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東京都連盟加盟団体各位

東 京 都 武 術 太 極 拳 連 盟

事務局長 大 塚 かづ子

「 第 23回 JOCジ ュ ニ ア オ リ ン ピ ッ ク カ ッ プ 大 会 」

開催要綱・出場申込書送付について

標記大会が 2015年 4月 25日 (土 )・ 26日 (日 )に神奈川県藤沢市において開

催 されます。大会の「開催要綱」、「出場申込書」等をお送 り致 します。

出場を希望 される方は、開催要綱ならびに日本連盟からの文書 (文発第 3483号 )

を確認の うえ 2015年
1月 1ぅ しt月 )yコ |〕 屋遍シホ (1｀ '申

し込み下さい。

大会出場者は、2014年 9月 21日 実施の「第 12回南関東ジュニア武術太極拳

大会」で設定された本大会の選抜種 目の選抜枠に入つた選手のみが本大会に出場する

ことができます。選抜選手につきましては同封いたしました 「第 23回 JOCジュニ

アオ リンピックカップ大会 南関東選抜選手一覧」をご確認下さい。「ジュニア太極

拳 1」 「ジュニア太極拳 2」 につきましては、年齢規定・学年規定が満たされている

かご確認の うえお申込下さい。

尚、出場種 目につきま しては下記の通 り追カロして申し込むことが可能 となってお り

ますのでご注意下さい。

また、今大会では、A組および B組で新たな種 目が追加 されます。先に送付 した「第

23回 JOCジ ュニアオ リンピックカップ大会の実施種 目変更に伴 う特別措置につい

て」を同封いた しますので、お申し込みの際、ご確認いただけます様お願い申し上げ

ます。

記

1)ジュニア規定競技部門A・ ジュニア規定競技部門Bで選抜 された選手

◎南関東ブロック大会での参カロ種 目が 2種目 (徒手 と器械 1種 日)で選抜され

た場合。

⇒南関東プロック大会での参カロした種 目に同競技部門・同拳種の器械を 1

種 目加え JOCジュニアオ リンピックカップエン トリー してもよい。

例)南関東ブロック大会に長拳 Aと 短器械 (刀術 A)でのみ出場 し

た選手⇒長拳 Aと 短器械 (刀術 A)の他、長器械 (根術 Aま たは

槍術 A)を 」OCジュニアオ リンピックカップにエン トリー しても

よい。

◎南関東プロック大会での参カロ種目が 1種目出場 (拳術のみ出場)で選抜され



た場合。

⇒南関東ブロック大会での参加種 目に同部門・同拳種の長器械および短器械の

片方または両方を追カロして JOCジユニアオ リンピックカップにエン トリー

してもよい。

例)南関東ブロック大会に長拳 Aでのみ出場 した選手⇒長拳 Aの

他、短器械 (刀術 Aま たは剣術 A)と 長器械 (根術 Aま たは槍術 A)

の片方または両方を JOCジ ュニアオ リンピックカップにエン トリ

ー してもよい。

※但 し、短器械 2種 目または長器械 2種 目のエン トリーは不可。また競技部門B

の南拳種 目ならびに太極拳種 目は 2種目までなので 3種 日は不可。

2)ジュニア規定競技部門Cで選抜 された選手

南関東プロック大会の参加種 目が初級長拳のみであつても、競技部門Cの器械

の中から 1種 目を追加 して 」OCジユニアオ リンピックカップにエン トリー し

てもよい。 (器械を 2種 ロエン トリーすることは不可)

以上

JOCジュニアォリンピックカップ大会の出場料につきましては二人 1_種 _目_2_千 円



2015年 第 23回
」OCジュニアオリンピックカツプ大会

開 催 要 綱
公益社団法人日本武術太極拳連盟

開催趣 旨 :

1)公益財団法人日本オリンピック委員会 (」 OC)が実施する選手強化事業ジュニア対策の一環として、 JO
C加盟競技団体が開催するジュニア競技大会の質的向上を図り、大会における優秀な選手を表彰するととも

