
〔３〕武術太極拳競技 
 

１ 期  日   2020 年９月 26 日（土）から９月 27 日（日）まで（２日間） 

  ※実際のエントリー状況により、変更する場合があります 

種  別 ９月 26 日（土） ９月 27 日（日） 

ペア 24 式太極拳（自選） 

（シニア男子・シニア女子） 
47 チーム（第３コート）  

総合太極拳（自選） 

（成年男子・成年女子） 
男子 47 名（第１コート） 女子 47 名（第１コート） 

自選長拳 

（成年男子・成年女子） 
女子 47 名（第２コート） 男子 47 名（第２コート） 

ジュニア太極拳２ 

（少年男子・少年女子） 
 

男子 47 名（第３コート） 

女子 47 名（第３コート） 

国際第一套路長拳 

（少年男子・少年女子） 
女子 47 名（第２コート） 男子 47 名（第２コート） 

 

２ 会  場   曽於市  曽於市末吉総合体育館 

 

３ 種別（種目）及び参加人員 

種  別 種  目 
監

督 

選

手 

参加 

都道府県 

小 計 合計

（人） 監督 選手 

シニア男子 

シニア女子 

ペア 24 式太極拳

（自選） 

１ 

２ 47 

47 

94 

517 

成年男子 
総合太極拳（自選） １ 47 47 

自選長拳 １ 47 47 

成年女子 
総合太極拳（自選） １ 47 47 

自選長拳 １ 47 47 

少年男子 
ジュニア太極拳２ １ 47 47 

国際第一套路長拳 １ 47 47 

少年女子 
ジュニア太極拳２ １ 47 47 

国際第一套路長拳 １ 47 47 

 

４ 競技上の規程及び方法 

(1) 競技は「国民体育大会公開競技＜武術太極拳＞競技ルール第７版」に基づいて実施する。 

 (2) 審判員は公益社団法人日本武術太極拳連盟公認審判員で編成する。 

 (3) シニアの部は同性同士のペアも出場可とする。 

 (4) 各種目とも１回の演武で順位を決定する。 

 (5) 各コートは１名・１組ずつ演武する。 

 

 



５ 予選方法 

(1) 全国８ブロック（東北北海道・北関東・南関東・東海北陸・近畿・中国・四国・九州沖

縄）は、本大会実施要項に準じてブロック選抜大会を開催する。 

 (2) 都道府県はブロック選抜大会の成績により代表選手を決定する。 

 (3) ブロック大会の期日、会場、申込み方法等については主管都道府県連盟より通知する。 

 

６ 参加資格及び選手の年齢基準 

  総則５に定めるもののほか、次による。 

 (1) 出場選手は、公益社団法人日本武術太極拳連盟加盟団体会員とする。在住地の都道府県

のブロック選抜大会に出場できる。 

 (2) 少年の部に参加できる選手は、2002 年４月２日から 2006 年４月１日の期間に出生した 

者（14 歳以上 17 歳以下）とし、2005 年４月２日から 2006 年４月１日の期間に出生した

中学３年生を含むものとする。 

 (3) 成年の部に参加できる選手は、1980 年４月２日から 2002 年４月１日の期間に出生した 

者（18 歳以上 39 歳以下）とする。 

 (4) シニアの部に参加できる選手は、1960 年４月２日から 1980 年４月１日の期間に出生し 

た者（40 歳以上 59 歳以下）とする。 

 (5) 監督は都道府県ごとに１名選任するものとし、選手は監督を兼任することができる。な 

お、監督、選手は日本国籍、あるいは日本永住の外国籍を有する者であること。 

 

７ 成績順位決定 

 「国民体育大会公開競技＜武術太極拳＞競技ルール第７版」に基づき、最終得点の最も高

い者がその種目の第１位、その次の者が第２位、以下はこれにならう。 

 

８ 表  彰 

 (1) 各種目の成績により、入賞者に賞状を授与する。 

 (2) 第１位～３位の入賞者に、公益社団法人日本武術太極拳連盟よりメダルを授与する。 

 (3) ペア種目の入賞選手には、メダル、列記用賞状を２名それぞれに授与する。 

(4) 参加者全員に、大会参加記念章を授与する。 

(5) 各種目の入賞者数は、下表の通り出場人数に比例して定める。 

出場選手数 入賞数 出場選手数 入賞数 

４名以下 １位 20 名以下 ８位 

10 名以下 ３位 21 名以上 12 位 

14 名以下 ６位  

 

９ 参加申込み方法 

所定の「参加申込書」に必要事項を記入の上、所属する都道府県武術太極拳連盟を通じて、

2020 年５月８日（金）までに下記宛に持参又は郵送で提出すること。 

申 込 先 宛  先 提出部数 

公益社団法人 

日本武術太極拳連盟 

〒132-0025 東京都江戸川区松江１－９－15 

TEL 03-6231-4911 FAX 03-6231-4955 
１部 

 



10 参 加 料 

 (1) 参加料は一人 3,000 円とする。 

 (2) ペア種目も一人 3,000 円とし、１チーム 6,000 円とする。 

 (3) 参加料の振込は、各都道府県武術太極拳連盟から下記へ振込むこと。 

    銀行名 みずほ銀行  四谷支店 普通預金 1025478 

    名義  公益社団法人 日本武術太極拳連盟 

 

11 参加上の注意 

 (1) 参加者を対象とした傷害保険は、主催者において一括加入する。 

 (2) 参加者は、各自の責任において健康管理に十分配慮の上、参加すること。 

 (3) 競技実施中の傷害・疾病については、応急処置は行うが、それ以後の責任は負わない。 

 (4) 参加者が 18 歳未満の場合は、保護者同伴又は保護者の同意を必要とする。 

 (5) 会場までの移動は各自の責任において行うこと。 

 (6) 出場選手のユニフォームは制限・指定しない。 

 

12 個人情報の取り扱いについて 

  参加申込書（同意書を含む）に記載された個人情報については、以下の燃ゆる感動かごし

ま国体公開競技に関する業務に使用する。また、申込み時点で本人の同意が得られたことと

する。 

 (1) 燃ゆる感動かごしま国体公開競技参加意思及び参加人数の確認 

 (2) 参加資格の確認（年齢、性別、所属、保護者の同意など） 

 (3) 参加案内等の送付 

 (4) 競技別プログラムの作成 

 (5) 賞状等の筆耕 

 (6) 競技の結果、映像、写真の記録業務への使用及び広報誌、インターネット等への掲載 


