第２９回県民総合体育大会
第２４回埼玉県武術太極拳選手権大会
（兼）第３４回全日本武術太極拳選手権大会埼玉県予選会

開
１．日

催

要

綱

時： ２０１６年１０月３０日（日）
８：３０

選手受付開始

２．会 場： 埼玉県立武道館 主道場
上尾市上尾日の出４丁目１８７７
TEL：048-777-2400
３．主 催： 埼玉県武術太極拳連盟
さいたま市浦和区東仲町 12-12 ツインハイツ 101
TEL：048-799-2760 FAX：048-799-2761
４．共 催： 埼玉県
埼玉県教育委員会
公益財団法人 埼玉県体育協会
５．主 管： 上尾市武術太極拳連盟
６．後 援 (予定)：
上尾市、上尾市教育委員会、上尾市体育協会、テレ玉、
読売新聞さいたま支局、埼玉新聞社、
公益社団法人日本武術太極拳連盟
協 力（予定）
：日本赤十字社埼玉県支部
７．出場選手要件：
7－1

申込締切時、埼玉県武術太極拳連盟加盟団体に所属する埼玉県在住の人。（必要に応じて、
住民票の提出を求める場合があります。
）

7－2 埼玉県在住で、公益社団法人日本武術太極拳連盟旧直接加盟団体に所属している人。
7－3 埼玉県内に在住する個人。
7－4 高校生以下の者が参加する場合は、保護者の同意を必要とする。
7－5

(35)対練、(36)集団、(37)太極拳推手規定套路は、チームを構成する選手のうち、
少なくとも 1 人が埼玉県内在住者であれば、他の選手が非在住者であっても出場
申込みをすることができる。

1

8．出場申込：
8－1 出場申込み、太極拳は一人１種目、
シード選手は出場申込時にあらかじめ優先競技種目を明記する。
埼玉県代表は一人 1 種目。但し団体競技との重複は可。
8－2 出場申込締切日

２０１６年７月２５日（月）

8－3 所定の出場申込書を加盟団体が一括して上記期限までに埼玉県武術太極拳連盟
事務局に送付する。

＜提出期限厳守＞

大会参加団体に所属しない個人で出場を希望する人は、埼玉県武術太極拳連盟
に直接出場を申し込むことが出来る。
9．分担金及び出場料：
9－1 分担金
加盟団体分担金は出場選手の人数に応じて下記の通りとする。
出場選手の人数０人～１０人まで

１０．０００円

出場選手が１０人を超えた場合、１０名ごとに５．０００円加算する。
（例）
＊出場選手の人数１０人を超えた場合
１１人～２０人まで

１５．０００円
１５．０００円

＊出場選手の人数２０人を超えた場合
２１人～３０人まで

２０．０００円
２０．０００円

＊団体競技部門は 1 チームを一人分と数える。
9－2 個人競技種目の出場料
埼玉県武術太極拳連盟加盟団体に所属する埼玉県在住の人。
但し高校生以下は

1 種目

４，０００円

1 種目

２，０００円

埼玉県在住で、公益社団法人日本武術太極拳連盟旧直接加盟団体に所属している人。
但し高校生以下は

1 種目

２０，０００円

1 種目

５，０００円

埼玉県内に在住する個人(申込締切時埼玉県内在住の個人も含む)。
但し高校生以下は

1 種目

３０，０００円

1 種目

６，０００円

9－3 団体競技種目の出場料
埼玉県武術太極拳連盟加盟団体に所属する埼玉県在住の人。
推手 1 チーム
対練・集団各 1 チーム
但し中学生以下で編成されたチームは

８，０００円
１０，０００円
４，０００円

埼玉県在住で、公益社団法人日本武術太極拳連盟旧直接加盟団体に所属している人。
推手・対練・集団各 1 チーム ２０，０００円
埼玉県内に在住する個人(申込締切時埼玉県内在住の個人も含む)。
推手・対練・集団各 1 チーム ３０，０００円
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9－4 分担金及び出場料は７月２５日(月)までに埼玉県武術太極拳連盟の口座に振込む
ものとする。
郵便振込口座 ００１９０－９－１１２６６９
加入者名

埼玉県武術太極拳連盟

10．埼玉県代表選手：
10－1 24 式太極拳Ａ・Ｂ・Ｃ
（12－14）は 1 位入賞者を３４回全日本武術太極拳選手権大会の埼玉県代表とする。
10－2 24 式太極拳以外の太極拳競技種目
(10－11)（25－30）は上位入賞者 2 名を第３４回全日本武術太極拳選手権大会の埼玉県代
表とする。
10－3 団体競技種目の(36)集団、(37)太極拳推手規定套路は 1 位入賞チームを、
(35)対練は 3 位までを第３４回全日本武術太極拳選手権大会の埼玉県代表とする。
10－4 出場申込みが県代表枠に満たない競技種目でも演技を行ない、当該選手・チーム
の中から埼玉県武術太極拳連盟常任理事会が推薦し、埼玉県武術太極拳連盟理事
会で埼玉県代表を承認する。
11．その他の種目の第３４回全日本武術太極拳選手権大会への申込み
11－1 ジュニア太極拳 2・ジュニア太極拳 1・長拳・南拳・伝統拳術
(15－16)（17－24）（31－34）は、県予選を経ないで第３４回全日本武術太極拳選権大会
の出場申込みをすることができる。
12．出場制限：
12－1 年齢制限のある種目
年齢制限のある種目は、全て２０１７年４月１日現在の満年齢を基準とする。
学籍制限のある種目は、全て２０１７年４月２日現在の学籍によるものとする。
12－2