に、将来、オリンピック競技大会や世界選手権、アジア選手権等の国際大会において活躍が期待できるジュ

ニア選手の発掘・養成を図ります。

2)大会の優秀選手 (男女各 1人)に 「JOCジ ユニアオリンピックカップ」を授与し、将来、主要国際大会に

おいて活躍が期待できる選手を「オリンピック有望選手」として認定し、研修会や医学的サポー ト等を実施

します。

3)2015年 8月 に中国 。内モンゴルで開催予定の「第 8回アジアジユニア武術選手権大会」の日本代表候補選

手選抜を行 う。

1、 日時 : 2015年 4月 25。 26日 (土 。日)

2.会場 : 神奈川県藤沢市・県立体育センター体育館

3.主催 : 公益社団法人日本武術太極拳連盟

4 主管 : 神奈川県武術太極拳連盟

5.後援 (予定):公益財団法人 日本オリンピック委員会 (」OC)、 文部科学省、公益財団法人日本体育協会、アジア

武術連盟、神奈り|1県、藤沢市等

6 協賛 : 太極パー トナーズ各社 (ア シックス、明星食品、日清シスコ、島村運輸倉庫)

7.競技種日と競技運営 : 次の 25種日、男女計 50種 目の個人競技を実施する。

※表内太字は国際大会 (ア ジアジユニア選手権大会)種里

No. 競技種 目名 種 目 内 容 出生期間 。年齢 。学籍 1  時間規定

ジュニア規定競技部門A(アデアゾュニア選手権 A組種目)=1997年 1月 1日 ～1999年 12月 31日 の期FHlに出生した者

1 太極拳 国際第二套路=アデアデュニアA組代表種目 出生期間は上記期間 3分以上 4分以内

2 南拳 国際第二套路=アシ
゛
アシ

゛
ユニアA組代表種目 出生期間は同上 2分以内

3 長拳 国際第二套路=アシ
゛
アシ
゛
ユニアA組代表種目 出生期間は同上 2分以内

4
総含太極季

(部門 A)
総合太極拳の全套路 出生期間は同上 5分以上 6分以内

5
42式太極貪1

(部門 A)
42式太極倹1の全套路

出生期間は同上 (4総合太極拳に

出場する選手に限リエントリーできる)

3分以上4分以内

6 南拳 (部門 A) 国際規定套路 出生期間は同上 2分以内

7 南刀 (部門 A) 国際規定套路 出生期間は同上 (6南拳に出場する

選手に限リエントリーできる。南刀、南梶の2

種日、または、どちらか1種日でも可)

2分以内

8 南根 国際規定套路 2分以内

9 長拳A 国際第二套路 出生期間は同上 2分以内

10 長拳A短器械 国際第二套路 倒術Aまたは刀術Aのどちらか)
出生期間は同上 (9長拳Aに出場す

る選手に限リエントリーできる。短器械、長器

械2種日、または、どちらか1種 日でも可)

2分以内

長拳A長器械 国際第二套路 織術Aま たは槍術Aのどちらか)
2分以内

ジュニア規定競技部門B(アシ・アデュニア選手権 B組種目)=2000年 1月 1日 ～2002年 12月 31日 の期間に出生した者

う
ι

総 含太秘季

(音5F]B)
国際規定套路=アゾアゾュニアB組代表種目 出生期間は上記期間 5分以上 6分以内

13
42式太極興u

(部門 B)
国際規定套路=7ゾ アシ・ユニアB組代表種目

出生期間は同上 (12 総合太極拳
に出場する選手に限リエントリーできる)

3分以上 4分以内



14 南拳 (部門 B) 国際規定套路=アシ
゛
アゾュニアB組代表種目 出生期間は同上 2分以内

南刀 (部門 B) 国際規定套路=アデアシ
゛
ュニアB組代表種目

出生期間は同上 (14.南拳に出

場する選手に限リエントリーできる)

2分以内

長拳B 国際第一套路 =アデアシ
゛
ュニアB組代表種目 出生期間は同上 2分以内

長拳B短器械
国際第一套路 (剣術Bまたは刀術Bの どちらか)

=アシ
゛
アシ

゛
ュニアB組代表種目 出生期間は同上 (16長拳Bに出場

する選手に限リエントリーできる。短器械、長

器械2種目または、どちらか1種目でも可)

