
2015年度ブロック国体講習会 (前期)開催要綱

ブロック別第 1期国体コーチ・選手養成講習会、国体審判員研修会
2015年 2月

国体準備委員会

ブロック国体講習会実行委員会

2019年茨城国体から国体公開競技として実施される「武術太極拳」各種日の普及と技術の向上を図るため、日本連盟

は「国体長拳ジュニアコーチ」「国体長拳コーチ」「国体太極拳コーチ」の 3種の「コーチ認定試験」を実施します。

2015年 1月 17日 に開催された「日本連盟第 50回総会」で、国体公開競技に関して、下記の日程が確認されました。

その後、さらに具体的な実施時期、実施方法について具体的に検討がなされ、下記のように計画されています。

これに基づいて、下記のように、2015年度前期 (4月 ～9月 末日)には、ブロック別「第 1期国体コーチ・選手養成講習

会、国体審判員研修会」を7ブロックで開催します。

2015年度後期 (10月 ～2016年 1月 末日)には、ブロック別「第 2期国体コーチ・選手養成講習会・国体審判員研修会・

推手套路講習会」を7ブロックで実施します。

1.国体コーチ・選手養成講習会、国体審判員研修会 実施計画:

1)野
琴華考甥譜デ贔努譲:国体コーチ・選手養成講習会、国体審半J員研修会」;

全国7ブロックにおいて、ブロック国体講習会実行委員会による講習会、研修会を ;

第 1日 目 (土)に、「国体コーチ・選手養成講習会」を実施する。
第 2日 日 (日 )に、「国体審判員研修会」(推手套路審判法を含む)を実施する。

2)2015年 10月 ～2015年 12月 末日
7ブロック別 「第 2期 国体コーチ・選手養成講習会、国体審判員研修会」;

全国 7ブロックにおいて、ブロック国体講習会実行委員会による講習会、研修会を ;

第 1日 目 (土)に、「国体コーチ・選手養成講習会」を実施する。

第 2日 日 (日 )に、「国体審判員研修会」(推手套路審判法を含む)を実施する。

3)2016年 2月 ～3月
3-1)2015年度国体審判員研修会・認定試験 (第 1回日);

① 2月 7日 (日 )東京 「国体審判員研修会・認定試験」
(2月 6日 (土)東京「第 16期全国審半」員研修会」)

② 2月 14日 (日 )佐賀鳥栖市「国体審判員研修会・認定試験」
(2月 13日 (土)鳥栖市「第 16期全国審判員研修会」)

③ 3月 13日 (日 )大阪 「国体審判員研修会・認定試験」
(3月 12日 (土)大阪 「第 16期全国審判員研修会」)

3-2)2015年度国体コーチ・認定試験條担 回日)

① 東京開催 「2015年度国体コーチ・認定試験」 (※ 2月 21日 (日 )実施)

② 大阪開催 「2015年度国体コーチ・認定試験」 (※ 2月 28日 (日 )実施)

の
     チ・選議 齢 習会、酢 割 則 修釦 ;

全国 7ブロックにおいて、ブロック国体講習会実行委員会による講習会、研修会を ;

第 1日 目 (土)に、「国体コーチ・選手養成講習会」を実施する。
第 2日 目 (日 )に、「国体審判員研修会」(推手套路審判法を含む)を実施する。
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島祟 体コーチ・認定試験彿 2回 目)

東京開催 「2016年度国体コーチ・認定試験」 (日 曜日1日 で実施)

大阪開催「2016年度国体コーチ・認定試験」 (日 曜日1日 で実施)

6)2017年 4月 ～5月
2017年度国体審判員研修会 0認定試験 (第 2回 日)

東京開催 「2017年度国体審判員研修会・認定試験」 (日 曜日1日 で実施)

大阪開催 「2017年度国体審判員研修会・認定試験」 (日 曜日1日 で実施)



2.都道府県別「国体コーチ・国体審判員による国体選手選抜審査会」:

各都道府県において、コーチ 。審半J員 の態勢が整ったところから始める。
1)2017年 4月 ～2018年 3月 | に、都道府県別選抜審査会(予備選考会)を 実施する。

2)p018年 4月 ～2019年 3月 | に、都道府県別選抜審査会を実施する。

上記の計画に基づいて、2015年度ブロック別「第 1期 国体コーチ 。選手養成講習会、国体審判員研修会」
の実施について、下記の通りご案内いたします。
講習会・研修会に参加するためには、下記に指定されているブロックの実施態様に従つて参加申込みをされ

ますよう、ご案内いたします。

【国体コーチ講習会について】
2014年度後期には、東日本(東京)、 西 日本 (神戸市)で「国体コーチ講習会」「国体選手講習会」が開催されました。

い■ご「

上参力日した

2014年 10月 、11月 に神戸市、東京都で開催された「国体コーチ講習会」に参加された人は、これを1回とし、各ブロッ
クでの「講習会」にあと1回参加し、合計 2回参加すれば、受験資格が得られます。2014年の「講習会」に参加しなかった人
暮                        F摩 誕撃昇曽ザ:勇ワ菖認む_チ講習会」を開催していただ

