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今号の内容（NO.351）　CONTENTS

　（公社）日本武術太極拳連盟は2019年４月20日（土）・
21日（日）に「第27回JOCジュニアオリンピックカッ
プ武術太極拳大会」を京都府京都市・島津アリーナ京
都（京都府立体育館）で開催する。スポーツ庁、（公
財）日本オリンピック委員会（JOC）、（公財）日本ス
ポーツ協会、京都府、京都市、アジア武術連盟などの
後援（予定）。京都府武術太極拳連盟（二之湯智会長）
が主管団体として大会運営にあたる。

国際大会出場を目指すための大会として、全種目を
「2005年国際武術套路競技規則」に基づいて実施

　今年度の「第７回世界ジュニア武術選手権大会（ブ
ラジル・ブラジリア）」では金４個、銀４個、全員入
賞と素晴らしい成績を収めた。来年度は、「第10回ア

ジアジュニア武術選手権大会」が８月にブルネイで開
催される予定であり、本大会でその日本代表候補選手
が選考される。
　また、本大会から新国際競技ルールの導入や、国際
競技大会実施種目以外の種目の廃止、シード制導入、
国際第三套路確認項目見直しなど多くの変更点がある
ため、開催要綱をよく確認して出場申込みを行うこと。
　各都道府県連盟から日本連盟への出場申込書の提出
期限は、2019年１月15日（火）まで。所属の都道府県
連盟の書類提出期限に注意されたい。

「第10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27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

2019年4月20日（土）・21日（日）京都府京都市・島津アリーナ京都

出場申込期限＝
2019年1月15日（火）

前回の京都大会（第22回大会）の競技の模様
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今号の内容（NO.350）　CONTENTS

　11月４日（日）に富山市内の「富山市八尾スポーツ
アリーナ」で、「第31回全国健康福祉祭とやま大会（ね
んりんピック富山2018）」太極拳交流大会が開催された。
主催は厚生労働省、富山県、一般財団法人長寿社会開
発センター、ねんりんピック富山2018実行委員会、富
山市、ねんりんピック富山2018富山市実行委員会。共
催はスポーツ庁。主管は富山県武術太極拳連盟（金尾
雅行会長）。公益社団法人日本武術太極拳連盟の後援。
　「夢つなぐ　長寿のかがやき　富山から」をテーマ
に大会には全国から選ばれた代表59チームが集った。
　大会前日の総合開会式では、選手や出演者含め約１
万７千人が集まる中、メインアトラクションとして、
富山県連盟が太極拳とジュニアカンフーの集団演武を
披露し、観客から大きな拍手がおくられた。
　総合開会式を終えた全国の代表チームは、大会会場
に移動し、富山県連盟スタッフから熱烈な歓迎で迎え

られた。その後、富山市八尾コミュニティセンターで
監督会議が開かれ、各チームは前日リハーサルを終え、
本番に備えた。
　大会は、富山県連盟・金尾雅行会長の開会宣言で開
始し、大会会長・森雅志富山市市長のご挨拶が代読さ

コートは１面。各チームが趣向を凝らして演武した

第31回全国健康福祉祭とやま大会
「ねんりんピック富山2018」太極拳交流大会

全国から59チーム（420人）が参加 大会マスコット
きときと君
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■　「第14回北関東ブロックジュニア武術太極拳大会」、「茨城国体公開競技	北関東ブロック選抜大会」を実施	・・	14
■　「茨城国体公開競技	東北・北海道ブロック選抜大会」、「第14回東北・北海道ブロックジュニア武術太極拳競技大会」を開催	・・	15
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・	16　■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・・	20
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今号の内容（NO.349）　CONTENTS

　2019年度、2020年度の全日本選手権大会は、東京五
輪の影響により、岡山県岡山市で開催される。この度、
第36回大会および第37回大会の会場が「岡山県総合グ
ラウンド体育館（ジップアリーナ岡山）」に正式に決

定された。
　2019年度の開催日程は、７月12日（金）～７月14日
（日）の３日間。会場は、晴れの国おかやま国体で体
操競技の会場にもなった施設で、約3,680㎡の開放感
あふれるメインアリーナのほかに約738㎡のサブアリ
ーナを備え、岡山県総合グラウンド内は体育館以外に
陸上競技場や野球場、テニスコート、プールなども併
設している。
　最寄り駅のJR岡山駅西口からは徒歩20分、車で10
分ほど。
　なお、岡山市内での宿泊については、利便性の高い
ホテルを多数用意し、受付は専用ホームページ等を
2019年１月15日（火）開設の予定で準備している。大
会の詳細等については後日発表する。「岡山県総合グラウンド体育館（ジップアリーナ岡山）」外観

