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今号の内容（NO.374）　CONTENTS

来年度（2021年度）の事業活動における感染予防対策について
　「新型コロナウイルス」感染症拡大防止のため、政
府による緊急事態宣言の延長が決定されるなど、愛好
者の皆さまにおかれましては、不安を抱える中で感染
防止を心がけ、たゆまぬ努力をされていることと存じ
ます。心より敬意とお見舞いを申し上げます。
　日本連盟では来年度の事業においてもコロナ禍の影
響を鑑みて、参加者全ての安心・安全を最優先に考慮
し、皆さまの心身の健康保持増進と免疫力を高めるた
めにも、安全に楽しく武術太極拳を鍛錬していただけ
るよう、感染予防対策を講じて実施していきます。
　実施にあたっては、政府および公益財団法人日本ス
ポーツ協会の指針・ガイドラインに従い、今年度と同
様に検温・消毒の徹底や講習会等でのフェイスシール
ドの無償提供、ソーシャルディスタンスの確保などを
実施し、カリキュラムの変更なども含めて状況に応じ
て対応して参ります。
　また、感染予防対策の周知としては、引き続き「安
全に武術太極拳をするためのポイント」や「試験実施
に向けての感染防止対策」のチラシを配布して啓発し
ていきます。
　全日本選手権大会等の全国的な大会開催については、
その都度状況を鑑みて関係者と協議のうえ、感染拡大

予防対策を講じて実施いたします（開催の可否も含め
て慎重に検討します）。
　全国の皆さまにおかれましても、コロナ禍の中で感
染予防を心がけながら、安全に楽しく太極拳の鍛錬に
励んでいただき、ジュニアをはじめとした若い世代の
方も長拳教室など武術太極拳の訓練をされていること
と存じます。適度な運動をすることは免疫力のアップ
につながりますので、マイペースで楽しく武術太極拳
に励み、心身の健康にお役立てください。みんなで協
力して乗り越えましょう。
　来年度も愛好者の皆さまの健康を第一に各事業活動
を進めていきますので、何卒ご理解とご協力をいただ
きますようお願いいたします。
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　公益社団法人日本武術太極拳連盟は、「第115回理事
会」を３月19日（金）に、東京・日本連盟トレーニン
グセンターで開催しました。
　理事会では、2021年度事業計画及び予算案などを以
下の議事録のとおり審議しました。

　

１　開催された日時：2021年（令和３年）３月19日（金）
　　　　　　　　　　14時00分～15時00分
２　開催された場所：日本連盟トレーニングセンター
３　理事総数及び定足数：総理事数27名、定足数14名
４　出席理事数：理事20名

出席者：岡﨑温、川﨑雅雄、辻本三郎丸、宮本
知次、西村誠志、近藤重和、孫建明、高山恵
靖子、谷川大、潮田強、上り浜誠一、及川佳
織、友崎敦、孔祥東、長江一将、大和久美代
子、塚原加代子、大沢藍未、渡部健一、三浦
義則理事会開会にあたり挨拶を述べる岡﨑温会長代行

日本武術太極拳連盟　第115回理事会を開催
―2021年度事業計画及び予算案などを審議・承認―

公益社団法人日本武術太極拳連盟

第115回理事会議事録
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今号の内容（NO.376）　CONTENTS

　４月29日に令和３年春の叙勲受章者および褒章受章
者が発表され、当連盟の岡﨑温会長代行が叙勲の栄に
浴されました。

　岡﨑会長代行は、日本連盟創立
時より常務理事、副会長、会長代
行を歴任され、永年にわたって武
術太極拳の発展に尽力されまし
た。
　また国内だけでなく、国際活動
においても令和元年10月に国際武
術連盟より終身名誉会員の称号が
贈られるなど多大な功績を残され
ています。
　その功績が認められ、「旭日双
光章」が授与されましたことを、
ご報告させていただきます。

　５月28日に勲章の伝達式が行わ
れます。詳報につきましては７月

号に掲載いたします。
　この度の栄えあるご受章を、心よりお慶び申し上げ
ます。

令和３年春の叙勲、
岡﨑温会長代行が「旭日双光章」を受章

令和元年10月、終身名誉会員の称号が贈られる岡﨑会長代行（左）
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今号の内容（NO.377）　CONTENTS