きます。各ブロック武術太極拳関係者の方は是非奮ってご参加下さい。

【国体選手養成講習会について】
下記に記載している種目について、上記の「国体コーチ講習会」と同じ日程、同じ会場で、国体選手のための技術講

習を行います。講習会講師は団体コーチ講習会と国体選手養成講習会とは、別な講師が担当して実施します。
国体公開競技では年齢規定は、少年の部=15歳～17歳、成年の部=18歳～29歳、シニアの部=30歳～49歳とな

つていますが、選手養成講習会では、各種日での年齢の幅を持たせて参加を募集しています。

【国体審判員について】
国体コーチ講習会 ,国体選手養成講習会を土曜日に実施し、国体審判員研修会を翌日の日曜日に実施します。これ

は2016年 2～3月 に東京、佐賀、大阪で実施される「第 16期全国審判員研修会」の2日 日(日 曜日)に予定する「国体審
判員資格認定試験」に向けての研修会です。2016年度からの各大会における国体種目競技の審判員として活躍してい
ただくためのものです。こちらも、多くの参加者を期待します。なお、国体審判員の認定試験は、この2016年 2月 ～3月 の
他に、2017年 4～ 5月 に、もう一度、東京と大阪で実施されます。

【推手套路講習会について】
日本連盟では、国体公開競技用「推手套路」の教材 (テキスト、ビデオ)を今年 4～ 5月 頃までに完成して、各都道府県

連盟を通じて頒布する予定です。現在、全日本選手権大会で実施されている「太極拳推手規定套路」(4分以上 6分以
内)を、国体公開競技用 (4分以内)に改編するものです (国体公開競技では、シニアの部 30歳～49歳、男女各1名 1

組で実施 )。

2015年度前期 (4月 ～9月 )の第 1期ブロック別国体コーチ・選手養成講習会から、この推手套路の講習会習会を実
施します。

2016年 2～3月 および 2017年 4～5月 に実施する「国体審判員研修会・認定試験」では、国体太極拳審判員は、この
太極拳推手套路も含んだ研修と認定試験を実施します。
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「国体コーチ、国体審判員の職責と登録手続き」:

1.職責 :

1)公認国体コーチ :

公認国体コーチは、各都道府県連盟と所属団体が実施する各種の国体種日講習会等で講師を担当

し、各都道府県におけるジュニア選手、国体選手を育成する。

種目別に次の 3種類の公認コーチを設ける。

① 公認国体 長拳ジュニアコーチ=「初級長拳」の指導法を習得したコーチ

② 公認国体 長拳コーチ=「国際第 1套路長拳 (B套路)」 の指導法を習得晩 コーチ

③ 公認国体 太極拳コーチ=「ジュニア太極拳2」 、「26式太極拳」および「国体推手套路」を習

得したコーチ

2)公認国体審判員 :

公認国体審判員は、各都道府県連盟と所属団体が実施する各種の競技大会で、国体種目競技の審判員

を担当する。また、各都道府県におけるジュニア選手、国体選手を育成する。

種目別に次の2種類の公認審判員を設ける。

① 公認国体 長拳審判員=「初級長拳」および「国際第 1套路長拳」の審判法を習得した審判員

② 公認国体 太極拳審判員=「ジュニア太極拳2」 、「26式太極拳」および「国体推手套路」の審判法

を習得した審判員

2.審判員資格登録と登録料 :

2016年 2月 、3月 に、 東京、佐賀県鳥栖市または大阪で実施される2015年度「国体審判員研修会・

認定試験」(第 1回 日)を受講・受験して合格した人、または、「2017年 度国体審 J員研修会・認定

試験」(第 2回 日)を受講・受験して合格した人は、下記の登録料を納付することで、公認審判員資格

を得ることができる。
_一 日本連盟は、認定試験実施後 lヶ 月以内に、①合否判定結果と該当する都道府県連盟宛に送付する。

一都道府県連盟は、日本連盟が指定する期間以内 (2ヶ 月程度)に、①合格・資格登録者本人の写真 1

枚と、②審判員登録料 (下記記載)を送付する。
一日本連盟は、上記の①、②を受領してから2ヶ 月以内に、都道府県連盟宛に、①審判員認定書、と

②審判員証書 (写真付き)を送付する。
一審判員の登録料は、1人 5,000円 とする。
―審判員資格の登録有効期間は、4年間とし、

第 1回 目資格取得者の審判員資格登録有効期間は、2016年 4月 から2020年 3月 までとする。

第 2回 目資格取得者の審判員資格登録有効期間は、2017年 4月 から2021年 3月 までとする。

一審判員資格の更新登録 :

第 1回 目資格取得者は、2020年 4月 からさらに4年間の資格更新登録を行なうことができる

(更新登録料=1人 4,000円 )

第 2回 目資格取得者は、2021年 4月 からさらに4年間の資格更新登録を行なうことができる

(更新登録料=1人 4,000円 )

登録手続きの詳細は、後に、都道府県連盟を通じて通知する。

以上