2分以内

長拳B長器械
国際第一套路 (梶術Bまたは槍術Bのどちらか)

=アデアプュニアB組代表種目

2分以内

24式太極拳 24式太極拳の全套路 出生期間は同上 4分以上6分以内

20 32式太極剣 32式太極貪1の全套路
出生期間は同上 (19.24式太極

拳に出場する選手に限リエントリーできる)

2分以上 4分以内

ジュニア規定競技部『「c(アゾアデュニア選手権 C組種目)=2003年 1月 1日 ～2008年 12月 31日 の期間に出生した者

初級長拳
国際規定套路=アデアデュニアC組代表種目

初級長拳の全套路
出生期間は上記期間 1分 30秒以内

●
乙 初級短器械

国際規定套路=アゾアシ
゛
ュコ C組代表種目

初級剣術または初級刀術のどちらか
出生期間は同上 (劉 初級長拳に出

場する選手に限リエントリーできる。短器機、

または、長器補のどちらか1種日だけに限る。

短器械と長器機の2種目出場は不可)

1分 30秒以内

０
４ 初級長器械

国際規定套路=アゾアシ
゛
ュニアC組代表種目

初級梶術または初級槍術のどちらか

普 及 套 路 部 門

24 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳 2(16動 作)の全套路
2015年 4月 1日 現在 満 18歳以

下 (註 2)

3分以内

25 ジュニア太極拳1 ジュニア太極拳 1(13動 作)の全套路
2015年 4月 2日 現在 中学生以下

(註 3)

3分以内

註 1. 1.～25.の競技種目のうち、どの種目を第 1日 (4月 25曰 く土〉)に実施し、また他のどの種目を第 2日 (4月 26

日〈日〉)に実施するかは、出場申込み締め切り後に、競技編成を行つたうえで、2015年 2月 16日 鯛 )頃に出場

団体宛に通知するc

註 2.24.ジュニア太極拳 2の出場規定は、2015年 4月 1日 現在の満年齢によるものとする。

註 3.25 ジュニア太極拳 1の出場規定は満年齢によるものではなく、従来通り、2015年 4月 2日 以降の学年に

よるものとする。

註 4.国際大会日本代表選抜について ;2015年 8月 に中国 。内モンゴルで開催予定の「第 8回アジアジュニア武術選

手権大会」の代表選手は下記 (註 5)の とおり6月 の選抜合宿で、以下の種目と人数で決定する。

1)A組=1997年 1月 1日 ～1999年 12月 31日 に出生した男子2名 、女子 2名、計4名 を部門Aの 1.太極拳、

2.南拳、3.長拳、の中から選拠

2)B組 =2000年 1月 1日 ～2002年 12月 31日 に出生した男子2名 、女子2名、計4名を、部門Bの 12.総合太

極拳、13.42式太極剣、14.南拳、15.南刀、16.長拳 B、 17.長拳 B短器械、18.長拳 B長器械の中か

ら選拠

3)C組 =2003年 1月 1日 ～2008年 12月 31日 に出生した男子2名、女子2名 、計4名 を、21.初級長拳、22

初級短器械、23.初級長器械の中から選抜する。

註 5国際大会の代表選抜日程:①今大会では「第 8回アジアジュニア武術選手権大会」の代表候補選手を選抜する。

本大会で選抜された候補選手のうちA組の選手は大会直後に実施される春季強化合宿 14月 29日 ～5月 4日 )の

うち 5月 2日 ～4日 (5月 1日 前泊)の後半日程に参加し、技術の確認と向上の訪1練を受ける。② 組ヽ・B組 。C組

すべての候補選手は6月 20日・21泊 に実施される選抜合宿での選考会に参加する。この合宿での選考会におい

て代表選手が正式に決定される。特に①の合宿については本大会の翌週からの開催となるため二参加手続きにつ

いては速やかに対応されるようご注意いただきたい。



8 エン トリー種目の制限

No. 競技種目名 エントリー制限事項

部

　

門

　