来年度（2019年度）の「第36回全日本武術太極拳選手権大会」の会場が
岡山県・岡山市の「岡山県総合グラウンド体育館

（ジップアリーナ岡山）」に決定！
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■　日本連盟本部研修会「講師研修訪中団」大きな成果を上げて北京研修を終了	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8
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■　平成30年度「太極拳ゆったり体操サポーター・ステップアップ講習会」（喜多方市）開催案内	・・・・・・・・・・	15
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今号の内容（NO.348）　CONTENTS

　「アジア大会2018」は、８月18日（土）から９月２
日（日）までインドネシア／ジャカルタ・パレンバン
で開催され、45の国・地域から11,000人を超える選手
が40競技462種目に出場した。
　武術太極拳は、正式種目としてジャカルタで実施さ
れ、日本連盟は男女計６人の代表選手と谷川大監督、
孫建明コーチ、中村剛審判員を派遣した（３頁表参照）。

　日本代表選手団は、中国での直前合宿を経て、８月
13日（月）の結団式に出席、さらに今回は荒谷友碩選
手が各競技団体代表約50人が出席した出陣式にも出席
した。その後、15日（水）には日本を出発し、万全の
準備を整えて、19日（日）からの競技に挑んだ。
　まず最初の種目に、今大会がシニアの国際大会初挑
戦となる坂本蓮選手が出場し、各国の実力者が集まる

武術太極拳最高の舞台で健闘した日本代表選手たち

第18回アジア競技大会・武術太極拳競技
（インドネシア・ジャカルタ） ８ 月19～23日

アジア最大のスポーツの祭典で、荒谷選手が銀メダルを獲得！
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■　「第 7回世界ジュニア武術選手権大会」金 4個、銀 4個、全員入賞の活躍！	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
　　◯成績一覧	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6
■　「第18回アジア競技大会・武術太極拳競技」直前情報	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
■　西日本豪雨災害義援金募集を決定	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
■　「スポーツ功労者顕彰」「国際大会優秀者表彰」を日本連盟から計 8人が受章	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8
■　「第35回IWUF執行委員会会議」開催。2020年、日本での「第 3回套路ワールドカップ」開催が決定！	・・・・		9
■　第17期公認審判員登録者名簿　資格は「太極拳 1～ 3級」「拳術 1～ 3級」	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■　平成30年度「太極拳ゆったり体操サポーター講習会」を開催	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・	15　■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・・	16
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2018年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
■　「第 1回世界大学武術選手権大会」成績速報！金 2個、銀 1個、銅 1個を獲得！	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
■　「石原泰彦先生を偲ぶ会」のご報告	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22

今号の内容（NO.347）　CONTENTS

　国際武術連盟（IWUF）主催の「第７回世界ジュニ
ア武術選手権大会」が、７月９～16日（競技日程：７
月12～15日）にブラジルのブラジリアで開催され、会
場のニルソン・ネルソン体育館には、世界42ヵ国・地
域から700人近くの選手・役員が集った。
　日本連盟では、ジュニア日本代表選手８人と監督・
コーチ４人、帯同審判員１人の計13人を派遣した。
　時差12時間と遠方の地での大会となったが、現地ま
で応援に駆けつけたご家族の皆さまやライブ放送での
日本からの応援もジュニア選手たちの力となり、大会
に挑んだ。

套路競技３日間ともにメダル獲得

　日本ジュニア武術隊は初日から、香取尚弥選手がＡ
組太極剣で銀メダルを獲得、２日目は毛塚来美選手が
Ａ組太極拳と太極剣を制して金メダル２個を獲得、樋
ノ口大翔選手はＢ組男子42式太極剣で銀メダル、大野

雅也選手もＡ組男子棍術で銀メダルとメダルラッシュ
となった。套路競技最終日の３日目もＢ組男子長拳で
中田琉月選手が金メダル、Ｂ組女子棍術で中村里香選
手が金メダル、Ａ組女子剣術でも林聖那選手が銀メダ
ルを獲得した。Ｂ組太極拳種目の森風姫子選手は惜し
くもメダル獲得とはならなかったが、両種目とも入賞

