
武武術術太太極極拳拳   2017年度(平成 29年度)事業別日程  
●全国大会(競技スポーツ･生涯スポーツ) 
4月8(土)～9日(日) 第25回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会 愛知県名古屋市･愛知県武道館 

7月7 (金)～9日(日) 第34回全日本武術太極拳選手権大会 東京･東京体育館(千駄ヶ谷) 
9 月 10 日(日) 第30回全国健康福祉祭 ねんりんピック秋田 秋田市・秋田市立体育館 

●国際競技大会 
8月26(土)～29日(火) 第29回ユニバーシアード競技大会 武術競技 台湾・台北市（新竹市） 
9月17(日)～20日(水) 第9回アジアジュニア武術選手権大会 韓国・亀尾市 
9月27（水）～10月3日（火） 第14回世界武術選手権大会 ロシア・カザン市 
11月7(火)～11日(土) 第７回世界カンフー選手権大会 中国・峨嵋山 

●中央強化活動(国内･海外強化合宿) 
5月2(火)～5月5日（金・祝） 春季国内強化合宿(シニア、ジュニア) 東京TC 
12月23(土)～25日(月) 冬季ジュニア強化合宿 東京TC 
12月28(木)～1月5日(金) 冬季海外強化合宿 中国･北京市 

●太極拳公認指導員・国体コーチ・国体審判員資格認定事業 
4月1(土) ～2日(日) 公認太極拳Ｂ級指導員認定試験            【福岡】 福岡・アクシオン福岡 
4月1(土) ～2日(日) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験            【東京】 東京TC 
4月8(土) ～9日(日) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験             【埼玉】 埼玉・蓮田市総合市民体育館 
4月15(土) ～16日(日) 公認太極拳Ｂ級指導員認定試験             【東京】  東京TC 
4月22(土) ～23日(日) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験           【盛岡】 盛岡・盛岡アイーナ 
4月22(土) ～23日(日) 公認太極拳Ｂ級指導員認定試験             【仙台】 仙台・仙台市民会館 
4月22(土) ～23日(日) 公認太極拳Ａ級指導員認定試験          【東京】 東京TC 
4月29(土・祝) ～30日(日) 公認太極拳Ｂ級指導員認定試験           【名古屋】 名古屋・愛知県武道館 
5月3(水・祝) ～4日(木・祝) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験           【福岡】 福岡・アクシオン福岡 
5月4(木・祝) ～5日(金・祝) 公認太極拳Ｂ級指導員認定試験            【大阪】 大阪TC 
5月6(土) ～7日(日) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験            【大阪】 大阪TC 
5月6(土) ～7日(日) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験         【名古屋】 名古屋・愛知県武道館 
5月6(土) ～7日(日) 公認太極拳Ｃ級指導員認定試験             【岡山】 岡山・岡山市総合文化体育館 

2018年2月12日(月・祝) 第3回国体コーチ認定試験            【大阪】 大阪TC 

3月11日(日) 第3回国体コーチ認定試験            【東京】 東京TC 

2月17日(土) 第3期全国国体審判員研修会・認定試験      【東京】 東京・国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年センター 

2月25日(日) 第3期全国国体審判員研修会・認定試験      【佐賀】 佐賀・サンメッセ鳥栖 

3月11日(日) 第3期全国国体審判員研修会・認定試験      【大阪】 大阪TC 

2月18日(日) 第17期全国審判員研修会             【東京】 東京・国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年センター 

2月24日(土) 第17期全国審判員研修会             【佐賀】 佐賀・サンメッセ鳥栖 

3月10日(土) 第17期全国審判員研修会             【大阪】 大阪TC 

●太極拳技能検定事業 
4月10(月) ～14日(金) ４段位昇段 前期審査会            ＜東京・①～⑤＞ 東京TC 
4月17(月) ～21日(金) ４段位昇段 前期審査会            ＜大阪・①～⑤＞ 大阪TC 
5月16(火) ～17日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜東京・①＞ 東京TC 
6月20(火) ～21日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜大阪・①＞ 大阪TC 
7月18(火) ～19日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜東京・②＞ 東京TC 
8月1(火) ～2日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜大阪・②＞ 大阪TC 
9月5(火) ～6日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜東京・③＞ 東京TC 
10月3(火) ～7日(土) ４段位昇段 後期審査会                 ＜東京・①～⑤＞ 東京TC 

