
競技日程表
４月７日（土）

第15回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
2007年全日本武術太極拳競技大会

9：15

9：30

男子 長拳Ａ 28人
第１組（９人）

9:30～ 9:57
第２組（９人）

9:57～10:24
第３組（10人）
10:24～10:54
女子 長拳Ａ ７人
第１組（７人）
10:54～11:15
男子 長拳Ａ短器械 19人
第１組 剣術（４人）
11:15～11:27
第２組 刀術（７人）
11:27～11:48
第３組 刀術（８人）
11:48～12:12
休憩 12:12～13:00

女子 長拳Ａ短器械 ６人
第１組 剣術（５人）
13:00～13:15
第２組 刀術（１人）
13:15～13:18
男子 長拳Ａ長器械 17人
第１組 棍術（13人）
13:18～13:57
第２組 槍術（４人）
13:57～14:09
女子 長拳Ａ長器械 ５人
第１組 棍術（１人）
14:09～14:12
第２組 槍術（４人）
14:12～14:24

全日本競技大会
自選難度部門
器械種目

15:00～17:00
男子太極剣　４人
女子太極剣　３人
男子南刀　　４人
女子南刀　　２人
男子刀術　　６人
女子剣術　　３人

閉会式
（17:30～18:00）

男子 ジュニア太極拳１ ８人
第１組（３セット）

9:30～ 9:46
女子 ジュニア太極拳１ 17人
第１組（９セット）

9:46～10:22
男子 ジュニア太極拳２ ６人
第１組（３セット）
10:22～10:34
女子 ジュニア太極拳２ 16人
第１組（８セット）
10:34～11:06
男子 24式太極拳 ７人
第１組（４セット）
11:06～11:38
休憩 11:38～12:30

女子 24式太極拳 16人
第１組（８セット）
12:30～13:34
男子 総合太極拳 ２人
第１組（１セット）
13:34～13:42
女子 総合太極拳 ６人
第１組（３セット）
13:42～14:06

男子 少年長拳 61人
第１組（10人）

9:30～10:00
第２組（10人）
10:00～10:30
第３組（10人）
10:30～11:00
第４組（10人）
11:00～11:30
第５組（10人）
11:30～12:00
第６組（11人）
11:30～12:33
休憩 12:33～13:25

男子 初級短器械 43人
第１組 初級剣術（２人）
13:25～13:30
第２組 初級刀術（10人）
13:30～13:55
第３組 初級刀術（10人）
13:55～14:20
第４組 初級刀術（10人）
14:20～14:45
第５組　初級刀術（11人）
14:45～15:13
男子 初級長器械 49人
第１組 初級棍術（９人）
15:13～15:36
第２組 初級棍術（９人）
15:36～15:59
第３組 初級棍術（９人）
15:59～16:22
第４組　初級棍術（10人）
16:22～16:47
第５組　初級棍術（10人）
16:47～17:12
第６組 初級槍術（２人）
17:12～17:17

女子 少年長拳 46人
第１組（９人）

9:30～ 9:57
第２組（９人）

9:57～10:24
第３組（９人）
10:24～10:51
第４組（９人）
10:51～11:18
第５組（10人）
11:18～11:48
休憩 11:48～12:40

女子 初級短器械 37人
第１組 初級剣術（10人）
12:40～13:05
第２組 初級剣術（10人）
13:05～13:30
第３組 初級剣術（12人）
13:30～14:00
第４組 初級刀術（５人）
14:00～14:13

第１コート 第２コート 第３コート 第４コート

開場　選手受付

開会式
競技開始

注：競技日程表４月８日（日）の網掛けした種目と，
４月７日（土）の自選難度競技器械種目が全日本競
技大会の競技種目です。網掛けのない種目は，８
日（日）に実施される種目も含めて，ＪＯＣジュニ
アカップ大会の種目です。長拳Ａなど，ジュニア
カップ大会と全日本競技大会で同じ名称の種目に
ついては混同しないようご注意ください。

