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公益社団法人 日本武術太極拳連盟 ジュニア普及委員会

下記 に基づいて本年度の長拳技能検定制度 1級・ 2級の試験を実施す る。

綱

1.実施 日程 :

2014年 度‐

試験を実施す る。

①東京会場

場所

②大阪会場

場所

③盛岡会場

場所

④静岡会場

場所

⑤福岡会場

場所

記

後期に日本武術太極拳連盟が下記の 5会場で事前講習会・長拳技術講習会と技能検定

2015年  1月 17日 (土)事前講習会・長拳技術講習会、

18日 (日 )検定試験

日本武術太極拳連盟 本部研修センター

(」R総武線新小岩駅南口より都営バス利用 「京葉交差点」下車 3分 )

2015年  1月 17日 (土)事前講習会 ,長拳技術講習会、

18日 (日 )検定試験

大阪市中央体育館 (地下鉄中央線朝潮橋駅下車 5分 )

2015年  1月 31日 (土)事前講習会・長拳技術講習会

2月  1日 (日 )検定試験

岩手県営武道館 資1道場 (」R盛岡駅・ 9番乗場からバス利用 「城北小学校前」下車)

2015年  2月 21日 (土)事前講習会・長拳技術講習会

22日 (日 )検定試験

沼津市民体育館  (」R沼津駅北口より徒歩 10分 )

2015年  3月 14日 (土)事前講習会。長拳技術講習会、

15日 (日 )検定試験

アクシオン福岡 (JR博多駅からバス利用 「アクシオン福岡前」下車)

検定試験

講習会
参加資格 講習会講師・検定審査員

受験料
登録料

事前講習会受講料

技能検定

2級試験

事前講習会

3級取得者

(2014年 9月 末までに登

録 した 3級取得者)

学習期間 :6ヶ 月以上 公認 B級指導員 3名

(ジ ュニア普及委員会が

委嘱)

24歳以下

2,500円
25歳以上

5,000円 3,000円

事前講習会

5,000円

技能検定

1級試験

事前講習会

2級取得者

学習期間 :1年以上

24歳以下

3,000円
25歳以上

6,000円
3,000円

事前講習会

5,000円

技術講習会
長拳 1級、2級、3級を取得

していて、今回受験しない人
技術講習会受講料 ;5,000円



2.実施内容 :

1日 目に事前講習会 日長拳技術講習会、2日 目に午前 2級、午後 1級の日程で検定試験実施手順等の説明と

認定試験を実施 します。

検定の前日に事前講習会 。長拳技術講習会を実施する。事前講習会は受験者に対し検定内容の確認 と技

術講習を行い、長拳技術講習会は受験者以外の一般参加者に対して受験者 とは別に、技術の確認やレベル

アップのための講習を行 う。上位級試験や指導員試験受験希望者は、積極的に活用されたい。

1事前講習到 (=今回、 1・ 2級を受験する人)

・検定受験者のうちの希望者に対し、検定内容の確認や問題点の修正などを中心に行 う。

・技能検定受験者が事前講習会に参加を希望する場合は、申請登録用紙の該当欄に記入のこと。

。事前講習会の受講料は5,000円 とする。

拳技術講習 (=講習会だけ受講し、受験はしない人)

。これまでに 1・ 2級および 3級を取得 しており、翌日の検定を受験しない人を対象に、 1・ 2級レベル

までの長拳の基礎練習、基本功、組合せ練習、套路練習などを指導する。検定試験の項 目にない基本功

や上達方法などについての指導も行 う。

・参加希望者は別紙の受講申込書で参加を申請し、その際、受講資格として取得級と証書番号 (証書に記

された9桁の番号)_と壁註の二と匡

・長拳技術講習会の受講料は 5,000円 とする。

・技能検定試験は、下記の内容・基準に基づいて行う。

・検定実施前に試験の手順等を説明する。受験者は全員これに参加しなければならない。また、この日は

受験者以外の参加 。見学は認めない。

・申請の際、受験資格を確認し、申請登録用紙に必ず証書番号 (証書に記された 9桁の番号)を明記する

こと。

。なお、テキスト『初級長拳・入門梶術』を教材として使用する。

●技能検定試験内容

3.受講 口受験申請手続 :年齢の基準は2014年 10月 1日 現在とする。

検定受験料 :2級 =24歳以下 2, 500円 、25歳以上 5,000円

1級=24歳以下 3, 000円 、25歳以上 6, 000円

事前講習会受講料=5, 000円 (1級・ 2級受験者共通 )