10月9(月・祝) ～13日(金) ４段位昇段 後期審査会                 ＜大阪・①～⑤＞ 大阪TC 
11月28(火) ～29日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜大阪・③＞ 大阪TC 
12月12(火) ～13日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜東京・④＞ 東京TC 
2018年1月23(火) ～24日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜大阪・④＞ 大阪TC 

2月13(火) ～14日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜東京・⑤＞ 東京TC 
3月6(火) ～7日(水) ４段位昇段 中央研修会              ＜大阪・⑤＞ 大阪TC 

10月28日（土） 
～2018年１月14日(日) 

太極拳初段～３段技能検定試験 
＊日曜日＝技能検定試験、土曜日＝事前講習会 全国 



 

●全国技術講習会 
7月22(土)～23日(日) 太極拳３段検定受験対策講習会       ＜東京・①＞ 東京TC 
7月24(月)～25日(火) 太極拳３段検定受験対策講習会       ＜東京・②＞ 東京TC 
8月19(土)～20日(日) 太極拳３段検定受験対策講習会           ＜仙台＞ 仙台市・仙台市中小企業活性化

センター 
8月26(土)～27日(日) 太極拳３段検定受験対策講習会           ＜埼玉＞ 埼玉・蓮田市総合市民体育館 
9月2(土)～3日(日) 太極拳３段検定受験対策講習会          ＜名古屋＞ 名古屋・愛知県武道館 
9月2(土)～3日(日) 太極拳３段検定受験対策講習会           ＜岡山＞ 岡山・岡山市総合文化体育館 
9月15(金)～16日(土) 太極拳３段検定受験対策講習会       ＜大阪・①＞ 大阪TC 
9月17(日)～18日(月・祝) 太極拳３段検定受験対策講習会       ＜大阪・②＞ 大阪TC 
9月17(日)～18日(月・祝) 太極拳３段検定受験対策講習会         ＜福岡＞ 福岡・東体育館 
 
●太極拳特別講習会（日本連盟トレーニングセンター・大阪トレーニングセンター） 
 

＜２段特別講習会＞ 
 

＜３段特別講習会＞ 
 

＜４段特別講習会＞ 
 

＜推手特別講習会＞ 
5月20(土) ～22日(月) 5月13(土) ～15日(月) 6月24(土) ～26日(月) 5月27(土) ～28日(日) 

9月30(土) ～10月2日(月) 7月15(土) ～17日(月・祝) 9月23(土・祝) ～25日(月) 10月21(土) ～22日(日) 
 2018年2月3(土) ～5日(月) 2018年2月24(土) ～26日(月) 2018年1月13(土) ～14日(日) 

      2018年3月3(土) ～4日(日) 

＜３段・４段セミナー 
（東京TC）＞ 

① 4月25（火）～26日（水） ② 8月22（火）～23日（水） ③ 10月31（火）～11月１日（水） 

④ 2018年1月16（火）～17日（水） ⑤ 2018年3月13（火）～14日（水）  

＜大阪・推手特別講習会＞ 2018年1月27（土）～28日（日）    ＜馬老師 推手講習会＞ 2018年3月24（土）～25日（日）    

●全国会議・講師合宿 
9月8日(金) 講師研修会議 東京TC 
6月10(土)～12日(月) 本部研修会（１） 東京TC 
9月9(土)～11日(月) 本部研修会（２） 東京TC 
2018年3月20(火) ～22日(木) 本部研修会（３） 東京TC 
6月17日(土) 第6回定時社員総会／第23回中央技能検定委員会 東京･プラザエフ(四谷) 
2018年1月20日(土) 第53回定例総会／第29回都道府県連盟代表者会議 東京･プラザエフ(四谷) 

●長拳技能検定試験、長拳･太極拳公認普及指導員認定試験、等 

＊2017年度の公認太極拳普及指導員認定試験は，５月７日（日）～６月18日（日）の土・日曜日に都道府県連盟の主管により実施。 
＊長拳６級・５級・４級・３級検定試験は通年（４月～2018年３月），長拳公認普及指導員認定試験は 2017年度後期（10月～2018年３月）に都道府県

で実施，長拳２級・１級検定試験は2017年度後期（10月～2018年３月）に東西２会場及び他県２～３会場で実施，長拳公認Ｂ・Ｃ級指導員認定試験は

８月～９月に東日本で実施。 

 


