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今号の内容（NO.326）　CONTENTS

　（公社）日本武術太極拳連盟は2017年４月８日（土）・
９日（日）に「第25回JOCジュニアオリンピックカッ
プ武術太極拳大会」を愛知県名古屋市・愛知県武道館
で開催する。（公財）日本オリンピック委員会（JOC），
スポーツ庁，（公財）日本体育協会，愛知県，名古屋
市などの後援（予定）。愛知県武術太極拳連盟（大岡
宗弘会長）が主管団体として大会運営にあたる。

国際大会種目，国民体育大会種目に挑む

　今年度の「第６回世界ジュニア武術選手権大会」（ブ
ルガリア・ブルガス市）では，金メダル４個，銀メダ
ル４個，銅メダル３個という輝かしい成績を収めた。
来年の国際大会は，ジュニアでは「第９回アジアジュ
ニア選手権大会」と，４年ごとに開催される「第３回

アジアユースゲームズ」が新たに武術競技を採用して
実施される。
　本大会では「第９回アジアジュニア武術選手権大会」
の日本代表候補選手が選考される。最終選考は６月に
予定されている日本代表選手選考合宿で行われる。
　出場申請については，Ａ組の「国際第三套路種目」
とＢ組の「長拳Ｂ」およびＣ組の「初級長拳」が，全
国７ブロックごとに出場人数枠が設定されているた
め，特に所属の都道府県連盟への書類提出時期に注意
が必要である。また，「国際第三套路種目」には出場
申込書以外に「エントリー申請書」の提出が義務付け
られるので，注意されたい。
　最終的な出場申込書の提出期限は，各都道府県連盟
から日本連盟への到着が2017年１月31日（火）までと
なる。上記，「国際第三套路種目」と「長拳Ｂ」およ
び「初級長拳」の出場申請については，開催要綱に詳
述する。

出場申込期限＝2017年１月31日（火）
「第９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

「第25回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会」開催要綱

2017年４月８日（土）・９日（日）愛知県名古屋市・愛知県武道館
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今号の内容（NO.325）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟の第97回理事会が
10月19日に開催された。本理事会では，今年度（2016
年度）実施された全国７ブロックの事業活動報告，各
委員会報告および日本連盟の来年度（2017年度）主要事
業活動計画と日程を，以下の議事録のとおり審議した。

日　時：2016年（平成28年）10月19日（水）
　　　　午後２時00分～４時00分
会　場： 主婦会館「プラザエフ」（東京都千代田区六

番町）４階会議室＜シャトレ＞
理事・監事総数：19名（理事17名・監事２名）
出席者数：16名（理事14名・監事２名）
出席者：村岡久平会長，岡﨑温副会長，川崎雅雄，辻

本三郎丸，友正慧の各常務理事，大沢藍未，大和久美
代子，奥村吉昭，川島通正，高山守夫，谷甚四郎，塚
原加代子，三浦義則，宮本知次の各理事，有居晃，恩
田享位両監事。なお，矢島孝一郎国体準備委員会委員
長，高浦猛ジュニア普及委員会委員長，谷川大選手強
化委員会委員長，西村誠志審判委員会委員長，渡辺敏

日本武術太極拳連盟　第97回理事会
2017年度主要事業活動・日程等の議案を審議し承認

冒頭で挨拶する村岡久平会長

公益社団法人日本武術太極拳連盟

第97回理事会議事録
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■　2016年度「太極拳 3段検定受験対策講習会」全国 7都市・11会場で合計1,319人が受講	・・・・・・・・・・・・・・・		7
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■　「2016希望郷いわて国体」デモスポ競技「武術太極拳」を開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
■　「第12回東北・北海道ブロックジュニア武術太極拳競技大会」選手98人が32種目に熱戦	 ・・・・・・・・・・・・・	18
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
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今号の内容（NO.324）　CONTENTS

　国際武術連盟（IWUF）主催の「第６回世界ジュニ
ア武術選手権大会」が９月29日～10月３日，ブルガリ
ア・ブルガス市で開催された。
　日本連盟は，ジュニア日本代表選手年齢Ａ組の男女
各２人，年齢Ｂ組の男女各２人の計８選手と，監督・
コーチ４人，帯同審判員１人の計13人を派遣した。
　年齢Ａ組（16～18歳）の男子２人は，坂本蓮選手（埼
玉県連盟）が刀術３位，棍術１位で，蝦名冬馬選手（北
海道連盟）が太極拳２位，太極剣２位に入った。年齢
Ａ組女子は，貴田菜ノ花選手（兵庫県連盟）が剣術３
位，槍術２位に，池内佳奈選手（埼玉県連盟）は長拳
２位，刀術１位，棍術１位に輝いた。
　年齢Ｂ組（13～15歳）の男子は，大野莉玖選手（千
葉県連盟）が刀術で３位，棍術でみごと１位を獲得，
女子は惜しくもメダルを逃した。
　８選手の合計のメダル数は，金が４個，銀が４個，