Ａ

1 太極拳

日本連盟選手強化委員会の認定を受けた選手が出場できる。この種目に出場する選

手は、 2種 目日としてその他の種 目にはエン トリーできない。なお套路規格は日本

連盟発行の DVDに準じ、講習会等での配布テキス トとの相違点は DVDを基準とする。

2 南拳 同 上

3 長拳 同 上

4
総合太極拳

(部門 A)

この種 目に出場する選手に限 り、542式 太極剣 (部門 A)に、

トリーできる。 24.ジ ュニア太極拳 2にエン トリーできるが、

ン トリーできない。

2種目日としてエン

その他の種 目にはエ

南拳 (部門 A)

この種 目に出場する選手に限 り、7南刀倍『F]A)および 8.南梶に、 2種 目日、

種 目日としてエン トリーできる。 24.ジ ュニア太極拳 2にエン トリーできるが、

の他の種 目にはエン トリーできない。

３

そ

長拳A
この種目に出場する選手に限り、10.長拳A短器械および 11.長拳A長器械に、 2種

目日、3種目目としてエントリーできる。 24.ジ ュニア太極拳 2にエン トリーでき

るが、その他の種目にはエントリーできない。

部

　
門
　

Ｂ

総合太極拳

(部門 B)

この種目に出場する選手に限り、13.42式 太極貪1(部門 B)に 、 2種 目日としてエ

ン トリーできる。 24.ジ ュニア太極拳 2にエントリーできるが、その他の種目には

エン トリーできない。※ただし、国際大会の日本代表を目指す選手は、13.42式太

極剣 (部門B)を 2種目目として必ずエントリーしなければならなしヽ その他の種目

にはエン トリーできない。

24式太極拳

この種目に出場する選手に限り、20.32式太極貪1に、2種日日としてエントリーで

きる。 24.ジュニア太極拳 2ま たは 25.ジ ュニア太極拳 1のいずれかにエントリー

できるが、その他の種目にはエントリーできない。

南拳 (部門 B)

この種目に出場する選手に限り、15南刀 (部門 B)に 、 2種目日としてエントリーで

きる。 24.ジュニア太極拳 2または 25.ジュニア太極拳 1のいずれかにエントリー

できるが、その他種目にはエン トリーできない。

長拳B
この種目に出場する選手に限り、17.長拳B短器械および 18.長拳B長器械に、2種

目日、3種目目としてエントリーできる。 24.ジ ュニア太極拳 2または 25.ジ ュニア

太極拳 1のいずれかにエントリーできるが、その他種目にはエントリーできない。

部

　

門

　

Ｃ

初級長拳

この種目に出場する選手に限り、夏
~物

級短器械または 23.初級長器械のいずれかに

限り、 2種 目日としてエン トリーできる。初級短器械と初級長器械の両方にエン ト

リーすることはできない (国際規定により、低年齢選手に過度の負担をかけないた

めの制限)。  24.ジュニア太極拳 2ま たは 25.ジ ュニア太極拳 1のいずれかにエン ト

リーできるが、その他種目にはエントリーできない。 _
ジュニア

太極拳 1

(13動作 )

この種 目に出場する選手は、「中学生以下」の選手に限 り、出場することができるも

のとする。 なお、24.ジ ュニア太極拳 2(16動作)は年齢規定が「18歳以下」なの

で中学生以下の選手も出場できるものとする。     _

【国際第二套路の「太極拳 。南拳・長拳」の各新種目へのエントリーについて】

難度動作を含む国際大会種日であることに鑑み、日本連盟選手強化委員会および審判委員会で取り決めた別紙

「国際第二套路種ロエントリー申請書」を「出場申込書」と同時に提出しなければならない。これは、選手の安

全 。国際大会出場基準・大会運営方法、等々を検討し、本大会のみの措置とする。なお、申請が却下された場合

は、 2月 3日 伏 )までに本人および所属都道府県連盟宛に却下の通知を行なう。国際第三套路のエントリーが

却下された選手には、別種目での出場申込書の再提出を、所属都道府県連盟を通して 2月 10日 (火)までに日

本連盟必着で受け付ける。

【南関東ブロック選抜大会出場者の一部種目変更措置について】

南関東ブロック大会 (2014年 9月 21日 実施済み)の A組及び B組太極拳種目に出場し、」OCジユニア南関

東代表に選抜された選手で、国際代表を目指す者については種目の変更を認める。これは 2015年 4月 に開

催する「第 23回 JOCジ ュニアオリンピックカップ」大会の種目が決定される前に選抜大会が実施されたこ

とによる<臨時措置>である。



9.出 場申込期限 : 2015年 1月 30日 (金 )

