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今号の内容（NO.302）　CONTENTS

　（公社）日本武術太極拳連盟は「2015年　第23回JOC
ジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」を2015
年４月25日（土）～26日（日）に神奈川県藤沢市・県
立体育センター体育館で開催する。（公財）日本オリ
ンピック委員会（JOC），文部科学省，（公財）日本体
育協会，アジア武術連盟，神奈川県，藤沢市などの後
援（予定）。神奈川県武術太極拳連盟（矢島孝一郎理
事長）が主管団体として大会運営にあたる。

今回からＡ組・Ｂ組に計５つの新種目を導入

　本年度大会から新たな種目としてＡ組（16～18歳）
の「国際第三套路種目（太極拳・南拳・長拳）」，Ｂ組

（13～15歳）の「総合太極拳・42式太極剣」が加えら
れた。これらは2013年度から正式な国際大会（世界選

手権大会，アジア選手権大会）種目となっていること
から国内大会への導入を推し進めてきた。第三套路（太
極拳・南拳・長拳）はいずれも「難度動作」が取り入
れられたものとなっている。
　本大会は2015年８月に中国・内モンゴル自治区で開
催予定の「第８回アジアジュニア武術選手権大会」の
日本代表候補選手選考を兼ねている。最終的な代表決
定は６月に実施される選考会で行う。
　出場申請についてはＢ組の新種目は従来と変わらな
いが，Ａ組の新種目である「国際第三套路種目」につ
いては，出場申込書と併せて「国際第三套路種目エン
トリー申請書」の提出が義務付けられる。
　出場申込書の提出期限は2015年１月30日（金）。
　６頁に同大会開催要綱を掲載する。

「第23回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」
2015年４月25日（土）・26日（日）神奈川県藤沢市（県立体育センター）で

新種目＝Ａ組（太極拳・南拳・長拳）と
Ｂ組（総合太極拳・42式太極剣）を含む25種目，男女計50種目を実施

出場申込期限＝2015年１月30日（金）
「第８回アジアジュニア武術選手権大会」日本代表候補選手選考会
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合格率は１次＝70.73%，２次＝29.37%
　公益社団法人日本武術太極拳連盟は太極拳技能検定

（段級位制度）の最高段位である「４段位」の昇段審
査会を「４段位授与規程」に基づいて2012年12月から
始めてきた。
　今年４月に行われた2014年度前期４段位審査会に続
いて，10月に2014年度後期４段位審査会が東京と大阪
で実施され，このほど審査結果が発表された。
　審査会は10月７～10日の東京会場①②③④（日本連

盟本部研修センター）と10月21～24日の大阪会場①②
③④（大阪トレーニングセンター）で行われ，東京，
大阪とも初日に１次審査会を，続く３日間で２次審査
会を実施した。
　１次試験の受審者数は東京①が63人，大阪①が101
人の計164人。そのうち合格者は東京①が44人と大阪
①が72人の計116人。合格率は70. 73％であった。
　２次試験の状況は東京②③④合わせて162人が受審，
うち52人が合格。大阪②③④の３会場では124人が受
審し，うち32人が合格した。東京，大阪合わせて84人
の２次試験合格者＝４段位取得者が新たに誕生した。
　これで４段位取得者は2012年末から現在までで合計
196人となった。
　日本連盟は審査の合否結果を10月30日付で受審者本
人に送付するとともに10月31日付で第１次昇段審査と
第２次昇段審査の受審対象者に実施規程・審査申請書
を送付した。
　来年度（2015年度）前期の４段位昇段審査会は４月
に東京・大阪で実施する。日程は本誌Ｐ11の「2015年
度４段位昇段中央研修会・審査会・ブロック講習会実
施日程」を参照されたい。

４段位昇段審査会（第２次審査会）東京③
（10月9日／本部研修センター）の開始式

東京・大阪で「2014年度後期 太極拳４段位昇段審査会」終了
１次審査２会場で164人が受審，うち116人合格　２次審査６会場で受審者286人中84人が合格

４段位取得者はこれで計196人に
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　９月19日から韓国・仁川（インチョン）で開かれ，
45の国・地域の13000人が36競技・439種目に出場した