団体競技種目の出場制限
（35－37）は一人 1 種目に限って出場することが出来る。

12－3 その他の規定は、第３３回全日本武術太極拳選手権大会開催要綱に準ずる。
12－4 (15)ジュニア太極拳 2 は、年齢制限が「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。他の太極拳種目に出場する選手は(15－16)に重複して出
場することはできない。
13．競技種目と演技時間：
13－１ 規定競技部門

1 コート１人から 3 人で演技

(10) 総合太極拳ＡＢ(満 30 歳以上)

演技時間 5 分以上 6 分以内

(11) 総合太極拳Ｃ(満 29 歳以下)

同

(12) 24 式太極拳Ａ (満 60 歳以上)

上

演技時間 4 分以上 6 分以内

(13) 24 式太極拳Ｂ (満 40 歳以上 59 歳以下)

同

上

(14) 24 式太極拳Ｃ (満 39 歳以下)

同

上

(15) ジュニア太極拳 2

(18 歳以下)

演技時間 3 分以内

(16) ジュニア太極拳 1 (中学生以下)

同
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上

13－2 自選競技部門

1 コート 1 人から 3 人で演技

(25) 太極剣・刀

演技時間 2 分以上 4 分以内

(26) 48 式太極拳・88 式太極拳

演技時間 3 分以上 4 分以内

(27) 楊式太極拳

同

上

(28) 陳式太極拳

同

上

(29) 呉式太極拳

同

上

(30) 孫式太極拳

同

上

13－3 団体競技部門

1 コート 1 チームで演技

(35) 対練

2 人または 3 人で、徒手及び器械で格闘形式の競技
演技時間 40 秒以上 2 分以内

(36) 集団

4 人以上 10 人以内で徒手及び器械の集団演技
演技時間 1 分以上 4 分以内

(37) 太極拳推手規定套路

2 人 1 組で、アジア武術連盟制定の太極拳推手規定套路の
演技時間 4 分以上 6 分以内

全套路を演技

以下の長拳・南拳・難度競技・伝統拳術（1－9）
（17－24）
（31－34）の種目は第２４回埼玉県武術
太極拳選手権大会では競技を行わない。
但し第３４回全日本武術太極拳選手権大会には県予選を経ないで出場することが出来る。
規定競技部門
(17)長拳Ａ（18）剣術Ａ（19）刀術Ａ (20) 槍術Ａ
(22) 南拳 (23) 南刀

(21) 棍術Ａ

(24) 南棍

規定難度競技部門
（7）太極拳（8）南拳（9）長拳
伝統競技部門
(31) 伝統拳術Ａ (32) 伝統拳術Ｂ (33) 伝統拳術Ｃ

(34) 伝統器械

14．表 彰：
14－1 入賞者及び入賞チームは次の通りとし，入賞者及び入賞チームを表彰する。
・出場選手数 5 名以内

入賞 2 人

・出場選手数 6 名以上 9 名以内

入賞 3 人

・出場選手数 10 名以上 29 名以内

入賞 5 人

・出場選手数 30 名以上 49 名以内

入賞 8 人

・出場選手数 50 名以上

入賞 12 人

15．日 程：
２０１６年１０月２９日(土)
13：00－16：00

準備

17：30－19：30

審判研修

16：00－20：00

主道場開放 選手練習

設営 受付 進行 記録（主任）

２０１６年１０月３０日(日)
08：00

大会実行委員入館

08：50

審判員入館
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08：30－09：20

午前出場選手 入館 受付

09：00－09：20

午後出場選手 入館 受付：

09：25

開会式

09：45－12：00

午前の部競技

12：00－12：40

昼休み

12：40－15：30

午後の部競技

16：00

表彰式・閉会式

16．審判方法：
16－1 第３３回全日本武術太極拳選手権大会開催要綱に基づいて行う。
16‐2 総審判長 1 名を設ける。
16‐3 各コートに 1 名の審判長と 5 名の執行審判員及び套路審判を必要に応じ設ける。
17．服装規定：
特に定めない。自由とする。団体種目を除いて全員ゼッケンを着用する。
18．本要綱に定めない事案については、埼玉県武術太極拳連盟がその都度決する。

追記：
大会実行委員会は２０１６年９月２５日（日）13：30～15：30 （予定）
埼玉県スポーツ研修センター 講堂 （上尾駅からバス１０分）
詳細は後日ご案内いたします。
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