出場申込書と出場料を、所属都道府県連盟を通じて上記期 日までに日本連盟 (東京)に提出すること。

※部門 Aの国際第二套路種目 (1.太極拳、2.南拳、3.長拳)に出場希望の選手は、指導コーチが署名捺印し

た「国際第二套路種ロエントリー申請書 |を、上記 「出場申込書 |と併せて提出しなければならない。

10.選手出場要件 :

1) 日本国籍を有する者、または日本国籍を有しない者で日本に継続 して 3年以上在留している外国人。

但し、日本国籍を有しない者は口本代表選手選抜の対象外とする。

2) 公益社団法人日本武術太極拳連盟カロ盟団体の会員であること。

3) 出場申込期限までに所定の出場申込手続を行い、 1種目につき21000躍 の出場料を納付すること。

4) 各種日の出生期間、年齢制限の条件を満たしていること。

11.服装規定 :選手の服装は自由とする。

12 国際第二套路種目の採点方法 :

1,太極拳、2.南拳、3.長拳の国際第二套路種目の採点は、国際大会に準じて 10人の審判員による採点とする。

審判組の構成と審査内容は以下のとおり。

A審判組 :1号、4号、 7号審判員の 3人。動作の質や歩型、バランス等のミスに対して減点する。

B審判組 :3号、 6号、9号審判員の 3人。演技レベルに対しての評価採点と套路構成のミスに対して減点

する。なお、審判長もB審判組に加わり、計 4人の評価点と減点を基にB組得点が算出される。

C審判組 :2号、 5号、 8号審判員の 3人。難度動作と連接難度動作の成功または失敗の確認をし、失敗し

た場合に規定の点数を減算 していく。

審判長 :1人。ABC審判の統括。また、B審判組の採点および演武時間の過不足による減点をする。

※その他詳細は、「2005年 国際武術套路競技規則」 (発行 :国際武術連盟/日 本語版発行 :日 本連盟)に則る。

13 表彰 :

1) 各種 目のエントリー人数に比例して、下表により入賞者を定めて表彰する。

エン トリニitX手数 入賞者数

4人以下    1位
11～ 14人   6位
21人以上   12位

2) 最優秀選手男女各 1人に「JOCジユニアオリンピックカップ」を授与する。

14.入場料金 : 本大会の観覧入場料は無料とする。

15.日 程 (予定):競技開始・終了時間は、出場人数により後日決定する。

4月 25日 (上)9:00～ 9130 選手練習

9:45～ 10:00 開会式

10:00～ 17:00 競技

17:00～ 17:30 表彰式

17:30～ 18:30 選手練習

4月 26日 (日 )9:00～ 9:30 選手練習

9:45～ 17:00 競技

17100～ 17:30 表彰式 。閉会式

16.宿舎 :

出場にあたり、宿泊が必要となる場合は、各自で宿泊ホテル等を手配すること。主催者は手配を行わない。

5～ 10人   3位
15～ 20人    8位

以 上



連絡先 (出場申込み先):公益社団法人 日本武術太極拳連盟

〒1020085 東京都千代田区六番町 9 九番館ビル 2F
TEL  03(3265)9494    FAX  03(3265)9550

主管団体連絡先 :llPO法人 神奈川県武術太極拳連盟

〒231-0041 横浜市中区吉田町 53 新吉田ビル 4F―B

TEL  045(250)0913    FAX  045(250)0916

神奈川県立体育センター体育館

〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-1-2

丁EL: 0466-81-2570  FAX: 0466-83-4622

交通: 小田急江ノ島線「善行」駅東口から徒歩7分
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〒102-0085東京都千代日区六番町9 九番館ビル2階
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1第 23回 JOCジ ュニアオ リンピックカップ大会」開催要綱・出場申込書送付の件