「第17回アジア競技大会」が10月４日閉幕した。
　正式競技として実施された武術には日本代表６人が
参加した。男子＝市来崎大祐（長拳），中田光紀（南拳・
南棍総合），関屋賢大（太極拳・太極剣総合），女子＝
山口啓子（剣術・槍術総合），小島恵梨香（南拳・南刀
総合），内田愛（太極拳・太極剣総合）の各選手。

　市来崎選手が長拳で銅メダルを獲得。アジア大会全
体で日本勢最初のメダルとして注目を浴びた。女子太
極拳・太極剣複合では内田選手が３位に食い込んだ。
　選手団監督は谷川大日本連盟選手強化委員長。コー
チとして前東篤子同副委員長，孫建明同ヘッドコーチ
が参加した。帯同審判員として及川佳織国際審判員が
派遣された。日本連盟からアジア大会役員として石原
泰彦，川崎雅雄両常務理事が参加した。

男子長拳で第３位の市来崎大祐選手。表彰式で 女子太極拳・太極剣総合で銅メダルの内田愛選手

第17回アジア競技大会2014（韓国・仁川市）
武術競技　9月20～24日

市来崎，内田選手が銅メダルを獲得！
アジア最高峰の大会で堂々の成績
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　国際武術連盟（ＩＷＵＦ）主催の「南京2014ユース
武術トーナメント」が８月22～24日，中国南京市高淳
区の高淳体育館で開催され，35カ国・地域からジュニ
アＡ組（16～18歳）の選手100人と関係役員らが参加
した。
　日本からは代表選手団一行６人（谷川大監督，孔祥
東コーチ，大津朝陽選手，薄井花音選手，佐藤実莉以

「南京2014ユース武術トーナメント」終了
8月22～24日／中国南京市高淳体育館　35カ国・地域から選手100人が参加
薄井花音選手が銀メダル（女子太極拳・太極剣総合）獲得！

選手３人と国際武術連盟指名の竹中保仁国際審判員）
が参加した。結果は女子太極拳・太極剣総合で薄井花
音選手（栃木県連盟）が銀メダルを獲得，大津朝陽選
手（大阪府連盟）が男子太極拳・太極剣総合で５位，
佐藤実莉以選手（東京都連盟）が女子剣術・槍術総合
で６位と健闘した。今大会で金銀銅メダルを獲得した
のは23の国・地域。
　同武術トーナメントは国際オリンピック委員会（Ｉ
ＯＣ）の主催により８月16～28日に行われた「第２回
夏季ユースオリンピック大会2014南京」（正式実施競
技は28）と同時期に特別競技として実施されたもの。
　トーナメント会期中，武術競技参観のためにジャッ
ク・ロゲＩＯＣ名誉会長（前会長）とトーマス・バッ
ハＩＯＣ会長が，南京市の中心部から車で２時間あま
りのトーナメント会場の「高淳体育館」に足を運び，
バッハ会長は初日女子長拳の表彰式でプレゼンターを
務めるなどした。
　「バッハ会長が表彰プレゼンターを務めたのは南京
ユース五輪大会を含めて初めてのこと」とバッハ会長
とロゲ名誉会長をトーナメント会場に案内した于再清

女子太極拳・太極剣総合で銀メダルに輝いた薄井花音選
手（後列左）。表彰式でプレゼンターのジャック・ロゲＩ
ＯＣ名誉会長（前列右）とともに
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■　2014年度「第 8期ブロック講師研修会」実施　 7月12～14日	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
■　2014年度「 3段検定受験対策講習会」7月～ 9月全国で実施	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
■　「国際第三套路講習会」開催　 8月 2～ 3日	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
■　「国体コーチ講習会」と「国体選手養成講習会」神戸・東京で開催へ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
■　2014年度太極拳 4段位昇段中央研修会東京②大阪②終了	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
■　「第17回アジア競技大会」日本代表選手が北京で強化合宿　 8月10日～30日	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
■　「南京2014ユース五輪武術トーナメント」日本代表選手団現地へ出発	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
■　第15期公認審判員登録者名簿	・・		6　■　第 6回世界伝統武術フェスティバル　10月23～30日，実施要綱など	・・	10
■　文部科学省「スポーツ功労者顕彰」「国際大会優秀者表彰」日本連盟から11人の選手・コーチが受章	・・・・	16
■　喜多方市「第11回太極拳フェスティバル」9月27日開催へ	・・・・・・・・・・	17　■　地方の大会	 ・・・・・・・・・・	18
■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・・・・	20　■　本部研修センター事業「特別講習会」	 ・・・・・・・・・・・・・・・・	22
■　新訂版DVD教材「二十四式太極拳」「三十二式太極剣」販売開始	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24