遠方の地で活躍をみせた日本代表選手団一行

「第７回世界ジュニア武術選手権大会」
2018年７月9～16日、ブラジル・ブラジリアにて42ヵ国・地域から７00人近くが参加

金メダル４個、銀メダル４個、全員入賞の活躍！



— 1 —

WUSHU TAIJIQUAN 2018年7月NO.346

1992年8月7日第3種郵便物認可
2018年7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
〒132-0025
東 京 都 江 戸 川 区 松 江 1 − 9 −15
TEL.03（6231）4911　FAX.03（6231）4955
ホームページ　http://www.jwtf.or.jp
Ｅメール　jwtf@jwtf.or.jp
発行人　川㟢　雅雄
発行日　2018年7月10日（毎月10日発行）
定　価　1部 250円（年間購読料 3,000円（税・送料込））
　　　　郵便振替　 00190-4-180187

■　「第35回全日本武術太極拳選手権大会」来場者 3日間で 2万近く	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
◯入賞者成績一覧	・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5　◯「第36回大会」シード選手一覧	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10

■　第104回理事会・第 7回定時社員総会・第105回理事会を開催－2017年度事業活動報告、決算報告、
役員選任等を承認－	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
◯2018年度（平成30年度）第24期 初段～ 3段検定 実施日程・会場	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15

■　アジア武術連盟（WFA）が「第44回執行委員会会議」を開催「アジア伝統武術選手権大会」の実施が決定	・・	17
■　スポーツ庁にて、孔祥東先生の太極拳講習会を実施	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
■　「ねんりんピック富山2018」太極拳交流大会、 6月29日で参加申込み締め切る	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
■　「第 7回世界ジュニア武術選手権大会」「第 1回世界大学武術選手権大会」直前情報	 ・・・・・・・・・・・・・・・・	20
■　喜多方市「第15回太極拳フェスティバル」各地から延べ2600人の愛好者が参加	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2018年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27

今号の内容（NO.346）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟が主催する「第35
回全日本武術太極拳選手権大会」が、７月６日（金）・
７日（土）・８日（日）の３日間、東京・調布市の「武
蔵野の森 総合スポーツプラザ」において開催された。
　全国から選抜された選手を含む1,722人が、３日間、
オリンピックのため昨年オープンしたばかりの新しい
会場に集結し、熱い戦いを繰り広げた。
　主管はＮＰＯ法人東京都武術太極拳連盟（川端智子
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、公益財団法人日本スポーツ協会、東京
都、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、アジア武術連
盟。協賛は、太極パートナーズ各社（アシックス、ダ
イワコーポレーション、フォトクリエイト、島村運輸

倉庫、太極サポーター）であった。
　本大会は、外務省より日中平和友好条約締結40周年
記念事業として認定され、中国武術代表団が来日、最
終日の昼休憩時間に特別演武を実施した（詳細は後述）。

開場を待つ「武蔵野の森総合スポーツプラザ」

「第35回全日本武術太極拳選手権大会」（武蔵野の森総合スポーツプラザ）
個人31種目に 7 歳から81歳までの選手1,455人、団体 3 種目に71チーム（267人）が
エントリー　来場者 3 日間で 2 万人近く

日中平和友好条約締結40周年を記念し、中国武術代表団が特別演武日中平和友好条約締結 40周年
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■　日本武術太極拳連盟代表団活動報告	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
■　（公社）日本武術太極拳連盟「第103回理事会」を開催－2017年度事業報告・決算報告ほか議案を審議・承認－	・・	 	3
■　「第35回全日本武術太極拳選手権大会」開催直前情報（7月6・7・8日 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ）	・・		 4
■　「第 7回世界ジュニア武術選手権大会」直前情報	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 6
■　2018年度後期からの「 4段位昇段審査会」に関する変更点について／2018年度実施規程	・・・・・・・・・・・・・		 7
■　2018年度公認太極拳Ａ・Ｂ・Ｃ級指導員認定試験	合格者名簿	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■　「第 3期公認国体審判員認定試験」「第 3回公認国体コーチ認定試験」登録者名簿	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
■　「2018年度春季強化合宿」を実施（ 5月 1日～ 4日　東京・日本連盟トレーニングセンター）	・・・・・・・・・・	16
■　第27回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会「シード選手」名簿	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・	20　■　武術太極拳ガイド	 ・・・・・・・・・・・・	25
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2018年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
■　2018年「第24回シルバー太極拳近畿交流大会」滋賀県野洲市で開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
■　「平安神宮奉納太極拳演武」のご案内	・・・・・・・・・・	30　■　追悼 石原泰彦さんが逝去される	・・・・・・・・・・	31