第１コート15:00からの自選難度（器械）競技以外はすべてジュニア大会種目



４月８日（日）

9：15

9：30

男子 長拳Ａ 16人
第１組（８人）

9:30～ 9:54
第２組（８人）

9:54～10:18
女子 長拳Ａ ６人
第１組（６人）
10:18～10:36
男子 南拳 ９人
第１組（９人）
10:36～11:03
女子 南拳 １人
第１組（１人）
11:03～11:06
男子 刀術Ａ ６人
第１組（６人）
11:06～11:24
男子 剣術Ａ ５人
第１組（５人）
11:24～11:39
女子 刀術Ａ ２人
第１組（２人）
11:39～11:45
女子 剣術Ａ １人
第１組（１人）
11:45～11:48
男子 南刀 ７人
第１組（７人）
11:48～12:09
女子 南刀 １人
第１組（１人）
12:09～12:12
休憩 12:12～13:00

男子 棍術Ａ ８人
第１組（８人）
13:00～13:24
男子 槍術Ａ ５人
第１組（５人）
13:24～13:39
女子 棍術Ａ １人
第１組（１人）
13:39～13:42
女子 槍術Ａ １人
第１組（１人）
13:42～13:45
男子 南棍 ８人
第１組（８人）
13:45～14:09
女子 南棍 １人
第１組（１人）
14:09～14:12

自選難度部門
（126分）
14:30～16:45
男子太極拳　４人
女子太極拳　４人
男子南拳　　５人
女子南拳　　２人
男子長拳　　７人
女子長拳　　３人
閉会式
（17:00～17:30）

男子 24式太極拳 ７人
第１組（４セット）

9:30～10:02
女子 24式太極拳 ５人
第１組（３セット）
10:02～10:26
男子 総合太極拳Ｃ ８人
第１組（４セット）
10:26～10:58
女子 総合太極拳Ｃ 16人
第１組（８セット）
10:58～12:02
休憩 12:02～13:00

男子 42式太極剣Ｃ ６人
第１組（３セット）
13:00～13:18
女子 42式太極剣Ｃ ８人
第１組（４セット）
13:18～13:42

ジュニア男子 南拳 11人
第１組（11人）

9:30～10:03
ジュニア女子 南拳 ６人
第１組（６人）
10:03～10:21
ジュニア男子 南刀 ９人
第１組（９人）
10:21～10:48
ジュニア女子 南刀 ６人
第１組（６人）
10:48～11:06
ジュニア男子 南棍 ９人
第１組（９人）
11:06～11:33
ジュニア女子 南棍 ６人
第１組（６人）
11:33～11:51

休憩 11:51～12:40

ジュニア女子 初級長器械
38人

第１組 初級棍術（12人）
12:40～13:10
第２組 初級槍術（13人）
13:10～13:43
第３組 初級槍術（13人）
13:43～14:16

ジュニア男子 中学生長拳 ９人
第１組（５セット）

9:30～ 9:43
ジュニア女子 中学生長拳 10人
第１組（５セット）

9:43～ 9:56
ジュニア男子 初級長拳 46人
第１組（７セット）

9:56～10:14
第２組（８セット）
10:14～10:34
第３組（８セット）
10:34～10:54

ジュニア女子 初級長拳 44人
第１組（７セット）
10:54～11:12
第２組（７セット）
11:12～11:30
第３組（８セット）
11:30～11:50

ジュニア男子 初級南拳 10人
第１組（10人）
11:50～12:20

ジュニア女子 初級南拳 ３人
第１組（３人）
12:20～12:29

第１コート 第２コート 第３コート 第４コート

開場　選手受付
開会式
競技開始

愛知県武道館
〒455－0078 愛知県名古屋市港区丸池町１－１－４

ＴＥＬ（052）654－8541（代表）
■交通（名古屋駅から）
＜バス利用＞
名鉄バスセンター３階②番乗場
｢サンビーチ日光川｣
｢名四経由長島温泉｣行き
｢武道館前｣下車（約30分）
＜鉄道利用＞
あおなみ線｢金城埠頭｣行き
｢名古屋競馬場前｣下車（約12分）
下車後東へ徒歩15分

第１・第２コートの競技はすべて全日本競技大会、第３・第４コートの競技はすべてジュニア大会種目