　岡﨑温会長代行が「令和３年春の叙勲」にて国内外
での多大な功績が認められ、「旭日双光章」を受章され
ました。皇居での伝達式はコロナ禍の影響で中止とな
ったため、６月30日（水）に開催された「日本連盟 
第116回理事会」で叙勲伝達式が執り行われました。
　伝達式では、川﨑雅雄専務理事より表彰状、辻本三
郎丸常務理事より勲章、
大沢藍未理事より花束が
それぞれ贈呈されまし
た。
　岡﨑会長代行から「日
本連盟設立以来一筋に尽
力してきました。今回の
受章においては、特に日
本連盟が国際の舞台にお
いて大きな役割を果たし、
武術だけではなく日本と

諸外国との関係にも大きく貢献されたことを評価され
たのではないかと思っております。これからも皆様の
支えで連盟の発展のために尽力していきたいと思いま
す。本日は本当にありがとうございました。」とお礼の
お言葉をいただいて、叙勲伝達式は幕を閉じました。
　第116回理事会については次号掲載いたします。

第116回理事会にて、
岡﨑温会長代行の叙勲伝達式を執り行う

岡﨑会長代行を中心に役員で記念撮影　　　　※撮影時のみマスクを外しています
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　　―	2020年事業報告・決算報告ほか議案を審議・承認―	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
■　2022年第30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について	・・・・・・・・・・・・・・・		6
■　「ねんりんピック岐阜2021」太極拳交流大会、参加47チームの出場順が決定	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8
■　喜多方市「太極拳ゆったり体操サポーター講習会」を開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
■　輝け！武術太極拳アスリート ～レジェンド選手紹介／松浦 新～	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■　―	健康と太極拳	―　太極拳の練習要領―「意・気・力」（下）（林　伯原）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
■　武術太極拳ガイド	・・・・・	15　■　「えどがわ人図鑑」に当連盟強化指定選手の齋藤志保選手が出演	・・・・・	17
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2021年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19

今号の内容（NO.378）　CONTENTS

　日本連盟創立35周年を迎える2022年度の全日本選手
権大会は、５年ぶりに東京体育館で開催されることが
正式に決定されました。
　開催日程は、７月８日（金）～７月
10日（日）の３日間。東京体育館での
開催は1990年の第７回大会から計26回
目となります。会場は、国立競技場に
隣接する東京都渋谷区千駄ヶ谷にある
体育館で、東京オリンピックおよび東
京パラリンピックでは、卓球の競技会
場となっています。
　最寄り駅のJR「千駄ヶ谷駅」また
は都営大江戸線「国立競技場駅」から
徒歩１分と立地も良く、年間を通して
多くの大会やイベントが開催されてい
ます。

　大会の詳細等については後日発表させていただきま
す。楽しみにお待ちください。

来年度（2022年度）の「第39回全日本武術太極拳選手権大会」
の会場が
東京・千駄ヶ谷の「東京体育館」に決定！

「東京体育館」外観（2017年の全日本大会時）
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■　「2021アジア伝統武術オンライン大会」日本代表選手団決定！	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
■　「第10回定時社員総会」を書面決議により実施	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
■　第76回国民体育大会「三重とこわか国体」開催中止について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
■　2022年度「第39回全日本武術太極拳選手権大会」の競技ルールおよびシード権について	・・・・・・・・・・・・・		5
■　2021年度（第30期）「公認太極拳普及指導員認定」合格登録者名簿（501人）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6
■　太極拳のまち喜多方「第17回太極拳フェスティバル」開催方法の変更について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
■　2021年度（第18期）長拳公認Ｂ・Ｃ級指導員合格者発表	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■　「第19回南関東ジュニア武術太極拳大会」を 8月 1日（日）に開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
■　輝け！武術太極拳アスリート ～レジェンド選手紹介／丹井 均～	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
■　日本連盟トレーニングセンター「太極拳・カンフー一般教室」10月～12月の開催日程	・・・・・・・・・・・・・・・	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　2021年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

