
競技日程表 第26回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
3 月 31 日（土）

10：15
10：30

開場　選手受付

開会式
競技開始

男子 初級長拳	 96分
第１組（９人）
　10:30～10:53
第２組（９人）
　10:53～11:16
第３組（10人）
　11:16～11:41
第４組（10人）
　11:41～12:06

休憩12:06～13:00

男子 長拳Ａ	 30分
第１組（10人）
　13:00～13:30
女子 長拳Ａ	 24分
第１組（８人）
　13:30～13:54

国際第三套路

男子 長拳短器械	 48分
第１組 剣術（２人）
　14:10～14:18
第２組 刀術（10人）
　14:18～14:58
女子 長拳短器械	 20分
第１組 剣術（４人）
　14:58～15:14
第２組 刀術（１人）
　15:14～15:18
男子 南刀	 16分
第１組（４人）
　15:18～15:34
男子 太極剣	 18分
第１組（３人）
　15:40～15:58
女子 太極剣	 42分
第１組（７人）
　15:58～16:40

男子 ジュニア２	 15分
第１組（３セット）
　10:30～10:45
女子 ジュニア２	 45分
第１組（９セット）
　10:45～11:30
男子 ジュニア１	 45分
第１組（９セット）
　11:30～12:15

休憩12:15～13:10

女子 ジュニア１	 75分
第１組（７セット）
　13:10～13:45
第２組（８セット）
　13:45～14:25
男子 24式太極拳	 32分
第１組（４セット）
　14:25～14:57
女子 24式太極拳	 48分
第１組（６セット）
　14:57～15:45
男子 総合太極拳［Ａ］	 16分
第１組（２セット）
　15:45～16:01
女子 総合太極拳［Ａ］	 40分
第１組（５セット）
　16:01～16:41

男子 長拳Ｂ	 120分
第１組（10人）
　10:30～11:00
第２組（10人）
　11:00～11:30
第３組（10人）
　11:30～12:00
第４組（10人）
　12:00～12:30

休憩12:30～13:20

男子 南拳Ｂ	 69分
第１組（11人）
　13:20～13:53
第２組（12人）
　13:53～14:29
女子 南拳Ｂ	 9分
第１組（３人）
　14:29～14:38
女子 長拳Ｂ短器械	 108分
第１組 剣術（９人）
　14:38～15:05
第２組 剣術（９人）
　15:05～15:32
第３組 剣術（10人）
　15:32～16:02
第４組 刀術（８人）
　16:02～16:26
男子 南拳［Ａ］	 15分
第１組（５人）
　16:26～16:41
女子 南拳［Ａ］	 6分
第１組（２人）
　16:41～16:47

女子 長拳Ｂ	 114分
第１組（９人）
　10:30～10:57
第２組（９人）
　10:57～11:24
第３組（10人）
　11:24～11:54
第４組（10人）
　11:54～12:24

休憩12:24～13:20

男子 南棍［Ａ］	 15分
第１組（５人）
　13:20～13:35
女子 南棍［Ａ］	 6分
第１組（２人）
　13:35～13:41

女子 初級長拳	 96分
第１組（９人）
　13:41～14:04
第２組（９人）
　14:04～14:27
第３組（10人）
　14:27～14:52
第４組（10人）
　14:52～15:17

男子 初級短器械	 38分
第１組 初級刀術（８人）
　15:17～15:37
第２組 初級剣術（７人）
　15:37～15:55

男子 初級長器械	 51分
第１組 初級棍術（９人）
　15:55～16:18
第２組 初級棍術（10人）
　16:18～16:43
第３組 初級槍術（１人）
　16:43～16:46

第１コート 第２コート 第３コート 第４コート



競技日程表 第26回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
4 月 1 日（日）

10：15
開場　選手受付
競技開始

国際第三套路

男子 南棍 12分
第１組（３人）
　10:15～10:27
男子 長拳長器械 40分

第１組 槍術（２人）
　10:27～10:35
第２組 棍術（８人）
　10:35～11:07
女子 長拳長器械 20分

第１組 槍術（４人）
　11:07～11:23
第２組 棍術（１人）
　11:23～11:27

休憩11:27～12:40

男子 太極拳 18分
第１組（３人）
　12:40～12:58
女子 太極拳 42分

第１組（７人）
　12:58～13:40

休憩13:40～14:40

男子 南拳 16分
第１組（４人）
　14:40～14:56
男子 長拳 48分

第１組（12人）
　14:56～15:44
女子 長拳 20分

第１組（５人）
　15:44～16:04

閉会式

男子 総合太極拳［Ｂ］	 24分
第１組（３セット）
　10:15～10:39
女子 総合太極拳［Ｂ］	 32分
第１組（４セット）
　10:39～11:11
男子 42式剣［Ａ］	 6分
第１組（１セット）
　11:11～11:17
女子 42式剣［Ａ］	 24分
第１組（４セット）
　11:17～11:41

休憩11:41～12:30

女子 長拳Ｂ長器械	 102分
第１組 槍術（12人）
　12:30～13:06
第２組 槍術（12人）
　13:06～13:42
第３組 棍術（10人）
　13:42～14:12

男子 32式太極剣	 24分
第１組（４セット）
　14:30～14:54
女子 32式太極剣	 24分
第１組（４セット）
　14:54～15:18
男子 42式剣［Ｂ］	 18分
第１組（３セット）
　15:18～15:36
女子 42式剣［Ｂ］	 18分
第１組（３セット）
　15:36～15:54

男子 長拳Ｂ短器械	 114分
第１組 刀術（９人）
　10:15～10:42
第２組 刀術（10人）
　10:42～11:12
第３組 刀術（10人）
　11:12～11:42
第４組 剣術（９人）
　11:42～12:09

休憩12:09～13:00

女子 初級長器械	 33分
第１組 初級槍術（７人）
　13:00～13:18
第２組 初級棍術（６人）
　13:18～13:33
男子 南刀［Ａ］	 12分
第１組（４人）
　13:33～13:45
女子 南刀［Ａ］	 6分
第１組（２人）
　13:45～13:51
男子 南刀［Ｂ］	 63分
第１組（10人）
　13:51～14:21
第２組（11人）
　14:21～14:54
女子 南刀［Ｂ］	 6分
第１組（２人）
　14:54～15:00
男子 長拳Ａ短器械	 21分
第１組 刀術（６人）
　15:00～15:18
第２組 剣術（１人）
　15:18～15:21
女子 長拳Ａ短器械	 21分
第１組 剣術（６人）
　15:21～15:39
第２組 刀術（１人）
　15:39～15:42

男子 南棍［Ｂ］	 57分
第１組（９人）
　10:15～10:42
第２組（10人）
　10:42～11:12
女子 南棍［Ｂ］	 6分
第１組（２人）
　11:12～11:18
男子 長拳A長器械	 30分
第１組 棍術（９人）
　11:18～11:45
第２組 槍術（１人）
　11:45～11:48
女子 長拳A長器械	 6分
第１組 槍術（１人）
　11:48～11:51
第２組 棍術（１人）
　11:51～11:54

休憩11:54～13:00

男子 長拳Ｂ長器械	 102分
第１組 棍術（13人）
　13:00～13:39
第２組 棍術（13人）
　13:39～14:18
第３組 槍術（８人）
　14:18～14:42
女子 初級短器械	 53分
第１組 初級剣術（13人）
　14:42～15:15
第２組 初級刀術（８人）
　15:15～15:35

第１コート 第２コート 第３コート 第４コート


