
公益社団法人日本武術太極拳連盟
開催趣旨：
　１）公益財団法人日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が実施する選手強化事業ジュニア対策の一環として，Ｊ

ＯＣ加盟競技団体が開催するジュニア競技大会の質的向上を図り，大会における優秀な選手を表彰すると
ともに，将来，オリンピック競技大会や世界選手権，アジア選手権等の国際大会において活躍が期待でき
るジュニア選手の発掘・養成を図ります。

　２）大会の優秀選手（男女各１人）に「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ」を授与し，将来，主要国際大会
において活躍が期待できる選手を「オリンピック有望選手」として認定し，研修会や医学的サポート等を
実施します。

　３）大会の優秀選手の中から，2013年８月にフィリピン･マニラで開催される「第７回アジアジュニア武術選手
権大会」の日本代表候補選手を選抜します。

１．日時：　2013年４月６・７日（土・日）
２．会場：　兵庫県尼崎市・尼崎市記念公園 ベイコム総合体育館
３．主催：　公益社団法人日本武術太極拳連盟
４．主管：　兵庫県武術太極拳連盟
５．後援（予定）：公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC），文部科学省，公益財団法人日本体育協会，アジ

ア武術連盟，兵庫県，尼崎市等
６．競技種目と競技運営：　次の20種目，男女計40種目の個人競技を実施する。

─ 年 第 回 JOCジュニアオリンピックカップ大会  ─

開 催 要 綱



７．エントリー種目の制限：

１） 総合太極拳に出場する選手に限って， 式太極剣に，２種目目としてエントリーできる。
　　19 ジュニア太極拳２を除き，その他種目（ 3 ～18 ，20 ）にはエントリーできない。
２） 南拳（部門A）に出場する選手に限って， 南刀（部門Ａ）および 南棍に，２種目目，３種目目とし

競技種目名 種　目　内　容 出生期間・年齢・学籍 時間規定
ジュニア規定競技部門Ａ（世界ジュニア選手権・アジアジュニア選手権Ａ組種目）＝

1995年１月１日から1997年12月31日の期間に出生した者

１ 総合太極拳 総合太極拳の全套路 1995年１月１日から1997年12月31
日の期間に出生した者 ５分以上６分以内

２ 42式太極剣 42式太極剣の全套路 出生期間は同上（１．総合太極拳に出場
する選手に限ってエントリーできる） ３分以上４分以内

３ 南拳（部門A） 国際規定套路 出生期間は同上 １分20秒以上２分以内
４ 南刀（部門A） 国際規定套路 出生期間は同上（３．南拳に出場する選

手に限ってエントリーできる。南刀，南棍の
２種目，または，どちらか１種目でも可）

１分20秒以上２分以内

５ 南棍 国際規定套路 １分20秒以上２分以内

６ 長拳Ａ 国際第二套路 出生期間は同上 １分20秒以上２分以内
７ 長拳Ａ短器械 国際第二套路（剣術Ａまたは刀術Ａのどちらか）出生期間は同上（６．長拳Ａに出場する

選手に限ってエントリーできる。短器械，長
器械２種目，または，どちらか１種目でも可）

１分20秒以上２分以内

８ 長拳Ａ長器械 国際第二套路（棍術Ａまたは槍術Ａのどちらか） １分20秒以上２分以内

ジュニア規定競技部門Ｂ（世界ジュニア選手権・アジアジュニア選手権Ｂ組種目）＝
1998年１月１日から2000年12月31日の期間に出生した者

９ 24式太極拳 24式太極拳の全套路 1998年１月１日から2000年12月31
日の期間に出生した者 ４分以上６分以内

10 32式太極剣 32式太極剣の全套路 出生期間は同上（９．24式太極拳に出場
する選手に限ってエントリーできる） ２分以上４分以内

11 南拳（部門Ｂ） 国際規定套路 出生期間は同上 １分20秒以上２分以内

12 南刀（部門Ｂ） 国際規定套路 出生期間は同上（11．南拳に出場する選
手に限ってエントリーできる） １分20秒以上２分以内

13 長拳Ｂ 国際第一套路 出生期間は同上 １分20秒以上２分以内
14 長拳Ｂ短器械 国際第一套路（剣術Ｂまたは刀術Ｂのどちらか）出生期間は同上（13．長拳Ｂに出場す

る選手に限ってエントリーできる。短器械，
長器械２種目または，どちらか１種目でも可）

１分20秒以上２分以内

15 長拳Ｂ長器械 国際第一套路（棍術Ｂまたは槍術Ｂのどちらか） １分20秒以上２分以内

ジュニア規定競技部門Ｃ（世界ジュニア選手権・アジアジュニア選手権Ｃ組種目）＝
2001年１月１日から2006年12月31日の期間に出生した者

16 初級長拳 初級長拳の全套路 2001年１月１日から2006年12月31
日の期間に出生した者 40秒以上１分30秒以内

17 初級短器械 初級剣術または初級刀術のどちらか 出生期間は同上（16．初級長拳に出場
する選手に限ってエントリーできる。短器械，
または，長器械のどちらか１種目だけに限る。
短器械と長器械の２種目出場は不可）

40秒以上１分30秒以内18 初級長器械 初級棍術または初級槍術のどちらか

普 及 套 路 部 門
19 ジュニア太極拳２ ジュニア太極拳２（16動作）の全套路 2013年４月１日現在　満18歳以下 ３分以内
20 ジュニア太極拳１ ジュニア太極拳１（13動作）の全套路 2013年４月２日現在　中学生以下 ３分以内
註１．１ ～ の競技種目のうち，どの種目を第１日（４月６日<土>）に実施し，また他のどの種目を第２日（４月７日

