公益社団法人日本武術太極拳連盟
日 程
４月３（土）～４日（日）
４月５（月）～７日（水）

事 業 名

２０２１年度（令和３年度）主要事業日程

認定試験・検定試験
４段位昇段 前期審査会 東京１次
４段位昇段 前期審査会 東京２次

【中止】４月１０（土）～１１日（日） 第29回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会

４月１０（土）～１１日（日）
４月１７（土）～１８日（日）
４月１７（土）～１８日（日）
４月１７（土）～１８日（日）
４月１７（土）～１８日（日）
４月１９（月）～２１日（水）
４月２０（火）～２１日（水）
４月２１（水）～２２日（木）
４月２４日（土）
４月２６日（月）
４月２９日（木祝）
５月１（土）～２日（日）
５月１（土）～２日（日）
５月２日（日）
５月２日（日）
５月４日（火祝）
５月４日（火祝）
５月６日（木）
５月８日（土）
５月１０日（月）
５月１２日（水）
５月８（土）～９日（日）
５月８（土）～９日（日）
５月８（土）～９日（日）

公認太極拳Ｃ級指導員認定 盛岡
公認太極拳B級指導員認定 福岡
公認太極拳Ｃ級指導員認定 埼玉
公認太極拳Ｃ級指導員認定 名古屋
４段位昇段 前期審査会 大阪１次
４段位昇段 前期審査会 大阪２次
４段位昇段中央研修会 中国Ｂ
公認太極拳A級指導員認定 東京①
公認太極拳A級指導員認定 東京②
公認太極拳B級指導員認定 大阪②
公認太極拳B級指導員認定 名古屋
公認太極拳C級指導員認定 福岡
公認太極拳B級指導員認定 東京
公認太極拳B級指導員認定 大阪①
公認太極拳C級指導員認定 東京
公認太極拳C級指導員認定 大阪①
公認太極拳C級指導員認定 大阪②
公認太極拳A級指導員認定 大阪①
公認太極拳A級指導員認定 大阪②
公認太極拳A級指導員認定 大阪③
公認太極拳Ｂ級指導員認定 仙台
公認太極拳C級指導員認定 岡山
公認太極拳C級指導員認定 高松

【中止】５月１５（土）～１６日（日）
【中止】５月１８（火）～１９日（水）
【中止】５月２２（土）～２４日（月）

４段位昇段中央研修会 東京①

５月２５（火）～２６日（水）
５月２５（火）～２６日（水）
５月２５（火）～２６日（水）

４段位昇段中央研修会 東北・北海道Ｂ
４段位昇段中央研修会 東海・北陸Ｂ
４段位昇段中央研修会 四国Ｂ

【中止】５月２９（土）～３０日（日）

６月８（火）～９日（水）

４段位昇段中央研修会 大阪①

【中止】６月１２（土）～１４日（月）

【延期】６月１９日（土）

第10回定時社員総会
【中止】６月２５（金）～２７日（日） 第38回全日本武術太極拳選手権大会
７月３（土）～４日（日）
７月６（火）～７日（水）
７月１３（火）～１４日（水）
７月１７（土）～１８日（日）
７月１７（土）～１９日（月）
８月上旬(予定)
長拳ＢＣ級指導員認定事業
８月１７（火）～１８日（水）
＜2021年夏季ワールドユニバーシティゲームズ＞
【2022年以降に延期】

４段位昇段中央研修会 東京②
４段位昇段中央研修会 九州・沖縄Ｂ
３段４段受験対策講習会 名古屋
長拳ＢＣ級指導員認定事業
４段位昇段中央研修会 大阪②

2021年3月19日/第115回理事会承認 6月18日改訂
実施場所（ＴＣ＝トレーニングセンター）
東西ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ事業
東京ＴＣ
東京ＴＣ
大阪府熊取町「ひまわりドーム」
盛岡市・ｱｲｰﾅいわて県民情報交流センター

福岡市・ももち文化センター
埼玉県県民活動総合センター
名古屋・愛知県武道館
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ
東京ＴＣ
岡山市総合文化体育館
東京ＴＣ
東京ＴＣ
大阪ＴＣ
名古屋・愛知県武道館
福岡市・ももち文化センター
東京ＴＣ
大阪ＴＣ
東京ＴＣ
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ

３段・４段セミナー①

トークネットホール仙台

岡山市総合文化体育館
高松市総合体育館
東京ＴＣ
東京ＴＣ
東京ＴＣ
トークネットホール仙台
名古屋・愛知県武道館
高松市香川総合体育館
東京ＴＣ
大阪ＴＣ
東京ＴＣ
東京ＴＣ
宮城・カメイアリーナ仙台
東京ＴＣ
東京ＴＣ
アクシオン福岡
名古屋・愛知県武道館
大阪ＴＣ
東京ＴＣ
大阪ＴＣ
中国・成都
東京ＴＣ
東京ＴＣ
仙台市中小企業活性化センター
トークネットホール仙台
高松市総合体育館
高松市総合体育館
東京ＴＣ
東京ＴＣ
岡山市総合文化体育館
東京ＴＣ
東京ＴＣ
東京ＴＣ
三重・ヤマモリ体育館（桑名市体育館)
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ
福岡市内
福岡市内
埼玉県立武道館
東京ＴＣ
東京ＴＣ
東京ＴＣ
福島県喜多方市
東京ＴＣ
大阪ＴＣ
大阪ＴＣ
東京ＴＣ
全国
東京ＴＣ
下呂交流会館アクティブ
福岡市内
大阪ＴＣ
中国・汕頭
大阪ＴＣ
名古屋・愛知県武道館
全国５会場
トークネットホール仙台
東京ＴＣ
岡山市総合文化体育館
高松市総合体育館