技術講習会   =5, 000円 (1～ 3級取得者共通 )

段級
套路試験 基本功試験

内容 判定基準 内容 判定基準

2級
初級長拳
1.虚歩亮掌～
20.イト歩穿掌

勁力・スピー ド・力点が明確
であるか
。背筋が伸びている
。動作が流れるように行いリ
ズムがあるか

。動作と目線が合つている
。各歩型が正確にできる
手型、手法、身型、腿法動作
規格が正確にできている。

澄腿
外揺腿
里合腿
側瑞腿
提膝平衡

テキス トの動作規格を求め、
下位級よりもより高度な柔軟性、動

作規格をもとめる。

1イ及

初級長拳
1.虚歩亮掌～
～37.収勢
【全套路】

二起脚
翻腰
イト歩穿掌
後掃腿
燕式平衡

眺躍動作は空中での動作がほぼ完
成 している。
動作は力点が明確で、スムーズに行
うことが出来る。
平衡動作は規格どおりに行える。2
秒以上静止することができる。



① 検定受験申請者は、「申請・登録報告用紙」に該当事項を記入し、受験料とともに所属都道府県連盟に提

出する。事前講習会参加希望者は申請書の該当欄に記入し、講習会受講料もあわせて納付する。

註 ; 受験資格は3級または2級取得者に限られるため、「申請・登録報告用紙」の級位証書番号記入欄

に、必ず級位証書番号 (証書に記された9桁の番号)を明記する。

② 受験しない人で、長拳技術講習会に参加を希望する人は「技術講習会 参加申込書」に該当事項を記入

し、受講料とともに所属都道府県連盟に提出する。

註 ; 受講資格は3～ 1級取得者に限られるため、「参加申込書」
・
の級位証書番号記入欄に、

必ず級位証書番号 (証書に記された9桁の番号)を明記する。

③ 都道府県連盟は提出された「申請・登録報告用紙」および 「技術講習会 参加申込書」の記載内容を確

認し原本をまとめて、「『長拳 1・ 2級技能検定』『長拳技術講習会』申請一括送付状」を添付し下記の期

限までに日本連盟に送付する。「申請・登録報告用紙」。「技術講習会 参加申込書」。「『長拳 1・ 2級技

能検定』『長拳技術講習会』申請一括送付状」のコピーは都道府県連盟が保管する。受講・受験料の合

計金額を下記の日本連盟の

受講・受験申請提出期限→

4.受講 口受験票、受講・受験案内等 :

12月 中旬頃に都道府県連盟宛に、受験票、受験案内等が送付される。都道府県連盟はこれ らの書類を

各受験者に送付する。

受験票への写真貼付について ;

受験票への写真添付は受験者が受験票を入手してから、本人が受験票の指定箇所に貼付する。 したが

つて受験申請時には写真の提出は必要ないが、検定当日までに写真 1葉 (ヨ コ2.5 cm× タテ 3 clll)を 用

意しておく。検定当日、会場で受験票を提示する際に、写真が貼付されていない場合は無効とし、試験

を受けることができない。

5.合否基準と判定方法 :

上記に示した判定基準に基づくが、下位級よりも手型、手法、身法、腿法、歩型、歩法などの規格も高い

水準を要求する。判定は各項 目、合否で判断する。

6.試験実施 :

・試験に先立ち、技能検定審査員 (以下、審査員という)が抱拳礼、諸注意、出場順発表を行 う。

・基本功試験は 2～ 5名 を 1グループとし、グループごとに演技を行 う。基本功試験の全グループ終了後、套

路試験は 1名ずつ演技を行 う。但し、参加人数と会場の状況により変更する場合がある。

・套路試験は、受験者が忘却や失敗した場合、その場で 2回までや り直しを認める。

・試験終了後閉講式を行い、講評 (審査員の代表 1名 )、 合格者の登録料納付についての連絡をし、抱拳礼を

もつて終了する。

7.検定委員 :日 本連盟専門委員会のジュニア普及委員会がB級指導員 3名 を検定審査員として委嘱する。

指定銀行 日座=みずほ銀行 四谷支店 普通口座 1757800
口座名義 ;公益社団法人日本武術太極拳連盟



8.共通タイムスケジュール (会場によつて変更することもあります)