今号の内容（NO.345）　CONTENTS

　５月21日（月）中国・北京市にて、岡﨑副会長を団
長とする日本武術太極拳連盟代表団は、中国武術協会
を表敬して、張秋平主席（国際武術連盟秘書長）と会
見を行い、馮宏芳副秘書長、富博外事部副主任も会見
に同席した。
　会見は、張主席の歓迎のあいさつで始まり、友好的

でなごやかな雰囲気の中で有意義に行われた。
　日本連盟は、武術太極拳のオリンピック種目化を目
指して国際交流事業に積極的に貢献していく取り組み
として、（１）本年７月「第35回全日本武術太極拳選
手権大会」において、日中平和友好条約締結40周年記
念事業として《中国武術代表団（馮宏芳団長）》を招
いて特別演武を実施する。
　（２）2020年秋期に「第３回武術套路ワールドカッ
プ大会」（主催：国際武術連盟）を日本・東京での開
催を計画していることを伝えて、中国武術協会と協力
して日本での実施開催を目指す。
　（３）2020年秋期に「第３回武術套路ワールドカップ
大会」と併せて（公社）日本武術太極拳連盟と中国武
術協会が協力共同して開催を予定する「日中太極拳交
流大会」の日本・東京での実施開催方法について、来
年３月～４月頃に中国・北京市の中国武術協会におい
て日本連盟代表団と具体的な協議を行って取り決める。張秋平主席（国際武術連盟秘書長）、馮宏芳副秘書長と

日本武術太極拳連盟代表団活動報告
（公社）日本武術太極拳連盟　専務理事　川﨑雅雄
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■「第35回全日本武術太極拳選手権大会」エントリー数・競技日程表	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
■「中国伝統武術太極拳国際交流大会」兼「第10回大阪府ジュニア武術太極拳大会」「第10回近畿伝統武術交流
大会」告知	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4

■　「第18回アジア競技大会」「第 1回世界大学武術選手権大会」の日本代表選手が決定	・・・・・・・・・・・・・・・・・		 5
■　来年度以降のジュニア国内大会・国際大会の主な変更点について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 6
■　公益社団法人日本武術太極拳連盟　四国ブロック設立総会	開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 8
■　2018年度「3段受験対策講習会」実施案内　 7～ 9月に全国 8地区・10会場で実施	 ・・・・・・・・・・・・・・・・		 9
■　「太極拳 4段位昇段審査会」合格者発表　2018年度前期、東京・大阪会場	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■　太極拳のまち喜多方「第15回太極拳フェスティバル」一般観覧募集のお知らせ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
■　平成30年度喜多方市「太極拳ゆったり体操サポーター講習会」参加者募集	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・	14　■　武術太極拳ガイド	 ・・・・・・・・・・・・	16
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2018年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
■　日本連盟後援の 2舞台「武術太極拳」「太極の響」DVDのご紹介	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24

今号の内容（NO.344）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟主催による「第35
回全日本武術太極拳選手権大会」が、今夏も７月６日

（金）～８日（日）の３日間、東京・調布市の武蔵野
の森 総合スポーツプラザで開催される。
　出場申込み（エントリー）が４月10日に締め切られ、
自選難度種目を除く個人競技25種目に男女1,420人（男

子661人、女子759人）、団体競技３種目に計71チーム
（対練23チーム・集団24チーム・太極拳推手24チーム）
がエントリーした。エントリーに基づいて編成した大
会競技日程表は日本連盟加盟団体・大会参加団体に送
付されている。
　大会エントリーの詳細は次ページの表のとおり。大
会競技日程表は３ページに掲載している。

最終日には、日中平和友好条約締結40周年記念
事業として〈中国武術代表団〉が特別演武
　本大会は、日中平和友好条約締結40周年記念事業と
して実施され、〈中国武術代表団〉による太極拳の特
別演武を最終日の昼休憩時間に行う。
　入場観覧料は例年と変わらず、３日間を通して1,000
円（高校生以下は無料）となっているので、ぜひご来
場いただきたい。今年の会場となる「武蔵野の森	総合スポーツプラザ」

第35回全日本武術太極拳選手権大会
エントリー数、個人1,420人（自選難度を除く）、団体71チームが確定

日中平和友好条約締結40周年記念事業として
〈中国武術代表団〉が特別演武

７ 月 6 ～ 8 日
武蔵野の森 総合スポーツプラザ

日中平和友好条約締結 40周年
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今号の内容（NO.343）　CONTENTS