今号の内容（NO.379）　CONTENTS

　近年の世界的なパンデミックの影響で、大規模な武
術大会の開催が延期となる中、アジア武術連盟（WFA）
とマレーシア武術連盟が、アジアにおける武術の発展
を活性化させるため、「2021アジア伝統武術オンライ
ン大会」を共同で開催することになりました。
　日本連盟では、日本代表選手選考委員会および伝統
委員会、選手強化委員会により協議が行われ、個人種

目最大６人（性別は問わない）、団体競技１チーム（６
人以上）という制限とコロナ禍で選考会実施が難しい
状況を鑑みて、日本連盟強化指定選手から代表を選び、
今大会に出場することが決定されました。
　日本代表団名簿は次ページのとおりです。審査期間
は、９月20日から９月30日まで、結果発表は10月４日
となっています。詳細は後日お知らせします。

「2021アジア伝統武術オンライン大会」
日本代表選手団決定！

団体競技に参加する太極拳チーム（左から、荒谷友碩選手、庄司理瀬選手、藤沢佑選手、齋藤志保選手、村上僚選手、
平田優花選手、蝦名冬馬選手）



— 1 —

WUSHU TAIJIQUAN 2021年10月NO.380

1992年8月7日第3種郵便物認可
2021年10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　https://www.jwtf.or.jp
Ｅメール　jwtf@jwtf.or.jp
発行人　川㟢　雅雄
発行日　2021年10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

■　「2021アジア伝統武術オンライン大会」成績速報	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
■　「ねんりんピック岐阜2021」太極拳交流大会の開催中止について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
■　「2021年度太極拳初段・ 2段・ 3段検定」受験者総数2,811人 全国101会場で実施	・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
■　「IWUF武術套路バーチャル競技会2021」日本代表選手団決定！	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
■　「第19期全国審判員研修会」実施要綱決まる	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6
■　2021年度 長拳技能検定 初段・ 1級・ 2級　実施のご案内	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■　2021年度（第22期）長拳公認普及指導員認定 実施要綱	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2021年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
■　―	健康と太極拳	―　武術・養生術・スポーツ（倉島　哲）	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16

今号の内容（NO.380）　CONTENTS

　「2021アジア伝統武術オンライン大会」がアジア武
術連盟（WFA）とマレーシア武術連盟により共同で
開催され、10月４日（月）に成績が発表されました。
　大会には、21の国と地域から168人の選手が参加し、
エントリー数は209人でした。日本からは個人競技に
６人、団体競技１チーム（７人）が参加し、金メダル
６個・銀メダル１個・銅メダル１個を獲得しました。

　本事業は、（公財）日本オリンピック委員会（JOC）
選手強化NF事業助成を受けて実施しています。
　日本武術隊の成績は以下の表を
ご参照ください。全競技の成績は
マレーシア武術連盟ホームページ

（https://wushumalaysia.com/）
にてご覧いただけます。

「2021アジア伝統武術オンライン大会」成績速報
金メダル６個・銀メダル１個・銅メダル１個を獲得！

大会に参加した日本代表選手たち

日本代表選手団と成績一覧
氏　　名 所属連盟 出身地 性別 種目 套路・成績

朝山　義隆 大阪府 大阪府 男 その他の拳術 形意拳　１等
池内　佳奈 埼玉県 埼玉県 女 その他の拳術 査拳　２等
貴田菜ノ花 大阪府 兵庫県 女 その他の拳術 螳螂拳　１等
高　　龍大 大阪府 大阪府 男 その他の拳術 通臂拳　１等
三船　　陸 大阪府 福岡県 男 その他の拳術 翻子拳　１等

