
競技日程表
  4 月 2 日（土）

第19回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会

本誌定期
購　読　の
おすすめ

●日本連盟機関誌『武術太極拳』は，年間購読料2,400円（送料・税込）で，
月１回（毎月10日）発行しています。

●新規お申込みの場合はお近くの郵便局に備付けの郵便振替用紙の※印欄
に，下記の通りそれぞれ記入して下さい。

　　　口座番号……00190−４−180187　金額……2,400円
　　　加入者名……社団法人日本武術太極拳連盟
●払込人住所氏名欄を記入し，通信欄に○年○月号より購読希望と必ず明

記のうえお申込み下さい。

9：45
10：00

開場　選手受付

開会式
競技開始

	 81人
第１組（10セット）
　10:00～10:30
第２組（10セット）
　10:30～11:00
第３組（10セット）
　11:00～11:30
第４組（11セット）
　11:30～12:03

休憩12:03～13:00

	 36人
第１組　剣術（10人）
　13:00～13:30
第２組　剣術（10人）
　13:30～14:00
第３組　剣術（11人）
　14:00～14:33
第４組　刀術（５人）
　14:33～14:48

	 17人
第１組（８人）
　14:50～15:14
第２組（９人）
　15:14～15:41

	 14人
第１組（７セット）
　10:00～10:35
	 22人
第１組（11セット）
　10:35～11:30

休憩11:30～12:30

	 ７人
第１組（４セット）
　12:30～12:50
	 ９人
第１組（５セット）
　12:50～13:15

	 ８人
第１組（４セット）
　13:15～13:47

	 18人
第１組（９セット）
　13:48～15:00

	 44人
第１組（11人）
　10:00～10:33
第２組（11人）
　10:33～11:06
第３組（11人）
　11:06～11:39
第４組（11人）
　11:39～12:12

休憩12:12～13:10

	 23人
第１組（11人）
　13:10～13:43
第２組（12人）
　13:43～14:19
	 ５人
第１組（５人）
　14:20～14:35
	 ４人
第１組（４人）
　14:35～14:47
	 ９人
第１組（９人）
　14:47～15:14
	 ３人
第１組（３人）
　15:14～15:23

	 46人
第１組（11人）
　10:00～10:33
第２組（11人）
　10:33～11:06
第３組（12人）
　11:06～11:42
第４組（12人）
　11:42～12:18

休憩12:18～13:10

	 33人
第１組　初級剣術（６人）
　13:10～13:25
第２組　初級刀術（９人）
　13:25～13:48
第３組　初級刀術（９人）
　13:48～14:11
第４組　初級刀術（９人）
　14:11～14:34
	 26人
第１組　初級棍術（12人）
　14:35～15:05
第２組　初級棍術（12人）
　15:05～15:35
第３組　初級槍術（２人）
　15:35～15:40

第１コート 第２コート 第３コート 第４コート

男子　初級長拳 男子 ジュニア太極拳１ 男子　長拳Ｂ 女子　長拳Ｂ

男子　初級短器械男子　長拳Ａ

男子　南刀Ａ

女子　南刀Ａ

男子　南拳Ｂ

女子　南拳Ｂ

女子 ジュニア太極拳１

男子 ジュニア太極拳２

女子 ジュニア太極拳２

男子　24式太極拳

女子　24式太極拳

女子　長拳Ｂ短器械

女子　長拳Ａ
男子　初級長器械



  4 月 3 日（日）

9：45

15：40

開場　選手受付

競技開始

	 17人
第１組　剣術（５人）
　	9:45～10:00
第２組　刀術（12人）
　10:00～10:36
	 56人
第１組（９セット）
　10:36～11:03
第２組（９セット）
　11:03～11:30
第３組（10セット）
　11:30～12:00

休憩12:00～13:00

	 35人
第１組　剣術（７人）
　13:00～13:21
第２組　刀術（９人）
　13:21～13:48
第３組　刀術（９人）
　13:48～14:15
第４組　刀術（10人）
　14:15～14:45

閉会式

	 ５人
第１組（３セット）
　	9:45～10:09
	 10人
第１組（５セット）
　10:09～10:49
	 ５人
第１組（３セット）
　10:49～11:07
	 14人
第１組（７セット）
　11:07～11:49
	 ５人
第１組（３セット）
　11:49～12:07
	 ９人
第１組（５セット）
　12:07～12:37

	 30人
第１組　槍術（５人）
　	9:45～10:00
第２組　棍術（12人）
　10:00～10:36
第３組　棍術（13人）
　10:36～11:15
	 29人
第１組　棍術（４人）
　11:15～11:27
第２組　槍術（12人）
　11:27～12:03
第３組　槍術（13人）
　12:03～12:42

休憩12:42～13:40

	 19人
第１組　初級剣術（９人）
　13:40～14:03
第２組　初級剣術（９人）
　14:03～14:26
第３組　初級刀術（１人）
　14:26～14:29

	 21人
第１組　初級棍術（13人）
　14:29～15:02
第２組　初級槍術（８人）
　15:02～15:22

	 ５人
第１組（５人）
　	9:45～10:00
	 ４人
第１組（４人）
　10:00～10:12
	 ９人
第１組（９人）
　10:12～10:39
	 ２人
第１組（２人）
　10:39～10:45
	 14人
第１組　剣術（14人）
　10:45～11:27
	 19人
第１組　棍術（13人）
　11:27～12:06
第２組　槍術（６人）
　12:06～12:24

休憩12:24～13:20

	 ５人
第１組（５人）
　13:20～13:35
	 ４人
第１組（４人）
　13:35～13:47
	 15人
第１組　棍術（３人）
　13:47～13:56
第２組　槍術（12人）
　13:56～14:26

第１コート 第２コート 第３コート 第４コート

男子　長拳Ａ短器械 男子　総合太極拳 男子　長拳Ｂ長器械

女子　長拳Ｂ短器械

男子　南拳Ａ

女子　南拳Ａ

男子　南刀Ｂ

女子　南刀Ｂ

男子　南棍

女子　南棍

女子　長拳Ａ長器械

女子　長拳Ａ短器械

男子　長拳Ａ長器械

女子　総合太極拳

男子　32式太極剣

女子　32式太極剣

男子　42式太極剣

女子　42式太極剣

女子　初級長拳

第28回全日本武術太極拳選手権大会
2011年 ７ 月 8 日（金）・ 9 日（土）・10日（日）

東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷）

男子	長拳Ｂ短器械

女子　初級短器械

女子　初級長器械