「第６回世界ジュニア武術選手権大会」成績速報！
2016年９月29日～10月３日，ブルガリア・ブルガス市
世界で，金４，銀４，銅３の大健闘！

銅が３個の計11個となり，世界を相手に大健闘の結果
となった。
　本大会の詳細な報告は本誌次号（11月号）に掲載す
る。

大会を目前に，緊張と余裕の入り混じる代表選手団一行
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■　「第 9回中国・四国ブロックジュニア武術太極拳交流競技大会」「第25回JOCジュニアオリンピックカップ選手選考会」を実施	・・	14
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今号の内容（NO.323）　CONTENTS

　アジア武術連盟（ＷＦA）主催の「第９回アジア武
術選手権大会」が９月１～５日，台湾・桃園市内の「桃
園アリーナ」で開催された。
　日本連盟では，シニア代表選手11人と監督・コーチ
３人，帯同審判員１人の計15人を派遣した。
　男子は南拳・長拳・太極拳の種目に，それぞれ２人，
女子は南拳・長拳の両種目に２人ずつ，太極拳種目に
１人の選手を送った。
　このうち，荒谷友碩選手が男子太極剣で，山口啓子
選手が女子槍術で，大川智矢選手が男子剣術で堂々の
銀メダルを獲得した。
　アジア武術選手権大会は，世界武術選手権大会と毎
年交互に開催される。武術の套路種目では，中国を筆
頭に，アジア諸国に強豪選手がそろっている。その中
で結果を出すことは，世界でも充分に通用する証とな
る。銀メダル３個という成績は，大いに健闘したとい

「第９回アジア武術選手権大会」成績速報！
2016年９月１～５日，台湾・桃園市での熱戦終わる
銀メダル３個，激戦地区アジアで健闘

える。
　また，世代交代が進む各スポーツの世界で，武術太
極拳もジュニア日本代表を経て，新たなシニア日本代
表選手が今大会に出場し，大きな経験を積むことがで
きた。
　本大会の詳細な報告は本誌次号（10月号）に掲載する。

日本代表選手団全員で記念撮影
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■　熊本地震義援募金第一次募集締め切る	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
■　国際大会 2大会「第 9回アジア選手権大会」「第 6回世界ジュニア選手権大会」情報	・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
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■　平成28年度「太極拳ゆったり体操サポーター講習会」を開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
■　「第 8回中国伝統武術近畿交流大会」「第 8回大阪府ジュニア武術太極拳大会」実施	・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
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■　本部研修センター事業　2016年度「特別講習会」のお知らせ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

今号の内容（NO.322）　CONTENTS

　2016年４月14日から発生している「熊本地震」は，
未だ予断を許さず，復興も道半ばという状況です。改
めてお見舞い申し上げるとともに，復興に向け心より
応援の意をお送りいたします。
　日本連盟では，義援募金活動として，第一次募集を
６月３日～８月３日，第二次募集を８月４日～９月30
日の期間で実施しています。第一次募集の日本連盟へ
の義援募金名簿提出締切りは８月９日で，本号では原
稿締切りの関係で８月５日（金）までに報告があった
分の集計を報告します。
＜第一次義援募金届出都道府県連盟・会員団体＞

注：2016年８月５日（金）までの報告分
※「武術太極拳」を省略した略称で以下記載
北海道連盟，宮城県連盟，茨城県連盟，東京都連盟，
神奈川県連盟，長野県連盟，富山県連盟，石川県連盟，
福井県連盟，静岡県連盟，愛知県連盟，滋賀県連盟，

熊本地震義援募金第一次募集締め切る
全国から応援の気持ちが集まる

京都府連盟，大阪府連盟，奈良県連盟，和歌山県連盟，
岡山県連盟，広島県連盟，愛媛県連盟，佐賀県連盟，
大分県連盟，宮崎県連盟，鹿児島県連盟，東京武術散
手倶楽部　
◯募金届出集計：23都道府県連盟，１会員団体
◯名簿人数集計： １万5,776人（加えて，団体数のみの

