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増井 白子 水永アツ子
吉田 信子
30都道府県連盟

268人

東方スポーツセンター体育館の天井には大型モニターが設
置されている。交流大会開会式から

「太極拳名家講座」の「楊式・48式太極拳」講座の模様。
熱心に耳を傾ける日本代表団団員

日本の参加者を代表して外灘の特設ステージ上で集団演武
を行った福島県武術太極拳連盟の遠藤淑子理事長ら会員６人

韓国の24式太極拳集団演武チーム
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