1日 目 (事前講習会・技術講習会) 2日 日 (検定試験)

12

13

13

16

17

18

３０

００

０５

００

００

３０

受付開始

開講式

長拳技術講習

休憩

長拳技術講習

閉講式 解散

(午後の部)

(夜の部 )

09 : 00

09 : 30

09 :40

10 : 10

10:55

12: 30

13 :00

13:30

13 :40

14 : 10

14: 50

16:00

16:00

2級・受付開始

2級開会式 諸注意

2級試験手順・詳細の説明

2級基本功試験

2級套路試験

終了後事後の説明 2級解散

1級 。受付開始

1級開会式 諸注意

1級試験手順・詳細の説明

1級基本功試験

1級套路試験

終了後事後の説明 1級角弔散

清掃

.合否結果の通知 :

東京、大阪、盛岡会場の合否結果は 2月 上旬に、静岡、福岡会場の合否結果は3月 下旬に、それぞれ各

都道府県連盟宛に通知する。

0.登録手続き :

合格者は、都道府県連盟を通じて合格級の登録手続きを行 う。

都道府県連盟は、登録者を確認 し日本連盟に通知するとともに、登録料 (1級、 2級 とも3, 000円 )

の配分比率 (日 本連盟 6:都道府県連盟 4)に基づいた金額を日本連盟に納付する。

1.認定証書等の送付 :

1・ 2級の登録手続きをした者には「認定証書」と、象徴物として 「バッジ」が付与される。

認定された級位は、今後昇級・昇段しない限り終身称号とし、更新手続きは必要としない。

2.その他

東京会場 (東京・ 日本連盟本部研修センター)に参加する人で、希望者は下記ホテルに直接宿泊申込み

をすることができる。

「新小岩パークホテル」 (JR総武線 「新小岩」駅北口より徒歩 2分)

〒124-0023東京都葛飾区東新小岩 1-1-3 h03-3・ 691-0555

シングルルーム 1泊 6,300円 (通常 1泊 6,800円 のところ、 日本連盟関係者は 500円割引となる。

電話申込みの時、 「日本武術太極拳連盟 会員」であることを伝えて申込むこと。朝食は男1途840円。 )

以上



参 孝

都道府県連盟代表 各 位
公益社団法人 日本武術

専務理事  岡時

li

長 拳 1・ 2級 検 定 実 施 要 綱 送 付 の 件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

標記に関し下記の書類を同封してご案内申し上げます。

都道府県連盟各位におかれましては、下記の④を除くすべての書類 と本状を必要部数複写して、でき

る限り速やかに所属加盟団体に送付下さるようお願い申し上げます。

加盟団体各位におかれましては、同封の各書類を熟読していただき、下記に記載の事項をご参照のう

え、申請者が各手続きを期限内に行 うことができるようご伝達、ご指導下さるようお願い申し上げます。

諸事ご多忙の折、恐れ入 りますが長拳の普及・振興を通じてわが国の武術太極拳愛好者人口の充実と

人材の育成にご尽力賜 りますよう、お願い申し上げます。

敬具

口己

《送付書類》

① 長拳 1・ 2級技能検定実施要綱 (2部 )

② 2級検定申請 。登録報告用紙 《長検 書式 8》 (2部 )

③ l級検定申請・登録報告用紙 《長検 書式 9》 (2部 )

④「長拳 1・ 2級技能検定」「長拳技術講習会」申請一括送付状 《長検 書式10》 (1部 )

⑤ 技術講習会 参加申込書 《長検 書式11》 (2部 )

1)長拳 102級 検定試験および事前講習会の件 :

・検定試験実施会場 。実施日 :