<日>）に実施するかは，出場申込み締め切り後に，競技編成を行ったうえで，2013年２月10日（日）頃に出場団体
宛に通知する。

註２．１ 総合太極拳 ～ 初級長器械の18種目の年齢規定は，従来の満年齢制を廃止し，国際大会に従って定めた期間
に出生した者が出場できるものとする。

註３． ジュニア太極拳２の出場規定は，従来通り，2013年４月１日現在の満年齢によるものとする。
註４． ジュニア太極拳１の出場規定は満年齢によるものではなく，従来通り，2013年４月２日以降の学年によるもの

とする。

年全日本競技会に出場する選手は，本大会のどの種目にも出場することはできない。



てエントリーできる。
　　19 ジュニア太極拳２を除き，その他種目（1 ～ 2 ，6 ～18 ，20 ）にはエントリーできない。
３） 長拳Ａに出場する選手に限って， 長拳Ａ短器械および 長拳Ａ長器械に，２種目目，３種目目として
エントリーできる。

　　19 ジュニア太極拳２を除き，その他種目（1 ～ 5 ，9 ～18 ，20 ）にはエントリーできない。
４） 式太極拳に出場する選手に限って， 式太極剣に，２種目目としてエントリーできる。
　　19 ジュニア太極拳２または 20 ジュニア太極拳１を除き，その他種目（1 ～ 8 ，11 ～18 ）にはエント
リーできない。

５） 南拳（部門Ｂ）に出場する選手に限って， 南刀（部門Ｂ）に，２種目目としてエントリーできる。
　　19 ジュニア太極拳２または 20 ジュニア太極拳１を除き，その他種目（1 ～10 ，13 ～18 ）にはエント
リーできない。

６） 長拳Ｂに出場する選手に限って， 長拳Ｂ短器械および 長拳Ｂ長器械に，２種目目，３種目目と
してエントリーできる。

　　19 ジュニア太極拳２または 20 ジュニア太極拳１を除き，その他種目（ 1 ～12 ，16 ～18 ）にはエント
リーできない。

７） 初級長拳に出場する選手に限って， 初級短器械または 初級長器械のいずれかに限って，２種目
目としてエントリーできる。初級短器械と初級長器械の両方にエントリーすることはできない（国際規定に
より，低年齢選手に過度の負担をかけないための制限）。

　　19 ジュニア太極拳２または 20 ジュニア太極拳１を除き，その他種目（ 1 ～15 ）にはエントリーできない。
８） ジュニア太極拳１ 動作 は，「中学生以下」の選手に限って出場することができるものとする。
　　なお， ジュニア太極拳２ は年齢規定が「満18歳以下」なので中学生以下の選手も出場できるも
のとする。

９）1 ～18 に出場する選手で，年齢規定または学年規定に適合すれば，上記の１）～７）の規定にかかわらず
ジュニア太極拳２または ジュニア太極拳１にエントリーすることができる。

注；従来は，総合太極拳，24式太極拳に出場する選手は，ジュニア太極拳１，２にはエントリーすることが
できなかった（太極拳種目の重複出場を禁止するため）が，総合太極拳または24式太極拳の出場選手が，
ジュニア太極拳１，２を習得することを促進するために，門戸を広げる。

８．出場申込期限：２０１３年１月３１日（木）
　　出場申込書と出場料を，所属都道府県連盟を通じて上記期日までに日本連盟（東京）に提出すること。

９．選手出場要件：
１）　日本国籍を有する者，または日本国籍を有しない者で日本に継続して３年以上在留している外国人。
　　但し，日本国籍を有しない者は日本代表選手選抜の対象外とする。
２）　公益社団法人日本武術太極拳連盟加盟団体の会員であること。
３）　出場申込期限までに所定の出場申込手続を行い，１人１種目２，０００円の出場料を納付すること。
４）　各種目の出生期間，年齢制限の条件を満たしていること。

．服装規定：選手の服装は自由とする。

．表彰：
　１）　各種目のエントリー人数に比例して，下表により入賞者を定めて表彰する。
　　　　　エントリー選手数　入賞者数　　
　　　　　　　４人以下　　　１位　　　　　　５～１０人　　　３位
　　　　　１１～１４人　　　６位　　　　　１５～２０人　　　８位
　　　　　２１人以上　　　１２位
　２）　最優秀選手男女各１人に「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ」を授与する。



．入場料金：
　　　本大会の観覧入場料は無料とする。

．日程（予定）：競技開始・終了時間は，出場人数により後日決定する。
　　　４月６日（土）　 9：00～ 9：30　選手練習
　　　　　　　　　　 9：45～10：00　開会式
　　　　　　　　　　10：00～17：00　競技
　　　　　　　　　　17：00～17：30　表彰式
　　　　　　　　　　17：30～18：30　選手練習
　　　４月７日（日）　 9：00～ 9：30　選手練習
　　　　　　　　　　 9：45～17：00　競技
　　　　　　　　　　17：00～17：30　表彰式・閉会式

．宿舎：
　出場にあたり，宿泊が必要となる場合は，各自で宿泊ホテル等を手配すること。主催者は手配を行わない。

以　上

連絡先（出場申込先）：公益社団法人日本武術太極拳連盟
　　　　　　　　　　　〒 　東京都千代田区六番町９　九番館ビル２Ｆ
　　　　　　　　　　　　TEL　 　　FAX　

主管団体連絡先　　　：兵庫県武術太極拳連盟
　　　　　　　　　　　〒 　兵庫県伊丹市中央６－１－９　岡ビル２０１号
　　　　　　　　　　　　TEL　 　　FAX　

　　　市バス・阪急バス・スポーツセンター前

尼崎市記念公園　ベイコム総合体育館
〒 　兵庫県尼崎市西長洲町１－４－１　ＴＥＬ （代表）
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