今号の内容（NO.298）　CONTENTS

　日本連盟の太極拳技能検定は最高段位を３段位とし
て，1995年から実施されてきた。一昨年度（2012年度）
には，「４段位授与規程」等の関連諸規程が定められて，

「４段位昇段中央研修会，ブロック講習会」が，一昨年
12月から始まった。今年度後期の４段位昇段審査会は
東京（10月７～10日・本部研修センター），大阪（10月
21～24日・大阪武術太極拳トレーニングセンター）で
実施される。いずれも初日に１次審査を行い，２次審
査は２～４日目に行われる。７月７日に「2014年度後
期４段位昇段審査会」受審受付が締め切られ，この時
点で，１次・２次合わせて469人の審査申し込みがあっ
た。受審申し込み人数は以下のとおり。１次審査：東
京①10月７日＝67人，２次審査：東京②10月８日＝65
人，東京③10月９日＝56人，東京④10月10日＝46人，
１次審査：大阪①10月21日＝108人，２次審査：大阪
②10月22日＝49人，大阪③10月23日＝43人，大阪④10
月24日＝35人。８月31日の納付期限までに審査費用を
納付した人に「昇段審査受験票」が送付される。

　６月21日に開かれた第３回定
時社員総会で役員改選議案とし
て提出された理事・監事名簿が
満場一致で承認され，その直後
の理事会で専務理事に岡﨑温氏
が選出された。岡﨑氏は1987年
の日本連盟成立時から現在まで
常務理事として運営に携わって
きた。
　岡﨑専務理事は「日本連盟の
発展と，武術太極拳の発展と向
上に尽くしたい。当面の目標はオリンピックでの武術
太極拳競技の正式競技化を目指すことと，国体公開競
技として５年後から４年間実施される武術太極拳競技
の成功です」と新任の抱負を話した。
　1946年生まれ。愛知県武術太極拳連盟副会長・専務
理事，国際武術連盟市場開拓委員会委員，アジア武術
連盟秘書処主任。（公社）日中友好協会理事長。

2014年度後期太極拳４段位昇段審査会
10月に東京と大阪で実施

　　東京＝10月7～10日　大阪＝10月21～24日
初日に第1次審査，続く3日間で第2次審査　　

岡﨑　温
（おかざき・ゆたか）
日本連盟専務理事

日本連盟専務理事に岡﨑温氏が就任
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■　第31回全日本武術太極拳選手権大会終了！！ 7月 4～ 6日　東京体育館	・・・・		2　■　入賞者成績	・・・・			5
■　第17回アジア競技大会（韓国・仁川／ 9月）日本代表選手 6人が決定
　　　　南京ユース五輪（中国・南京／ 8月）日本代表選手 3人が強化合宿	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
■　ジュニアＡ組「国際第三套路講習会」終了　・本部研修センター・ 6月 7～ 8日	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
■　2014年度「本部研修会（1）」実施　本部研修センター・ 6月14～16日	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
■　（公社）日本武術太極拳連盟「第86回理事会」「第 3回定時社員総会」
　　　「第20回太極拳中央技能検定委員会全体会議」開催　四谷・プラザエフ　 6月21日	 ・・・・・・・・・・・・・・・	14
■　太極拳のまち・喜多方市で「太極拳ゆったり体操サポーター講習会」終了　 6月28日	・・・・・・・・・・・・・・・	26
■　「第20回シルバー太極拳近畿交流大会」奈良県で開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・	28　■　大会告知／２段・３段　一次試験実施案内	・・・	31
■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・	32　■　本部研修センター事業「特別講習会」開催案内	 ・・・・・・・・・・・・	34
■　新訂版ＤＶＤ教材「二十四式太極拳」「三十二式太極剣」販売開始	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36