①東京会場=2015年 1月 18日 (日 )東京都・ 「日本武術太極拳連盟 本部研修センター」

②大阪会場=2015年 1月 18日 (日 )大阪市 。「大阪市中央体育館」

③盛岡会場=2015年 2月  1日 (日 )盛岡市 。「岩手県営武道館・剣道場」

④静岡会場=2015年 2月 22日 (日 )沼津市 。「沼津市民体育館」

⑤福岡会場=2015年 3月 15日 (日 )福岡市 。「アクシオン福岡」

・受験資格 :

一 長拳学習期間6ヶ 月以上で、2014年 9月 末までに長拳3級検定を登録している人の

みが、2級を受験することができます。

一 長拳学習期間1年以上で、すでに長拳 2級検定を取得している人のみが、1級を受験す

ることができます。

公益社団法人日本武術太極拳連盟
JAPAN WUSHU TAIJIQUAN FEDERAT10N
〒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
鞠 ubttktt B‰

ξ臨 鳳 .LR鰐 盤 11年圏 諸 ます

ky° JAPAN

文発第 3478号
2014年 110月 3日



。事前講習会 :

検定試験の受験者で希望する人は、検定試験の前日に実施される事前講習会に参加すること
ができます。事前講習会では、検定内容の確認や問題点の修正などを中心に行います。
①東京会場=2015年 1月 17日 (土)東京都 。「日本武術太極拳連盟 本部研修センター」
②大阪会場=2015年 1月 17日 (土)大阪市 。「大阪市中央体育館」
③盛岡会場=2015年 1月 31日 (土)盛岡市 。「岩手県営武道館・剣道場」
④静岡会場=2015年 2月 21日 (土)沼津市・ 「沼津市民体育館」
⑤福岡会場=2015年 3月 14日 (土)福岡市 。「アクシオン福岡」

都道府県連盟は、検定受験者の申請・登録報告用紙の該当欄に参加・不参加が記入されて
いるか確認し、参加者の事前講習会受講料 5,000円 を受験料とともに、申請期限までに納付
して下さい。

・申請締切り:都道府県連盟は、各級の申請書②、③に、一括送付状④を添えて 12月 1日 (月 )

までに日本連盟に必着するよう送付、併せて受講・受験料合計金額を指定口座に納付し
て下さい。

なお、2004年度より、受験料が下記の通り変更となっていますのでご注意下さい。
(年齢の基準は、10月 1日 現在とします。)

検定受験料 ;2級 =24歳以下 2, 500円 、25歳以上 5, 000円
1級=24歳以下 3, 000円 、25歳以上 6, 000円

。受講・受験票と写真添付 :

期限内に受理された受験申請者 。講習会参加申込者の受講・受験票は 12月 中旬頃に都道府
県連盟宛に送付します。受験申請者・講習会参加申込者は受講 。受験票を入手後、自分で講習
会または検定当日までに受講・受験票の指定箇所に「写真」を添付して、持参して下さい。

写真添付が無い受講・受験票は無効とし、受講・受験することができません。

2)長拳技術講習会 に関す る件 :

すでに 1・ 2級を取得しており、翌日の検定を受験しない人を対象に、技術の確認やレベルアッ
プのための「長拳技術講習会」を実施します。

また、現在 3級を取得していて、将来の2級受験を目指す人も受講することができます。
講習会では、 1・ 2級 レベルまでの長拳の基礎練習、基本功、組合せ練習、套路練習などを指導

します。また検定試験の項目にない基本功や上達方法などについての指導も行います。将来、上位
級受験や指導員試験受験を希望する人の、積極的な参加を期待します。

参加希望者は、「技術講習会 参加申込書」に該当事項を記入し、受講料 5,000円 (1～ 3級取
得者共通)と ともに都道府県連盟に申し込み、都道府県連盟は上記検定試験申請締切期限までに日
本連盟宛に、⑤「技術講習会 参加申込書」に一括送付状④ (長拳 1・ 2級技能検定と共通)を添え
て送付して下さい。

なお、東京会場に参加する人で、希望者は最寄の「新小岩パークホテル」に直接宿泊申込みをす
ることができます。 (詳細は実施要綱参照)

以 上