　公益社団法人日本武術太極拳連盟主催の「第26回
JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」が
３月31日（土）・４日１日（日）の２日間にわたり、
兵庫県尼崎市の「ベイコム総合体育館」で開催された。
心地よい日差しと満開の桜の中、全国から集まったジ
ュニア選手たちの熱気で、大会は大きな盛り上がりを
みせた。
　主管は兵庫県武術太極拳連盟、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（JOC）、公益
財団法人日本体育協会、兵庫県、兵庫県教育委員会、
公益財団法人兵庫県体育協会、尼崎市、尼崎市教育委
員会、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団、アジ
ア武術連盟、協賛は、太極パートナーズ各社（アシッ
クス、ダイワコーポレーション、フォトクリエイト、
島村運輸倉庫、太極サポーター）の４社１団体。本大
会は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポー

ツ振興くじ助成事業として実施された。
　今大会も、国際第三套路と長拳Ｂ、初級長拳（それ
ぞれ器械種目を含む）は７ブロックによる選抜での出
場枠が設定され、新たに年齢Ａ組に「国際第三套路・
南棍」「国際第三套路・長拳長器械」、年齢Ｂ組に「南
棍（部門Ｂ）」の種目が導入された。

全国から集ったジュニア選手728人が
JOCジュニアオリンピックカップを目指して熱戦！

コートは４面。今年から第１コートは国際大会仕様に
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■　2018年度「公認太極拳普及指導員」認定試験実施案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8
■　2018年度（平成30年度）事業別日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
■　【国際大会情報】2018年度武術太極拳派遣予定の国際大会は 4 大会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■　2017年度（第 5 期）「ブロック国体コーチ・選手養成講習会、国体審判員研修会」終了 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■　太極拳のまち喜多方「第15回太極拳フェスティバル」開催のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
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今号の内容（NO.342）　CONTENTS

　2019年茨城大会より実施予定の国体公開競技開催に
向け、２月６日（火）に日本連盟トレーニングセンタ
ーにて、国体委員会 委員長・副委員長および全国８ブ
ロックから各２人の実務担当者が出席して、「国体ブロ
ック選抜大会 実務担当者会議」が開催された。
　会議は、川﨑専務理事の挨拶にはじまり、森田財務
担当理事より各ブロック、各都道府県連盟への助成金
や2018年度の各ブロック選抜大会の予算について収支
試算表をもとに説明がなされた。
　ブロック選抜大会の運営については、出席者全員に
事前に実施の手引となる資料が送付されており、前東
国体委員会委員長より、この資料集に沿って説明がな
された後、各ブロック実務担当者と質疑応答を行った。
　続いて、及川審判委員会委員長より2018年度の選抜
大会からは競技ルール《第６版》で行うことが確認さ
れ、８月の北関東選抜大会までに整備されることが決
まった。ここでも審判業務に関する質疑応答を行い、

実務レベルでの細かい確認がなされた。
　各ブロックからは、2017年度選抜プレ大会の報告と、
2018年度の取り組みについて報告があった。
　最後に川﨑専務理事より、各ブロック選抜大会の成
功を祈念する挨拶が行われ閉会した。次回会議は１年
後に実施される予定。
　次ページより2019年茨城大会の実施要綱と2018年
度の選抜大会実施予定を掲載する。

いよいよ2019年より国体公開競技『武術太極拳』が
はじまる！ 開催に向け実務担当者会議を実施

全８ブロックの実務担当者が集まり真剣な話し合いが行われた
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　　　2018年度（平成30年度）事業計画	・・・		 5　2018年度（平成30年度）主要事業日程	・・・	13　各議案資料	・・・	14
■「第26回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」（兵庫県尼崎市）に延べ729人がエントリー	・・	15
■ 2017年度冬季海外強化合宿（福建）を実施	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
■ 2018年度公認太極拳A・B・C級指導員認定試験　申請期限＝ 3月 1日都道府県連盟から日本連盟必着	・・	18
■ 2017年度「長拳 1・ 2級技能検定」合格者発表【Ⅰ】1月実施の 2会場（大阪・盛岡）	・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
■　2018年度長拳技能検定（ 3～ 6級）実施要領	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
■　2018年度 4段位昇段中央研修会、前期審査会のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
■　「茨城国体公開競技『武術太極拳』近畿ブロック選抜プレ大会」を開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・	24　■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	 ・・・・・・・・・・・・	28
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2017・2018年度「特別講習会」のお知らせ	・・・・・・・・・・・・・	30
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今号の内容（NO.341）　CONTENTS

