
第 58 回技能五輪全国大会「フラワー装飾」職種 

競技課題 

 

次の課題 1～4 を仕様及び注意事項に従って制作しなさい  

課題 

競技１日目 

●課題 1、花束（90 分） 

●課題 2、ブライダルブーケ（90 分） 

●課題 3、サプライズ競技（90 分） 

競技２日目 

●課題 4、テーブルアレンジメント（120 分） 

 

競技時間    6 時間 30 分 

 

進行 

    競技１日目  11 月 14 日（土） 

    9：30   役員集合 

          9：45～10：15  選手受付 

  10：15～11：00  競技開始主査挨拶 

持参工具その他検査 

支給花材・資材確認 

完成作品展示場所配置説明 

        11：00～11：15  課題 1 競技説明（15 分） 

11：15～12：45  課題 1 花束の制作（90 分） 

12：45～13：30  作品の移動・昼食休憩（45 分） 

13：30～13：45  課題 2 競技説明（15 分） 

13：45～15：15 課題 2 ブライダルブーケの制作（90 分）  

15：15～15：30  作品の移動・休憩（15 分） 

15：30～16：00  課題 3 サプライズ競技説明（30 分） 

16：00～17：30  課題 3 サプライズ競技の制作（90 分） 

17：30～18：15 作業スペースの清掃・花材メンテナンス（45 分） 

                 （作品の移動がある場合は指示に従う） 

18：15           競技一日目終了 

 

競技２日目 11 月 15 日（日） 

9：00      役員集合  

9：30～ 9：45  選手集合 



          9：45～10：15 持参工具その他検査（30 分） 

  10：15～10：30 課題 4 競技説明（15 分） 

10：30～12：30  課題 4 テーブルアレンジメントの制作（120 分） 

12：30～13：00  作業スペースの清掃 (30 分) 

13：00～14：30 昼食休憩（90 分） 

           審査（審査中入場禁止） 

  14：30～15：30 作品展示 (60 分) 

  15：30～16：00  作品撤去及び片付け後 

        16：00           競技二日目終了 

 

採点項目及び観点等 

フラワー装飾は花を含めた植物を扱う職種であり、植物等に関する基礎知識及び実務に関

する知識が必要である。 

技能については、 

●基礎技術、テクニック 

●アイデア、独創性 

●色彩、表現力 

●構成 

●難易度 

●完成度 

これらの観点のもと、次の項目により採点を行う 

 

採点項目は以下の通りとする 

① テクニック 

② アイデア 

③ 色彩表現 

④ 構成力・難易度 

⑤ 完成度 

⑥ 作業態度(安全性や清掃含む) 

 

※仕様・注意事項の誤りについては、減点とする 

※競技委員の指示に従わない場合は失格とする 

  



注意事項 

 

1）各課題の制作は、其々の仕様・注意事項に沿って制作する 

2）花材、資材は市場の入荷状況により変更がある場合は当日の集合時に告知する 

3）指示に従い持参工具の点検を必ず受けること 

4）指示に従い支給された花材、資材を各自で確認・管理する 

5）支給品に異常がある場合は、確認時間内に交換を申し出ること 

6）開始後は花材、資材の再支給は行わない 

7）支給花材は 2 日間、適切な鮮度保持を行うこと 

8）支給花材の使用率は自由とする 

9）支給資材の使用率は自由とする 

10）持参工具及び支給花材、支給資材の貸し借り、及び譲渡を禁ずる 

11）電気工具の使用は安全に配慮し充分注意する 

12）電気工具は設備されているコンセントから、持参した延長コードにより使用すること 

13）設備のコンセントは 2 口コンセントが 2 人で 1 個の為、共有して使用すること 

14) 作品への吸水は、競技時間内に各自が行うこと 

15) 作業スペース内は常に整理整頓しておく 

16) 作業は作業スペース内で行う 

17）競技中の私語は禁止すること 

18）競技中、メモ、写真及びスマホなどを参照してはならない 

19）競技終了の合図があったら、完成、未完成にかかわらず作業は一切中止すること 

20）競技終了合図後、採点が終了するまで競技者は作品に手を触れてはいけない 

（作品展示台への移動は除く） 

21）服装は、フラワー装飾作業に適したものであること 

22）サプライズ競技課題は当日の指示に従い制作すること 

23）サプライズ競技課題の花材・資材・課題概要は課題２終了後に配布する。 

24）全ての課題制作に関しての質問は受け付けない 

 

 

以上 

  



競技内容 

●課題 1   花束 

 

競技時間     90 分 

 

仕様         花束を制作する 

 