報告で24団体）
◯募金総額集計：1,355万4,823円
　第一次募集の最終的な募金集計が確定後，速やかに
被災県の熊本県と大分県に募金総額を95％対５％の割
合で送金いたします。
　８月４日からは引き続き第二次募集期間に入り，９
月末日までに各都道府県連盟・会員団体が取りまとめ，
日本連盟へ10月７日までに名簿が提出される予定です。
　第一次募集の最終的な集計結果と送金内容は，改め
て次号（本誌９月号）で報告いたします。
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■　「第33回全日本武術太極拳選手権大会」来場者 3日間で 2万人を超える	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
　　◯入賞者成績一覧	・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4　◯「第34回大会」シード選手一覧	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
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■　文部科学省の「国際競技大会優秀者表彰」日本連盟推薦で 7人が受章	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
■　「第 6回世界ジュニア武術選手権大会」ブルガリア・ブルガス市　日本代表選手決定！	・・・・・・・・・・・・・・	22
■　2016国際審判研修会報告（中国・武当山）参加 4人全員が国際審判員Ａ級資格を取得	・・・・・・・・・・・・・・・・	23
■　2016年度「 4段特別講習会①」を実施　 6月25～27日　東京・本部研修センター	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
■　－第13回－太極拳フェスティバル　「太極拳のまち喜多方」で交流の輪を広げる	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
■　2016年「第22回シルバー太極拳近畿交流大会」京都市で開催　選手1042人が参加	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
■　南関東ブロックで「武術基礎体験講習会」の参加者を募集中	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・	30　■　本部研修センター事業　2016年度「特別講習会」のお知らせ	・・・・・・・	32

今号の内容（NO.321）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟が主催する「第33
回全日本武術太極拳選手権大会」が，７月８日（金）・
９日（土）・10日（日）の３日間，東京・渋谷区千駄
ヶ谷の「東京体育館」において開催された。
　全国から選抜された選手1700人あまりが，蒸し暑さ
のつづく梅雨空の東京で，熱戦を繰り広げた。
　主管はＮＰＯ法人東京都武術太極拳連盟（貫洞哲夫
会長）。後援はスポーツ庁，公益財団法人日本オリン
ピック委員会，公益財団法人日本体育協会，東京都，

「第33回全日本武術太極拳選手権大会」（東京体育館）
個人1459人・団体65チーム（268人）がエントリー

鈴木大地スポーツ庁長官が視察　来場者３日間で２万人を超える
「第９回アジア武術選手権大会」（９月／台湾・桃園市）日本代表選手11人が決定！

朝日新聞社，日刊スポーツ新聞社，公益財団法人笹川
スポーツ財団，ＮＰＯ法人日本ワールドゲームズ協会，
公益社団法人日本中国友好協会。協賛は，太極パート
ナーズ各社（アシックス，島村運輸倉庫，太極サポー
ター５社）だった。本大会は，毎年国際大会の日本代
表選手最終選考会を兼ねており，今年度は今年９月に
開催される「第９回アジア武術選手権大会」（台湾・
桃園市）へ派遣する日本代表選手について，「自選難
度競技種目」から11人の選手を選考した（詳細後述）。
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今号の内容（NO.320）　CONTENTS

　日本連盟は６月１日に第94回理事会を開催し，６月
18日に開催される第95回理事会・第５回定時社員総会
に向けて諸案件の協議が行われた。
　会議では，今年４月に発生し，現在も余震が続いて
いる「熊本地震」に対する全国の都道府県連盟所属団
体による義援金募集について協議が行われた。熊本県
連盟理事長で，日本連盟理事の岩元克雄氏が，４月14，
16日の地震とその後現在まで続いている余震等の状況
について報告が行われた。会員の被災状況については，
現在分かり得る概況についての報告が行われたが，な
お，詳細な被災データについては，あと２週間を目処
にまとめあげて，日本連盟等に報告されることになっ
ている。
　理事会では，この熊本地震にたいして，「2011年東
日本大震災」に際して行ったと同様の義援金募集を，
都道府県連盟を通じて，都道府県連盟所属団体にたい

