
東 日 本 大 震 災 義 援 金  報 告
ー  御支援ありがとうございました！ー

　第1次義援募金は福岡県武術太極拳連盟で 1,758,500円、日本武術太極拳連盟全体では 43,986,706円 
集まりました。第２次義援募金は福岡県連盟で 1,873,500円となりました。ひとり500円ずつの募金です
が、力を合わせ集まった時には大きな援助となることを実感します。第1次義援募金においては、早速被
災された岩手県・宮城県・福島県の拳友たちに 10万円ずつ配られました。現在も多くの方々が避難所暮
らしをしていると聞きます。この義援金が被災された方達にとって少しでも助けとなれば、共に武術太極
拳を志すもの同士の喜びとなるでしょう。

これからの事業予定これからの事業予定
9月　　　4日 長拳6～3級技能検定試験
9月　 　10日 審判員講習会・一次試験
9月10～11日 ジュニア強化合宿
9月17～18日 技能検定初・二段受験講習会
9月24～25日 三段受験対策講習会
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入賞者　一覧
種目名 氏名 順位 点数

24式太極拳B 男子 北村　博之 ４位（36人中） 8.81

太極剣・刀 男子 櫛野　敏晴 ６位（54人中） 8.76

呉式太極拳 女子 平井　聖代 ６位（31人中） 8.71

伝統拳術C 男子 江藤　拓 ６位（44人中） 8.61

伝統拳術C 男子 松田　侑 ７位（44人中） 8.61

出場者　一覧
種目名 氏名 点数

24式太極拳A 女子 田篭　清子 8.51
24式太極拳A 男子 仁田　修 8.51
24式太極拳B 女子 井上　安子 8.58
24式太極拳C 女子 田代　瑞穂 8.55
24式太極拳C 男子 織田　隆行 8.60
48・88式太極拳 女子 白石　久実子 8.60
48・88式太極拳 女子 池永　裕子 8.56
48・88式太極拳 男子 鋤田　哲雄 8.51
48・88式太極拳 男子 坂田　昶 8.40
総合太極拳AB 女子 川原　惠子 8.68
総合太極拳AB 女子 円岡　加奈子 8.63
総合太極拳AB 男子 高田　耕二 8.50
総合太極拳AB 男子 岡田　竜太郎 8.45
楊式太極拳 女子 相良　紅 8.56
楊式太極拳 女子 中井　肇子 8.55
陳式太極拳 女子 角田　友美 8.76
陳式太極拳 女子 竹之内　朋子 8.41
陳式太極拳 男子 河野　久規 8.63
呉式太極拳 女子 石川　美代子 8.55
呉式太極拳 男子 都築　信男 8.50

種目名 氏名 点数
呉式太極拳 男子 只松　英樹 8.46
孫式太極拳 女子 坪井　由紀子 8.50
孫式太極拳 女子 早川　真利子 8.38
孫式太極拳 男子 今井　多九郎 8.43
孫式太極拳 男子 中村　洋一 キャンセル

太極剣・刀 女子 竹馬　英子 8.65
太極剣・刀 女子 幸地　由美子 8.60
太極剣・刀 男子 大石　康太郎 8.53
ジュニア太極拳１ 男子 三船　陸 8.41
ジュニア太極拳２ 男子 吉永　黄河 キャンセル

太極拳推手規定 河野　久規　　　
池永　裕子

8.48

集団 榊原　ツル子　　　　　　　　　　
他、８名

8.43

伝統拳術A 女子 木下　聖子 8.46
伝統拳術A 男子 壇　洋一郎 キャンセル

伝統拳術B 男子 大平　卓志 8.53
伝統拳術B 男子 中原　健志 8.36
伝統拳術C 女子 江藤　瑞姫 8.35
伝統拳術C 男子 三船　仁 8.46
伝統拳術C 男子 岩本　宇嗣 キャンセル

伝統器械 女子 俗多　佑美 8.06
伝統器械 男子 岡澤　浩和 8.36
剣術A規定 女子 角谷　早緒理 キャンセル

槍術A規定 女子 角谷　早緒理 8.20
自選難度競技 男子 山本　佑多 8.85
自選難度競技短器械男子 山本　佑多 キャンセル

自選難度競技長器械男子 山本　佑多 7.85

去る７月８・９・10日の３日間、東京体育館において開催された全国大会の結果をお知らせします。

入賞のみ なさん、おめでとうございます！

新役員・監事選任新役員・監事選任
６月１１日に開かれた２０１１年度第１回
総会で、新役員・幹事が選任されました。            
よろしくお願いします。

６月１１日に開かれた２０１１年度第１回
総会で、新役員・幹事が選任されました。            
よろしくお願いします。
　　会長 浦　　　　了
　　副会長 宮地　　完治
　　副会長 冨田　　一彦
　　理事長 篠崎　しのぶ
　　副理事
長

川原　　惠子
　　理事 中村　　洋一
　　理事 鴻上　　雅仁
　　理事 三船　　　英
　　理事 平塚　アケミ
　　理事 上原　　慎二
　　理事 清水　美智代
　　理事 浦上　久美子
　　理事 伊藤　美貴子
　　監事 吉田　　林之
　　監事 飯田　　行雄

４月からの事業結果報告４月からの事業結果報告
合格おめでとう！合格おめでとう！

皆さんそれぞれの試験によく健闘されました。　
さらに精進して次のステップに進んでください。
皆さんそれぞれの試験によく健闘されました。　
さらに精進して次のステップに進んでください。

4月15～17日 公認B級指導員認定試験

42名　受験　　　41名　合格42名　受験　　　41名　合格

4月23～24日 公認C級指導員認定試験

53名　受験　　　53名　合格53名　受験　　　53名　合格

5月13～14日 公認A級指導員認定試験

17名　受験　　　17名　合格17名　受験　　　17名　合格

5月　 　22日 公認普及指導員認定試験

65名　受験　　　65名　合格65名　受験　　　65名　合格

5月　 　29日 技能検定1級試験

112名　受験　  　87名　合格112名　受験　  　87名　合格

6月18～19日 技能検定二段一次試験

154名　受験　　152名　合格154名　受験　　152名　合格

7月　 2～3日 技能検定三段一次試験

136名　受験　　136名　合格136名　受験　　136名　合格

~・~・~ 編 集 後 記 ~・~・~・~
　皆さんこんにちは。今回より『拳友だより』の編集を担当することなりました福岡太極拳練会の上原慎二
です。不慣れな点多々あるかと思いますが頑張りたいと思います。よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今回の全国大会、24式４位の北村選手を筆頭に入賞された方達の健闘が目立ちました。孫式太極拳の今井選
手は得点8.43で13位でした。なんと御年90歳です。大変すばらしいことだと思います。　　　　　　　　　　
毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか？節電の夏と言われていますが、体には十分気をつけてく
ださい。若い方はもちろん、太極拳は特に年配の方が多いので注意が必要です。クーラーの使用を控えるの
は仕方ないかもしれませんが、水分補給を欠かさないようにしてください。熱中症対策！最重要です！

福岡拳友だより