今号の内容（NO.297）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟は６月21日，東
京・四谷の主婦会館・プラザエフで第86回理事会およ
び第３回定時社員総会を開催した。総会では2013年度
事業報告・決算報告の承認と２年に一度の役員改選を
行い，新会長に村岡久平氏を選出した。
　今回の役員改選で選出された日本連盟理事・監事19
人のうち新任は岩元克雄氏，宮本知次氏，渡部健一氏
の３人。
　役員の任期は今回総会開催日の2014年６月21日から
2016年６月定時社員総会開催日まで。
　村岡久平新会長（４代目）は副会長・専務理事とし

て草創期から長年にわたり日
本連盟の運営に携わってきた。
現在，アジア武術連盟事務総
長，公益社団法人日中友好協
会名誉副会長。
　2006年６月から４期（８年）
務めた二階俊博前会長は名誉
会長に就任した。日本連盟初
代会長は藤波孝生氏，第２代会長は加藤六月氏。
　理事会・総会の詳細と日本連盟役員名簿は14・15ペ
ージに掲載する。

日本武術太極拳連盟会長に村岡久平氏が就任
― ６月21日の第３回定時社員総会で事業報告・決算報告・

役員改選等を承認，新任 3人を含む理事・監事19人を選出―

公益社団法人

村岡久平日本連盟会長

◀雨の中，大会初日の開場を待つ選手，来場者たち。
　会場の東京体育館前。７月４日

NHKBS１で大会ハイライトを放映
７月13日（日）正午12：00から12：50まで

第31回全日本武術太極拳選手権大会終了
７月４～６日
東 京 体 育 館

参加・観客・スタッフ
あわせて20000人以上が参加して
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■　第31回全日本武術太極拳選手権大会まもなく開催 7月 ４～ 6日　東京体育館	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
■　（公社）日本武術太極拳連盟「第85回理事会」を開催	・・・・・・		2　■　201４年度春季強化合宿が終了	・・・・・・		４
■　「第 6回世界伝統フェスティバル」参加募集　実施要綱　10月23～29日　中国・安徽省池州市	 ・・・・・・・・		5
■　201４年度公認太極拳Ａ・Ｂ・Ｃ級指導員認定試験合格者名簿	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8
■　「ねんりんピック栃木201４」10月 5日宇都宮市で開催へ	・・	1４　■　「平安神宮奉納太極拳演武」参加募集	・・	1４
■　孔祥東来日10周年記念表演会「祥雲秀」開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
■　太極拳のまち・喜多方市で「第11回太極拳フェスティバル」9月27日（土）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・	17　■　訃報　竹内重徳岩手県武術太極拳連盟会長	・・・	2４
■　大会告知	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2４　■武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
■　201４年度太極拳 2段（32式太極剣）・ 3段（推手）技能検定試験都道府県第一次試験実施案内	・・・・・・・・・・	27
■　本部研修センター事業201４年度「特別講習会」・一般教室開催案内	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28

今号の内容（NO.296）　CONTENTS

　７月４日（金）～６日（日）の３日間，東京体育館
（東京都渋谷区）で開催される「第31回全日本武術太
極拳選手権大会」には自選難度競技部門を含め個人競
技全37種目に1486人（男子707人，女子779人），団体
競技３種目に63チーム（対練21チーム，集団29チーム，
推手規定套路13チーム）がエントリーした。

「自選難度」出場の指定選手30人から
９月のアジア大会日本代表を選抜

　本大会は９月22～24日に韓国・仁川（インチョン）
市で開かれる「第17回アジア競技大会　武術競技」の
日本代表選手の最終選考を兼ねて行う。
　「自選難度競技部門」には日本連盟選手強化委員会
の指定を受けた強化選手30人が出場して太極拳・南
拳・長拳の徒手種目と器械種目を実施する。うち太極
拳11人（男子６人，女子５人），南拳６人（男子４人，
女子２人），長拳13人（男子７人，女子６人）。今大会
の自選難度競技に出場し，なおかつ４月29日に行われ
た「2014年全日本武術太極拳競技会」に出場した選手

