループ)

集合                    　08:30
説明　                    08:40～09:30
工具点検・機器準備        09:30～13:55
選手解散　　　　　　      14:00

競技(Ｂグループ1日目)

集合　                    08:30
説明　                    08:45～09:00
競技　                    09:00～12:00
昼食　                    12:00～13:00
競技　                    13:00～16:00
選手解散　　　　　　      16:15

競技(Ｂグループ2日目)

集合　                    08:30
説明　                    08:50～09:00
競技　                    09:00～13:00
選手解散　　　　　　      16:00
競技作品展示公開

11月1日（木）
競技終了後

9 電気溶接
うるま地区内
賃貸工場

競技運営関係者紹介及び抽選会  　13:00～13:20
(Ａグループ）
装置の設置・アーク発生   　　　 13:20～14:20
機器調整                  　　　14:25～14:40
材料数・寸法確認、材料加工　　　14:45～15:55

選手解散　　　　　　　　　　　　17:00

選手集合・溶接棒搬入                   10:15
工具点検                               10:20
脱脂作業                               10:35
保護具着用・準備                       10:50
選手紹介　　　　　　　　　　　　　　　 11:05
通電確認・アーク発生後，前半競技開始   11:10
（終了予定時刻 12:55頃）
溶接棒搬入, 通電確認・アーク発生後,    14:00
後半競技開始（終了予定時刻 17:00頃）
競技終了後15分間作品展示
選手解散                               18:15

競技運営関係者紹介及び抽選会     10:00～10:20
(Ｂグループ）
装置の設置・アーク発生           10:20～11:20
機器調整 　　　　　　　　　　　　11:25～11:40
材料数・寸法確認、材料加工　　　 11:45～12:55
選手解散　　　　　　　　　　　　 14:00

選手集合・溶接棒搬入                   10:15
工具点検                               10:20
脱脂作業                               10:35
保護具着用・準備                       10:50
選手紹介　　　　　　　　　　　　　　　 11:05
通電確認・アーク発生後，前半競技開始   11:10
（終了予定時刻 12:55頃）
溶接棒搬入, 通電確認・アーク発生後,    14:00
後半競技開始（終了予定時刻 17:00頃）
競技終了後15分間作品展示
選手解散                               18:15

　競技運営関係者紹介及び抽選会  10:00～10:20
(Ｃグループ）
装置の設置・アーク発生      　　10:20～11:20
機器調整　　　　　　　　　　　　11:25～11:40
材料数・寸法確認、材料加工　    11:45～12:55
選手解散                        14:00

選手集合・溶接棒搬入                   10:15
工具点検                               10:20
脱脂作業                               10:35
保護具着用・準備                       10:50
選手紹介　　　　　　　　　　　　　　　 11:05
通電確認・アーク発生後，前半競技開始   11:10
（終了予定時刻 12:55頃）
溶接棒搬入, 通電確認・アーク発生後,    14:00
後半競技開始（終了予定時刻 17:00頃）
競技終了後15分間作品展示
選手解散                               18:15

競技運営関係者紹介及び抽選会    10:00～10:20
(Ｄグループ）
装置の設置・アーク発生          10:20～11:20
機器調整                        11:25～11:40
材料数・寸法確認、材料加工　　　11:45～12:55
選手解散　　　　　　　　　　　　14:00

選手集合・溶接棒搬入                   10:15
工具点検                               10:20
脱脂作業                               10:35
保護具着用・準備                       10:50
選手紹介　　　　　　　　　　　　　　　 11:05
通電確認・アーク発生後，前半競技開始   11:10
（終了予定時刻 12:55頃）
溶接棒搬入, 通電確認・アーク発生後,    14:00
後半競技開始（終了予定時刻 17:00頃）
競技終了後15分間作品展示
選手解散                               18:15

作品展示                        10:00～12:00
抽選会                          12:20～
漏れ試験　                      13:00～
選手解散                        17:00

10月28日(日）
競技終了後15分
10月30日(火）
競技終了後15分
11月1日(木）
競技終了後15分
11月3日(土）
競技終了後15分
11月4日(日）
10:00～12:00