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

標記大会は、2015年 4月 25日 (土)～26日 (日 )に神奈川県藤沢市・県立体育センター体育館におい

て挙行されます。大会の「開催要綱」、「出場申込書」等の関係する書類を下記の通り送付申し上げます。

同封書類と下記の事項をご参照のうえ大会の出場申請を行つて下さい。

この大会は長年にわたつて、「全日本武術太極拳競技大会」と併設開催で実施 してきましたが、ジュニ

ア選手層が年々増加 してきたことに対応するために、2010年から単独開催をしています。

今大会では、年齢 A組および B組で、新たな種目が追加されます。追カロ種目の出場条件等をよく確認

の上、申込み手続きを進めていただけますようお願いいたします。

敬具

記

同封書類 :

1)「第 23回 JOCジュニアオリンピックカップ大会 開催要綱」 (5部 )

2)出場申込書 (5部 )

3)国際第二套路種ロエントリー申請書について (5部 )

4)「国際第二套路種 ロエントリー申請書」(5部 )

5)一括出場申込書 (1部 )

1.大会 の特徴 と確認事項 :

1)『第 23回 JOCジ ユニアオリンピックカップ大会」:

① アジア武術連盟 (wFA)が、来年 8月 に中国・内モンゴル自治区で開催する「第 8回アジア

ジュニア武術選手権大会」の日本代表候補選手をこの大会で選抜する。この大会の競技種目は、

今年 3月 にトルコ・アンタリヤ市で開催された「第 5回世界ジュニア武術選手権大会」の競技種目

と同じで、A組 (16歳～ 18歳 )、 B組 (13歳～ 15歳 )、 C組 (7歳～ 12歳)の 3年齢組

とする。

JOCジユニアオリンピックカップ大会は、国際 2大会 (世界ジュニア、アジアジュニア)

と連動した大会として、上記のA組、B組、C組とほぼ一致する競技種目編成とする。また、普

及部門として、「ジュニア太極拳 1、 2」 を昨年同様に実施する。

A組、B組、C組は満年齢制を廃止し、国際大会の規定と合致するように、指定期間内の出

生日でエントリーを受付ける。

②「近畿プロック」および「南関東ブロック」所属選手の出場枠について :

― 近畿ブロック6府県連盟 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)の選手のうちで、2014

年 12月 に実施される「第 13回近畿ジュニア武術太極拳大会」において設定された本大会の選

抜種目については、選抜枠に入つた選手のみが、本大会の該当種目に出場することができる。
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近畿ジュニア大会の実行委員会が通知する選抜選手名簿に記載 されていない選手の、本大会

への出場申込みは受理されないので、各選手は同実行委員会の選抜選手名簿を確認 したうえで、

本大会の出場申込み手続きをしなければならない。

一 南関東ブロック6都県連盟 (茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)の選手のうちで、2014

年 9月 21日 に実施された「第 12回南関東ジュニア武術太極拳大会」において設定された本大

会の選抜種目については、選抜枠に入つた選手のみが、本大会の該当種目に出場することがで

きる。ただ こついては、開 こ記述 の とお り<

選抜種日からの変更を受け付ける。

南関東大会の実行委員会が通知する選抜選手名簿に記載されていない選手の、本大会への出

場申込みは受理されないので、各選手は同実行委員会の選抜選手名簿を確認 したうえで、本大

会の出場申込み手続きをしなければならない。

2.確認事項 :

1)外国籍選手の出場 ;

日本に継続して 3年以上在留している外国籍の選手も出場できることとする。ただし、日本

国籍を有しない選手は、日本代表選抜の対象外となる。

2)「国際第二套路種目」(A組 :太極拳、南拳、長拳)出場 :

「出場申込書」以外に「国際第二套路種ロエン トリー申請書」も併せて提出が必要。

4)宿泊について

出場にあたり、宿泊が必要となる場合は、各自で宿泊ホテル等を手配すること。主催者は宿泊の

手配を行わない。

5)服装について

ジュニアオリンピックカップ大会の選手は服装規定は無く、自由とする。

以 上

-2‐