注意事項 

・必ずスパイラルテクニックで束ねること 

・完成品は、360 度展開の作品にすること 

・完成品のサイズは幅 45cm×奥行 45 ㎝×高さ 70cm 以内に仕上げる 

・高さには茎も含まれる 

・全ての茎を 1 箇所で結束すること 

・結束は支給された麻紐で結束すること 

・支給された花器に入れて完成させること 

 

●課題 2   ブライダルブーケ 

 

競技時間     90 分 

 

仕様         ブライダルブーケを制作する 

 

注意事項 

・支給されたブーケホルダーの使用は自由とする 

・支給されたブーケスタンドに設置して完成させること 

・完成品の設置方法は自由とする 

・完成品の形状は問わない 

・花材の水持ち時間は、24 時間を目安とする 

 

●課題 3    サプライズ競技 

 

競技時間     90 分 

 

仕様         当日発表 

 

注意事項    当日発表 

 



●課題 4 テーブルアレンジメント 

 

競技時間     120 分 

 

仕様         テーブル上にアレンジメント作品を制作 

 

注意事項 

・完成品は、テーブル上サイズから一切出ないこと 

（テーブル上サイズは幅 180 ㎝×奥行 90 ㎝） 

・完成品は、360 度展開の作品にすること 

・テーブル上からの髙さは 150 ㎝以内とする 

・作業終了時、テーブル上は完成品のみとする 

 

 

 

競技会場設備基準 

 

設 備 サイズ又は規格 数量 

作業台 長さ180cm×幅90cm×高さ70cm 1 台 

椅子 折りたたみ式パイプ製 1 脚 

コンセント 2口コンセント(100V)2人で共有 1 個 

バケツ 花材入れ用 適当数 

展示スペース 

（課題 1・課題 2 用） 

長さ 90cm×奥行 45cm 

（高さ 70cm） 

1 台 

作業スペース 2ｍ×2.5ｍ 1 コマ 

テーブルクロス 白色ビニール製 作業、作品展示台共 

  

 

 

 

 

以上 



【花材】

品名 品種 寸法又は規格 色 1人分の本数

バラ 中輪系60㎝位 赤 10本

バラ 中輪系60㎝位 オレンジ 10本

バラ 中輪系60㎝位 ピンク 10本

スプレーバラ 中輪系40㎝位 白 10本

スプレーバラ 中輪系40㎝位 薄オレンジ 5本

トルコキキョウ 八重 中輪系50㎝位 白 5本

トルコキキョウ 八重 中輪系50㎝位 ピンク 5本

カーネーション 50㎝位 濃いピンク 10本

カーネーション 50㎝位 グリーン 10本

スプレーカーネーション 50㎝位 ピンク 10本

スプレーカーネーション 50㎝位 オレンジ 10本

モカラ 25㎝位 オレンジ 5本

オンシジュウム 50㎝位 黄 10本

グロリオーサ 70㎝位 赤 5本

ガーベラ 40㎝位 黄 10本

ガーベラ 40㎝位 オレンジ 10本

ガーベラ 40㎝位 ピンク 10本

カスミ草 2L 白 5本

リリオぺ 40㎝位 グリーン 20本

ユーカリ 40㎝位 グリーン 5本

ドラセナ 50㎝位 グリーン 5本

ドラゴン柳 120㎝位 10本

サンゴミズキ 90㎝位 赤 20本

ニューサイラン 80㎝位 10本

デンファレ 40㎝位 白 10本

丸葉ルスカス 40㎝位 20本

ゴッドセフィアナ 50㎝位 10本

技能五輪「フラワー装飾」職種支給花材一覧(1人分)



【資材】

品名 品番等（販売元） サイズ 個数 色

プラベブリックベース GS002015（東京堂） 25㎝×9㎝×H9.1㎝ 4個 グレー

ビューレットＬ(花束用) GK00FR37（東京堂）
Φ18㎝×H14㎝

（口径Φ11㎝）
1個 透明ガラス

プラスチックダンボール 汎用品 4㎜×90㎝×60㎝ 1枚 赤

プラスチックダンボール 汎用品 4㎜×90㎝×60㎝ 1枚 黒

水（ミネラルウォーター） 汎用品 2リットル 1本

ブライディネットO 10-3609-1（松村工芸） 1個 グリーン

麻ヒモ 90-10001-0（松村工芸） 2㎜×100ｍ 1巻

ニューフローラルサテン

（リボン）

AF8200（30-323-48）

（松村工芸）
22㎜幅 2ｍ 48番

ブーケスタンド
パイプ：63-4045-0（松村工芸）

　台　：63-4000-0（松村工芸）
40㎝パイプ 1セット 白

アクアフォーム スタンダード 8㎝×11㎝×23㎝ 4個 グリーン

※ブライディネット・アクアフォームは吸水済の支給とする。

技能五輪支給資材一覧(1人分)