毛利　亮太 大阪府 福岡県 男 その他の拳術 少林大紅拳　１等
単器械 朴刀　１等

荒谷　友碩 千葉県 千葉県 男

団体競技 太極扇集体　３等

蝦名　冬馬 東京都 北海道 男
齋藤　志保 岩手県 岩手県 女
庄司　理瀬 秋田県 秋田県 女
平田　優花 埼玉県 埼玉県 女
藤沢　　佑 秋田県 秋田県 男
村上　　僚 東京都 北海道 男
監督：孔　祥東　コーチ：丹井　均
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■　「第30回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」出場申込受付開始	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
　　◇開催要綱	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6
■　2021年度「常任講師研修会議」を東京で開催	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
■　2021年度「日本連盟講師研修会（ 1）」を日本連盟トレーニングセンターで開催	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
■　「IWUF武術套路バーチャル競技会2021」成績速報！	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
■　東京・大阪で「2021年度後期 太極拳 4段位昇段審査会」実施、308人が 4段位合格	・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
■　輝け！武術太極拳アスリート ～レジェンド選手紹介／二宮 秀夫～	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
■　―	健康と太極拳	―　フィールドワーカーが見た公園の太極拳とゆるやかさの源泉（池本 淳一）	・・・・・・・	14
■　第18回 蔵のまち喜多方太極拳講習会について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
■　「第 3回四国ブロックジュニア武術太極拳交流大会」兼「第30回JOCジュニアオリンピックカップ選手選考会」を開催	・・	17
■　各地の競技大会・交流大会・フェスティバル	・・・・・・・・・・・・・	18　■　武術太極拳ガイド	・・・・・・・・・・・・	21
■　日本連盟・大阪トレーニングセンター事業　2021年度「特別講習会」のお知らせ	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

今号の内容（NO.381）　CONTENTS

　（公社）日本武術太極拳連盟は2022年４月23日（土）・
24日（日）に「第30回JOCジュニアオリンピックカッ
プ武術太極拳大会」を神奈川県藤沢市・神奈川県立ス
ポーツセンター（スポーツアリーナ１・２）で開催し
ます。（公財）日本オリンピック委員会（JOC）、スポ
ーツ庁、（公財）日本スポーツ協会、神奈川県教育委
員会、（公財）神奈川県スポーツ協会、アジア武術連
盟などの後援（予定）。NOP法人神奈川県武術太極拳
連盟（古谷良子理事長）が主管団体として大会運営に
あたります。
　大会開催については、参加される皆さまの安全・安
心を最優先に考慮し、感染拡大予防対策を講じて実施
いたします。

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

　この大会は、国際大会へ出場する登竜門としても位

置付けられ、毎年多くのジュニア選手が海外でもメダ
ルを獲得しています。新型コロナウイルス感染症の影
響で、2022年の日本代表選手選抜については、国際武
術連盟より大会詳細の発表後に決定となります。
　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、2022年１月21日（金）までとなっています。
所属の都道府県連盟の書類提出期限にご注意ください。
　６ページから同大会の開催要綱を掲載します。

「第30回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会」出場申込受付開始

2022年 4 月23・24日（土・日）［ 4 月22日（金）審判団ミーティング］
神奈川県立スポーツセンター（スポーツアリーナ１・２）で開催

出場申込期限＝
2022年１月2１日（金）

前回の神奈川大会（第23回大会）の競技の模様
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　　 ◇主要事業日程（案）・・・・・・	4　◇特別講習会募集要綱（一部）・・・・・・	6　◇その他資料・・・・・・	9
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今号の内容（NO.382）　CONTENTS

　第117回理事会が11月19日（金）に開催されました。
本理事会では、今年度（2021年度）実施された全国８
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（2022年度）主要事業活動計画と日程等を
以下の議事録のとおり審議しました。

１　開催された日時：2021年（令和３年）11月19日（金）
13時55分～14時55分

２　開催された場所：日本連盟トレーニングセンター
３　理事総数及び定足数：総理事数27名、定足数14名
４　出席理事数：理事22名

出席者：岡﨑温、川﨑雅雄、辻本三郎丸、宮本知
次、西村誠志、近藤重和、孫建明、谷川大、潮
田強、及川佳織、友崎敦、孔祥東、長江一将、

上原田紀子、大和久美代子、塚原加代子、武田
久、大沢藍未、渡部健一、津毛望、圖子幸子、
三浦義則

出席監事：堀米秀夫、三代正廣
　なお、吉田由美子国体委員会委員長、中村剛
ジュニア普及委員会委員長、高山宗久競技委員
会委員長が陪席した。

日本武術太極拳連盟　第117回理事会
2022年度主要事業活動・日程等の議案を審議し承認

開会にあたり挨拶を述べる岡﨑温会長代行

公益社団法人日本武術太極拳連盟

第117回理事会議事録