　2017年12月15・16日に中国・広州市南沙にて、アジ
ア武術連盟（WFA）の執行委員会会議、30周年記念
式典が開催された。
　日本連盟からは村岡久平会長の代理として、岡﨑温
副会長が出席し、近藤重和事業委員会委員長と谷川大
WFA伝統武術委員会副主任が随行した。
　式典は、アジア武術連盟の会長・霍震寰（イアン・
フォック）氏の挨拶で始まり、国際武術連盟会長であ
り、国際オリンピック委員会の副会長でもある于再清

氏も出席され祝辞を述べた。
　会場には多方面から多くのゲストも来場し、村岡会
長のビデオメッセージも流され30周年を祝った。
　期間中には第１回となる散打アジアカップや、武術
フォーラム、文化公演なども行われた。
　WFAは1987年９月25日に日本で設立され、2014年
にマカオに移転されるまで日本が事務局を担ってきた。
今後もアジア諸国・地域と協力し、アジアの友好と武
術の発展のため努力していく。

アジア武術連盟30周年式典が盛大に開催される

アジア武術連盟執行委員会会議も開催された 村岡会長がビデオメッセージで祝辞を述べる
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■　 年頭所感 日中平和友好条約締結40周年の節目に武術太極拳のさらなる発展を	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
■　「第35回全日本武術太極拳選手権大会」開催要綱と変更点について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
■　2017年度「太極拳初段・ 2段・ 3段技能検定」合格者発表【Ⅱ】	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
■　「2017年度冬季ジュニア強化合宿」レポート	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
■　2017年度（第 5期）「ブロック国体コーチ・選手養成講習会、国体審判員研修会」実施報告	・・・・・・・・・・・・	15
■　「第17期審判員研修会」、「第 3期国体審判員認定試験」、「第 3回国体コーチ認定試験」受験申込み締め切る	・・	15
■　「第16回近畿ジュニア武術太極拳大会」兼「第26回JOCジュニア大会」代表選手選考会	・・・・・・・・・・・・・・・	16
■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
■　東京・大阪トレーニングセンター事業　2017・2018年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・	20
■　舞台「武術太極拳」日本三都市ツアー成功裏に終了	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・	22　■　「第14回蔵のまち喜多方太極拳講習会」を開催	・・	23
■　「三代一美先生お別れの会」ご報告	・・・・・・・	23　■　陳静老師主催「以武会友」大盛況に終わる	 ・・・・・・・	24

今号の内容（NO.340）　CONTENTS

　あけましておめでとうございます。
　今年は日中平和友好条約締結40周年を記念する年で
あります。昨年、日本連盟代表団の中国武術協会表敬
訪問により決定した「第35回全日本武術太極拳選手権
大会」での中国武術代表団特別演武をはじめとして、
日中交流をさらに促進させていく所存です。
　昨年は、８月に「第29回ユニバーシアード競技大会」
が開催され、初採用となった武術太極拳種目で、銅メ
ダル２個を獲得しました。９月には「第９回アジアジ
ュニア武術選手権大会」が韓国・亀尾市で開催され、
金メダル５個、銀メダル８個と銅メダル８個の好成績
を納め、ロシア・カザンで開催された「第14回世界武
術選手権大会」でも金メダル１個・銀メダル２個・銅
メダル５個と日本連盟が派遣した代表選手団は大きな
活躍を見せました。
　本年は、７月にブラジル・ブラジリアで「第７回世
界ジュニア武術選手権大会」、８月にインドネシア・

ジャカルタ／パレンバンで「第18回アジア競技大会・
武術太極拳競技」、その他に「第１回世界大学武術選
手権大会」、「第２回套路ワールドカップ大会」などが
開催される予定です。今後も国際的な武術太極拳の発
展に尽力し、武術太極拳のオリンピック正式種目実現
のために努力していきたいと思います。
　国内では、2019年から始まる国体公開競技種目『武
術太極拳』に向け、今年から各ブロックで選抜大会が
実施されます。日本連盟が一体となって、大会の成功
に向けて気運を盛り上げてまいりましょう。生涯スポ
ーツ・競技スポーツとして、武術太極拳がさらなる発
展を遂げることを期待します。
　各都道府県武術太極拳連盟並びに市町村協会の組織
充実化を進め、より皆さまに愛されるスポーツ団体と
なるよう一層努力することを誓います。

日中平和友好条約締結40周年の節目に
武術太極拳のさらなる発展を
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所 感

2 0  1 8

（公社）日本武術太極拳連盟　会長