区分 品名 寸法又は規格 数量 備考

グルーガン 高温又は低温 1

グルースティック 1～10

電工ドリル 充電式 1

ドリルビット(替刃) 1～10

花用ナイフ 1～2

カッターナイフ 1

カッティング用マット 30×45㎝程度 1

ハサミ 1～3

ペンチ・ニッパー 1～2

バラのとげ取り 1

剣山 大きさ自由 1

ホッチキス 1

ピンセット 1

メジャー・スケール
T字定規等角度計測のできるも

のは不可
1~2

延長コード 1～2ｍ 1

水差し(チューブ用含) 1～2

霧吹き 1

クリップ 洗濯ばさみ可 1～10 作業補助用

作業台、踏み台 60㎝程度迄 1

目の保護ゴーグル 電気ドリル使用時 1

フローラルテープ 色自由 必要数

裸ワイヤ 長さ・太さ自由 必要数

地巻きワイヤ 色・長さ・太さ自由 必要数

アルミワイヤ 色・長さ・太さ自由 必要数

フローラル用接着剤 必要数

ガムテープ 必要数

結束バンド 色・長さ自由 必要数

両面テープ 幅・長さ自由 必要数

セロハン 必要数 テーブル養生用

切花延命剤 必要数

タオル・雑巾 必要数 清掃用

作業用手袋 1～2

花バケツ（小） 必要数

筆記用具 鉛筆、ペン類、消しゴム 必要数
ものさしはメジャーとし

てカウントする

技能五輪持参工具・資材等一覧表

※踏み台として椅子を利用しても良いが土足禁止とする

※デザイナーズコードや装飾済ワイヤは持込不可とする。

※スプレーなど刺激臭を伴うものは使用禁止とする。

※グルーガン用のコンセントを用意します。

※上記に記載されていない物及び数量を超えた物の使用は不可とする。

そ
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第 58回技能五輪全国大会「フラワー装飾」職種 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１．「支給花材一覧」の『ユーカリ』は『グニュユーカリ』ですか。 

 

Ａ１．『グニユーカリ』です。 

 

 

Ｑ２．他課題で使用しなかった花材は、サプライズ課題の際に使用できますか。 

 

Ａ２．使用できません。サプライズ課題では、別途配布される花材のみ使用できます。 

 

 

Ｑ３．『ドリルビット(替刃)』は金属用、木工用のどちらですか。 

 

Ａ３．自由です。目的に合わせて選びます。基本的には木工用で充分です。  

 

 

Ｑ４．『ドリルビット(替刃)』の数量『1～10』は、何㎜前後の刃の径を用意すればよい

ですか。 

 

Ａ４．自由です。目的に合わせて自分が使いたい径を『1～10』迄、必要数用意してく

ださい。 

 

 

Ｑ５．『ニューサイラン』は何色ですか。 

 

Ａ５．一般的な斑入りのグリーン色です。  

 

 

Ｑ６．「カラーワイヤー」は使用できますか。 

 

Ａ６．「カラーワイヤー」は持参工具・資材一覧表に記載されていませんので、使用で

きません。 

  



Ｑ７．「鉛筆」や「ペン」、「ものさし」等の筆記用具は使用可能でしょうか。 

 

Ａ７．持参工具・資材一覧表には記載されていませんが、単なる筆記具として「鉛筆」

や「ペン」類、「消しゴム」の使用は可能です。ただし、「ものさし」は使用禁止と

しますメジャー・スケール類としてカウントし、持ち込みは 2 点までです。 

  ⇒筆記用具について、持参工具・資材一覧表に記載しました。（2020/10/22） 

  ⇒Q11 への回答に伴い、「ものさし」はメジャー・スケール類として持ち込みが可

能になりました。 

 

 

Ｑ８．ブーケのテーマの課題にブトニアについての記載がありませんが、今年はブトニ

アを制作しないということでしょうか。 

 

Ａ８．ブートニアの制作は、今回はありません。 

 

 

Ｑ９．持参工具・資材一覧表の中に、「目うち」「T 字型定規」の記載がありませんが、

記載のないものは持ち込み不可でしょうか。 

 

Ａ９．「目うち」「T 字型定規」は持参工具・資材一覧表にはありませんので、持ち込み

できません。 

 

 

Ｑ10．アルミワイヤとして、「自遊自在」、「頑固自在」は使用可能でしょうか。 

 

Ａ10．「頑固自在」はカラー鉄線のため使用不可です。また、「自遊自在」はアルミ製の

みアルミワイヤとして使用可能です。  

 

 

Ｑ11．プラスチックダンボールを切る時にスケール（金属性）は使用可能でしょうか。 

 

Ａ11．使用可能です。ただしメジャー・スケール類としてカウントし、持ち込みは 2 点

までです。 

  ⇒スケールについて、持参工具・資材一覧表に記載しました。（2020/10/22） 
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