のなかから日本代表を最終選考する。
　アジア競技大会はアジアオリンピック評議会（ＯＣ
Ａ）が主催して４年ごとに開催されるアジア最高峰の
スポーツ大会。
　全日本選手権大会は３日間とも９時45分に競技開始。
参観料は３日間通しで1000円。当日会場入り口で販売
する。大会の模様はＮＨＫBS１で後日全国放映予定。

第31回全日本武術太極拳選手権大会まもなく開催
個人競技37種目に1486人，団体競技に63チームがエントリー

「第17回アジア競技大会　武術競技（韓国・仁川市）」の日本代表選手最終選考

7 月 4 ～ 6 日
東京体育館

昨年の「第30回全日本武術太極拳選手権大会」で行われた
第30回大会記念2４式太極拳集団演武の模様。566人が参加
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■　太極拳 ４段位昇段審査会　 1次審査・2次審査終了　66人の新 ４段が誕生	・・	 	1　昇段審査会合格者名簿	・・		2
■　京都で「第22回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」（４月19・20日）終了	・・		3　大会成績	・・		5
■　「南京201４年ユース五輪武術トーナメント」日本代表選手決定	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		４
■　「201４年全日本武術太極拳競技会」（ ４月29日）盛況のうちに終了	・・・・・・・・・・・・		9　成績	・・・・・・・・・・・・	11
■　「第31回全日本武術太極拳選手権大会」エントリー決定。個人競技1４16人，団体63チーム	・	13　競技日程	・	1４
■　「201４年度 3段検定受験対策講習会」日程・会場決定	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
■　 6 月と 8月に「国際第三套路講習会」	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
■　太極拳 2段（32式太極剣）・ 3段（推手）一次試験実施案内	・・・・・・・・	17　■武術太極拳ガイド	・・・・・・・・	18

今号の内容（NO.295）　CONTENTS

◎合格率は，１次＝76％，２次＝36％
　上級者がレベルアップの成果を示す：
　日本連盟の太極拳技能検定（段級位制度）は最高段
位を３段位として，1995年から実施されてきた。一昨
年度（2012年度）には，「４段位授与規程」等の関連
諸規程が定められて，「４段位昇段中央研修会，ブロ
ック講習会」が，一昨年12月から始められた。
　昨年10月に第１回目の「４段位昇段審査会」が，第
１次審査の受審者を対象にして東京会場①②（本部研
修センター）および大阪会場①②（大阪トレーニング
センター）で実施された。合計298人が受審し，185人
が１次審査に合格した（合格率＝62％）。
　この度は，２回目の４段位昇段試験が，４月８～11
日に東京で，４月15～18日に大阪で実施された。東京，
大阪とも，最初の２日間は１次審査会が，また，続く
２日間は，２次審査会が実施された。
　それぞれの受審者数は；東京①，②，大阪①，②の
４会場で計268人が第１次審査を受審し，そのうち204
人が１次審査合格者となった（合格率76％）。また，
東京③，④と大阪③，④の４会場で，第２次審査を計
183人が受審し，２次審査の合格者は66人（合格率36

％）となった。１次，２次のいずれも，受審者は，昨
年10月の第１回審査会以降，この４月の第２回昇段審
査会に向けて，各地での講習会・ブロック講習会や日
本連盟の中央研修会等を繰り返して受講し，研修を重
ねた結果の高い合格率となった。その結果，66人の２
次審査合格者＝４段位取得者を輩出することができた
もの。
　日本連盟は，2012年11月に，日本連盟「本部研修生」

（第１期，第２期）の46人に対して４段位検定の実習
を繰り返し行ったうえで，認定試験を行い，これらの
本部研修生に４段位資格を先立って付与していた。
　この度は，あらためて66人の４段位取得者が生まれ
たことを喜びたい。
　審査の結果は，４月30日付で受審者本人宛に送付さ
れた。１次審査合格者には，「第２次審査会」（2014年
10月）の案内が同封された。第１次および第２次審査
の不合格者には，10月の審査会の案内とともに，今回
の「審査結果通知表」が同封された。第１次または第
２次審査の技術要求にたいする，個々人の点検結果一
覧表を作成して，今後の指標を示したもの。
　今期の東京・大阪の各４日間の４段位審査会は，日

太極拳４段位昇段審査会
１次審査２６８人，２次審査１８３人　計４５１人が受審

４段位　６６人が誕生‼
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今号の内容（NO.294）　CONTENTS