熊本地震　義援金募集を決定
第１次締切：８月３日
第２次締切：９月30日

都道府県連盟所属団体→都道府県連盟→日本連盟→被災県連盟宛に送付
して行うことを決定した。
　１）添付の「2016年熊本地震　義援金募集に関する

件」に基いて，第１次募集＝８月３日締切り，第
２次募集＝９月30日締切り，を実施する。

　２）具体的な募金の方法は，先に実施された「2011
年東日本大震災」と同様の方法で行う。

　３）義援金応募者の氏名は，団体，都道府県連盟ご
とに，記載された名簿を，機関誌『武術太極拳』
において公表させていただく。

　金額の多寡よりも，より多くの武術太極拳関係者，
関係団体がこの熊本地震で被災された熊本・大分の武
術太極拳愛好者に支援の手を差し伸べていただくよ
う，お願いいたします。
　参考：「2016年熊本地震　義援金募集に関する件」
　　　　「募金者名簿」　※次頁に掲載
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今号の内容（NO.319）　CONTENTS

　2016年４月14日以降に多発している「熊本地震」で
は，たいへん多くの方，また太極拳愛好者の方々が被
災されていることに，日本連盟全体として心からお見
舞いを申し上げます。
　日本連盟では，今後早い段階で他の各都道府県連盟
の協力を得，義援金を募集し，速やかに被災県連盟に
お送りいたします。
　依然として続いている余震，避難され不自由な生活

熊本地震による被災者へのお見舞い
および義援金募集について

「熊本地震」で被災されたみなさまに

心より深くお見舞いを申し上げます

をされている現況と推察いたしますが，少しずつライ
フラインや交通なども復興しているというニュースも
あります。義援金だけでなく，全国の太極拳愛好者か
らの応援も必ずあるでしょう。
　「東日本大震災」で確かめ合った太極拳の「絆」を，
今また示そうではありませんか。被災地のみなさまの
健康をお祈りしております。

（公社）日本武術太極拳連盟会長　村岡　久平
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今号の内容（NO.318）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟主催の「第24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２日（土）・３日（日）の２日間にわたり，大阪府
熊取町の熊取町立総合体育館（通称，ひまわりドーム）
で開催された。桜満開の時季に当たったものの，天気
はあいにくの花曇り。それでもジュニア選手たちの熱
気で，大会は大いに盛り上がった。
　主管はＮＰＯ法人大阪府武術太極拳連盟，後援はス
ポーツ庁，公益財団法人日本オリンピック委員会（Ｊ
ＯＣ），公益財団法人日本体育協会，大阪府，大阪府
教育委員会，熊取町，熊取町教育委員会。協賛は，太
極パートナーズ各社（アシックス，ＳＫ，石塚左玄医
食研究所，島村運輸倉庫）の４社。東日本大震災後５
年という節目に，「とどけよう　スポーツの力を東北
へ！」を心に刻み，「東日本大震災復興支援」を掲げた。

「第24回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」
（ 4月 2・3日　大阪府熊取町・ひまわりドーム）

桜満開の下，全国精鋭のジュニア選手たちが集う
全国のジュニア選手779人が頂上を目指して熱戦！

国際第三套路短器械種目の「太極剣・南刀・刀術・剣術」を新たに導入

会場のひまわりドーム入口前で開場を待つ選手たち
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今号の内容（NO.317）　CONTENTS

　2011年３月11日（金）という日は，被災された方々
に途方もない苦痛を与え，全国民が悲哀の底に沈んだ。
2016年の今年，５年目という節目にあたり，いまだ続
く苦難の道を歩む方々に，心底からのお悔やみと励ま
しの気持ちを表したい。特別企画として本誌では，こ
の５年間を振り返って，武術太極拳が地域での輪・和
に少しでも貢献し，復興に役立っていることを願い特
集することにした。大震災以降，「東日本大震災復興
支援」として，行政を始め民間のあらゆる団体・個人
が「絆」を合言葉に，被災された方々とともに復興に
向けて歩み出した。日本連盟では，震災直後から「武
術太極拳義援金」を募集し，全国の拳友や愛好者の方々
から，６ヶ月の間に合計68,436,516円もの募金が集ま
り，被災県連盟に直接送金した。募金芳名簿は，本誌
の増刊号（No.264，2011年10月31日発行）に掲載した。
今回は，被害が甚大であった岩手県・宮城県・福島県
の３県に，アンケート形式でこれまでの５年間，そし
て “今”を綴っていただいた。
※文中，敬称略