【追加】８月２１（土）～２２日（日）
３段４段受験対策講習会 東京③
８月２４（火）～２５日（水）
８月２８（土）～２９日（日）
４段受験対策講習会 仙台
８月２８（土）～２９日（日）
３段受験対策講習会 仙台
８月２８（土）～２９日（日）
４段受験対策講習会 高松
８月２８（土）～２９日（日）
３段受験対策講習会 高松
８月２８（土）～２９日（日）
３段４段受験対策講習会 東京①
８月３０（月）～３１日（火）
３段４段受験対策講習会 東京②
９月４（土）～５日（日）
３段４段受験対策講習会 岡山
９月７（火）～８日（水）
４段位昇段中央研修会 東京③
９月１０日(金)
常任講師研修会議
９月１１（土）～１２日（日）
日本連盟講師研修会（１）
第76回国民体育大会 三重とこわか国体
９月１８（土）～１９日（日）
９月１８（土）～１９日（日）
３段４段受験対策講習会 大阪①
９月２０（月祝）～２１日（火）
３段４段受験対策講習会 大阪②
９月２２（水）～２３日（木祝）
３段４段受験対策講習会 大阪③
９月１９（日）～２０日（月祝）
３段受験対策講習会 福岡
９月２５（土）～２６日（日）
４段受験対策講習会 福岡
９月２５（土）～２６日（日）
３段４段受験対策講習会 埼玉
９月２５（土）～２７日（月）
４段位昇段 後期審査会 北南関東Ｂ・１次
１０月２（土）～３日（日）
４段位昇段 後期審査会 北南関東Ｂ・２次
１０月４（月）～６日（水）
＜第１７回喜多方市太極拳フェスティバル＞
１０月２日（土）
１０月９（土）～１１日（月祝）
１０月９（土）～１０日（日）
４段位昇段 後期審査会 近畿Ｂ・１次
１０月１１（月祝）～１３日（水）
４段位昇段 後期審査会 近畿Ｂ・２次
１０月２３（土）～２４日（日）
１０月２３日(土)～１月９日(日) 太極拳初段～３段検定事業
太極拳初段～３段検定事業
１０月２６（火）～２７日（水）
第33回全国健康福祉祭 ねんりんピック岐阜
１０月３１日（日）
１１月６（土）～７日（日）
４段位昇段 後期審査会 九州・沖縄Ｂ
１１月６（土）～７日（日）
＜１１月２０～２８日(予定)＞ ＜第３回アジアユースゲームズ＞
１１月２３（火祝）～２４日（水）
４段位昇段中央研修会 大阪③
１１月２７（土）～２８日（日）
４段位昇段 後期審査会 東海・北陸Ｂ
１２月～３月
長拳初段～２級技能検定事業
長拳初段～２級技能検定事業
４段位昇段 後期審査会 東北・北海道Ｂ
１２月４（土）～５日（日）
１２月７（火）～８日（水）
４段位昇段中央研修会 東京④
１２月１１（土）～１２日（日）
４段位昇段 後期審査会 中国B
１２月１１（土）～１２日（日）
４段位昇段 後期審査会 四国B
２０２２年
１月１８（火）～１９日（水）
東京ＴＣ
第57回定例総会/都道府県連盟代表者会議
１月２２日（土）
東京ＴＣ
１月２５（火）～２６日（水）
４段位昇段中央研修会 大阪④
大阪ＴＣ
１月２９（土）～３０日（日）
東京ＴＣ
２月５（土）～６日（日）
第１９期全国審判員研修会（東京）
東京ＴＣ
２月２２（火）～２３日（水祝）
４段位昇段中央研修会 東京⑤
東京ＴＣ
２月２６（土）～２８日（月）
東京ＴＣ
２月２６（土）～２７日（日）
第１９期全国審判員研修会（大阪）
大阪ＴＣ
３月５（土）～６日（日）
大阪ＴＣ
３月８（火）～９日（水）
４段位昇段中央研修会 大阪⑤
大阪ＴＣ
３月１１日(金)
常任講師研修会議
東京ＴＣ
３月１２（土）～１３日（日）
日本連盟講師研修会（２）
東京ＴＣ
３月１５（火）～１６日（水）
東京ＴＣ
３月１９（土）～２１日（月祝）
東京ＴＣ
３月２６（土）～２７日（日）
東京ＴＣ
注１．2021年度太極拳公認普及指導員認定は、5月9日（日）～6月13日（日）の期間の土・日曜日に、都道府県連盟が主管して実施する
注２・春季、冬季の強化合宿は中止
注３・2021年開催予定および2020年から延期となった国際大会（選手権、伝統武術）は日程未定

３段特別講習会①
２段特別講習会①

東京・推手特別講習会①
４段特別講習会①

３段特別講習会②

４段特別講習会・大阪

３段・４段セミナー②

４段特別講習会②

２段特別講習会②

東京・推手特別講習会②
３段・４段セミナー③

大阪・推手特別講習会①

３段・４段セミナー④

東京・推手特別講習会③

３段特別講習会③
大阪・推手特別講習会②

３段・４段セミナー⑤
４段特別講習会③
東京・推手特別講習会④