　国際武術連盟（ＩＷＵＦ）主催の「第５回世界ジュ
ニア武術選手権大会」が３月11日～18日にトルコ・ア
ンタリア市で開催され，50カ国・地域から836人の選
手と関係役員らが参加した。

　今大会套路競技は年齢別（Ａ組＝18～16歳，Ｂ組＝
15～13歳，Ｃ組＝12～７歳）で実施されたが，日本か
らは８月に中国・南京市で開かれる国際オリンピック
委員会主催の「第２回ユースオリンピック・南京2014
武術トーナメント」の予選に照準を合わせて，Ａ組の
選手４人（男女各２人）を派遣した。日本代表チーム
監督・コーチ合わせて６人は19日に帰国した。
　今大会では女子・太極剣で薄井花音選手（栃木県連
盟）が金メダルを獲得した。佐藤実莉以選手（東京都
連盟）が女子剣術，槍術で入賞。男子太極拳と太極剣
で大津朝陽選手（大阪府連盟）が銅メダルを，男子刀
術で金澤慎治選手（兵庫県連盟）が銅メダルを獲得し
た。
　今大会が実質の予選となったユースオリンピック武
術トーナメント出場資格は種目別上位６人となってお
り，出場権獲得選手は後日，国際武術連盟から発表さ
れる。日本チームには竹中保仁国際審判員（兵庫県連
盟）が同行した。

第５回世界ジュニア武術選手権大会
2014.3.11～18 トルコ・アンタリア　50カ国・地域，836人が参加

金１（薄井花音），銅３（大津朝陽：２，金澤慎治）と健闘！

日本代表チーム。右から谷川大監督，金澤慎治選手，大津
朝陽選手，薄井花音選手，佐藤実莉以選手，孔祥東コーチ
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今号の内容（NO.293）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟主催の「第22回Ｊ
ＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」が
４月19日（土）・20日（日）の２日間にわたり，京都市
の島津アリーナ京都（京都府立体育館）で開かれる。
主催：公益社団法人日本武術太極拳連盟，主管：京都
府武術太極拳連盟，後援（予定）：公益財団法人日本オ
リンピック委員会（ＪＯＣ），文部科学省，公益財団法
人日本体育協会，アジア武術連盟，京都府，京都市等，
協賛：太極パートナーズ各社（アシックス，明星食品，
フコク生命，カーシーカシマ，島村運輸倉庫）。
　本大会は国際２大会（世界ジュニア武術選手権大会，

「第22回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」
４月19・20日の２日間　京都市・島津アリーナ京都（京都府立体育館）で開催
Ａ・Ｂ・Ｃ組とその他あわせて男女各20種目にジュニア選手857人がエントリー

アジアジュニア武術選手権大会）と連動した大会とし
てＡ組（16～18歳），Ｂ組（13～15歳），Ｃ組（７～12
歳）の３つの年齢グループの18種目にジュニア太極拳
２，ジュニア太極拳１を加えた20種目，男女計40種目
の個人競技を実施するもので，今年は男子460人（昨
年443人），女子397人（昨年387人）の合計857人（昨
年830人）がエントリーしている。２日間の競技日程
表をＰ23に掲載する。
　大会入場料は多くの人が観戦・応援できるように無
料とした。大会開催要綱は本誌2014年１月号に，エン
トリー数・入賞者数は２月号にそれぞれ掲載した。

大会会場の島津アリーナ京都（京都府立体育館） 昨年の第21回ＪＯＣジュニア大会（尼崎市）



— 1 —

WUSHU TAIJIQUAN 2014.2.10 NO.292

1992年8月7日第3種郵便物認可
2014年2月10日（毎月1回10日発行）

編集・発行
公　　益
社団法人日本武術太極拳連盟
JAPAN WUSHU TAIJIQUAN FEDERATION
〒102-0085  東京都千代田区六番町9

九番館ビル2階
TEL.03（3265）9494　FAX.03（3265）9550
ホームページ　http://www.jwtf.or.jp
Ｅメール　jwtf@jwtf.or.jp
発行人　村 岡 久 平
発行日　2014年2月10日（毎月10日発行）
定　価　1部 200円（年間購読料 2,400円（税・送料込））
　　　　郵便振替　 00190-4-180187