太極拳と復興への道 ～岩手県～
■岩手県武術太極拳連盟
　被災された方々の状況が様々なので，「復興につな
がる活動」といっても当事者の方が本当に望んでいる
活動か……を思うと，なかなか難しいというのが正直
なところです。
　会員数が減ったり，練習になかなか来られなかった
りなど，様々な状況をかかえながらも，沿岸地域の各
団体さんは，地道に活動を続けてくださっています。
　活動の火が消えることなく，太極拳を楽しんでいた
だければと切に願っています。
　平成26年度には，これまで盛岡市でしか開催してい
なかった太極拳１級検定の事前講習会と試験を，比較
的沿岸に近い遠野市で開催しました。また，平成27年
度には，これまで盛岡市と花巻市だけで開催していた
推手講習会を遠野市でも年３回開催しました。今年４
月からの平成28年度も年４回の開催を予定しています。
これまで参加できなかった方にも，少しずつ参加して

東日本大震災から５年，明日へ
太極拳と復興への道～岩手県，宮城県，福島県～

特別
企画
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今号の内容（NO.316）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟は，１月16日（土），
東京・四谷の主婦会館・プラザエフで第93回理事会お
よび第51回定例総会を開催した。
　理事会には日本連盟理事・監事総数19人（理事17人・
監事２人）のうち理事16人，監事２人の計18人が出席
した。
　定例総会には理事・監事をはじめ，全国49の加盟団
体から正会員49人とオブザーバーあわせて68人が出席
した。理事会に先立ち，常務理事会が開かれた。また，
理事会・総会に続いて全国７ブロックによる第27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。
　第93回理事会は16人の理事，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時に開会した。
　議案の審議・承認に入る前に，村岡久平会長から新
年の挨拶を始めに，昨年の五輪候補の話題，今年の全
都道府県においての体育協会加盟推進等の抱負が述べ
られた。

　続いて岡﨑温専務理事から前回理事会（2015年10月
開催）以降の事業報告として，11月に「第13回世界武
術選手権大会」（インドネシア・ジャカルタ）で好成
績を挙げたこと，国際武術連盟の執行委員に村岡久平
会長が再選されたこと，第２期ブロック国体講習会が
全ブロックで完了し国体に向けて着実に前進している
と述べた。また，今後の課題として，段・級検定事業
をいっそう推進させること，長野県組織問題への取り
組みを前に進めていくこと等を提言した。

日本連盟　第93回理事会・第51回定例総会を開催
― 2016年度事業計画と予算案などを審議・承認 ―

理事会の冒頭に挨拶する村岡久平会長
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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年夏「第８回アジアジュニア武術選手権大会」が
中国・内モンゴルで開催され，日本連盟はジュニア選
手を派遣し，金６・銀７・銅２の好成績を獲得しまし
た。また秋のインドネシアで開催された「第13回世界
武術選手権大会」において，日本連盟が派遣した選手
が，銀４・銅２を取り，好成績を収めました。同大会
の開催期間中，国際武術連盟の「第13回総会」が開か
れ，「武術をさらに発展させ，オリンピックの実施競
技化を目指す努力を今後一層進めていきたい」と確認
しました。その後，役員改選が行われ，于再清会長が
再選されました。また理事の村岡久平会長も再選され
ました。本年は，９月に「第９回アジア武術選手権大
会」が台湾の桃園で開催されます。秋には，ブルガリ
アのブルガスで「第６回世界ジュニア武術選手権大
会」が開催される予定です。
　日本連盟は両大会に選手派遣するとともに，今後も
国際武術太極拳の発展に尽力いたします。
　昨年は，国体公開競技に向けて，各ブロックで「国

体コーチ・国体選手養成講習会」「国体審判員研修会」
を開催しました。本年は「国体審判員認定試験」を２
月・３月に行います。「国体コーチ認定」を８月に実
施予定しています。国体に向けて着実に準備を進めて
いきます。
　太極拳技能検定事業をさらに発展させるため，日本
連盟は各地の級検定の実施形態の改善，受講者の便宜
を図るための対策を提案し，級検定の普及に一定の役
割を果たしました。更に各地で，創意工夫をし，地域
に密着した方法を作り出し，この事業を発展させるた
め努力することが必要です。
　新しい年を迎え，一層武術太極拳の事業を推進する
とともに各都道府県連盟組織の充実・強化と拡大を図
り，さらに市町村単位の連盟の組織化を進め，市町村
体育協会に加盟することで，都道府県連盟の地位を高
め，より国民に愛されるスポーツ団体になるよう努力
したいと思います。
（公社）日本武術太極拳連盟　専務理事　岡﨑　温
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