■　第84回理事会・第49回定例総会を開催	・・・・・・・・・・・・・・	 	1　■　2014年度事業計画	・・・・・・・・・・・・・・・		5
■　2014年度主要事業日程	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
■　「第22回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」エントリー数が決定	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
■　第15期全国審判員研修会・試験を東京・佐賀・大阪で実施へ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
■　2014年度公認太極拳Ａ・Ｂ・Ｃ級指導員認定試験の日程	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
■　2013年度「長拳 1・ 2級技能検定」合格者発表	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
■　本部研修センター事業・2014年度「特別講習会」のお知らせ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
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今号の内容（NO.292）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟は１月18日，東
京・四谷の「主婦会館・プラザエフ」で第84回理事会
および第49回定例総会を開催した。
　理事会には日本連盟理事15人，監事２人の計17人が
出席した。
　総会には理事・監事をはじめ，全国の49加盟団体か
ら正会員49人とオブザーバーあわせて87人が出席し
た。理事会に先立ち常務理事会が開かれ，理事会・総
会に続いて全国７ブロックによる第25回都道府県連盟
代表者会議（分科会・全体会議）が開催された。

今年は組織全体の活性化を図るために更に努力を

　第84回理事会は15人の理事と監事２人の出席と専門
委員会委員長３人および事務局から３人の陪席を得て
午前11時に開会。二階俊博会長が欠席のため，議長に
岡﨑温常務理事を選出した。
　議案の審議・承認に入る前に，村岡久平副会長・専
務理事が「新年おめでとうございます。今年も新たな

成果を生む一年にしてまいりましょう」と開会の挨拶
を述べ，2013年下半期の事業活動報告（専務理事報告）
として次のように述べた。
　「日本連盟の中核をなす太極拳と長拳の公認技能検
定制度（段・級位制）は各ブロックで，また中央で順
調に進められており，太極拳では2012年度下半期から
新設した４段位の審査会が着々と実施されている。

第84回理事会・第49回定例総会を開催
― 2014年度事業計画と予算案などを審議・承認 ―

第49回定例総会で開会挨拶を行う村岡久平副会長・専務理事
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　新しい年を迎え，皆さまのご健康とご多幸を祈念い
たします。
　「和を以て貴（とうと）し」とする武徳の精神を発
揚して，努力していく一年にしていきましょう。
　昨秋の第12回国際武術連盟（ＩＷＵＦ）総会で，加
盟数が150カ国・地域となりました。各国際競技団体

（ＩＦ）のなかで，私たちも注目される存在になりつ
つあります。
　さらに「太極拳」のみの「世界選手権大会」が今年
から実施されます。第１回大会は11月，中国四川省成
都市で挙行される予定。

最高段位「４段」を目指す　技術指導体制の強化

　（公社）日本武術太極拳連盟が進めている「技能検
定」「指導員資格」「審判資格」の三本柱は全国に根付
き，武術太極拳の普及と向上の原動力になっています。
　一昨年12月から最高段位の「４段」が導入され，昇
段のための研修会，講習会が活況を呈しております。

　また，指導体制の強化は大切です。日本連盟が2009
年から実施している「本部研修会」はブロックにおけ
る技術的中核指導者の育成を目指したものです。

進むスポーツ行政　市区町村体協との協調

　「スポーツ基本法」が国会で決議され成立し，「スポ
ーツ庁」新設が具体化しつつあります。改めて国策と
してスポーツ振興が叫ばれていくでしょう。高齢化社
会に突入した今日，スポーツへの思いはさらに大きく
なるにちがいありません。
　私たちは太極拳を中心に武術の輪をさらに大きくし
ていきましょう。これはまさに時代の要請であります。
　そのなかで，各都道府県体育協会の構成単位である
市区町村体育協会への参加と協力はたいへん大切なこ
とであります。すでに，そのような体制をつくりあげ
た私たちの仲間は少なくないと思いますが，まだ行っ
ていないところは地域と行政の組み合わせを考え，そ
の方向に歩を進めることを期待します。

太極拳の世界選手権，今秋開催予定
国際武術連盟加盟が150カ国・地域に


