
九沖普及強化部門 氏名 ジュニア規定競技部門Ｂ 氏名
 長拳・女子  桐原妃奈乃 南拳Ｂ・女子 守田江莉奈
 ドラゴン長拳・男子  中山裕嗣 長拳Ｂ・男子 江藤拓海
 ドラゴン長拳・女子  大塚暁子 長拳Ｂ・女子 江藤瑞姫
 中学生長拳・男子  牛田雅弥 長拳Ｂ短器械・男子 武内崇晃
ジュニア規定競技部門Ｃ 氏名 長拳Ｂ短器械・女子 江藤瑞姫
 初級長拳・男子  大塚麟太朗 長拳Ｂ長器械・男子 武内崇晃
 初級短器械・男子  谷村龍治 ジュニア規定競技部門Ａ 氏名
 初級短器械・女子  三船ひなた 南拳Ａ・男子 毛利亮太
 初級長器械  守田雄貴 南刀Ａ・男子 毛利亮太

南棍Ａ・男子 毛利亮太

種目名 1位 ２位
ジュニア太極拳Ⅰ男子 三船陸
ジュニア太極拳Ⅰ女子 三船ひなた
２４式太極拳A女子 田篭清子
２４式太極拳A男子 松本隆文
２４式太極拳B男子 北村博之
２４式太極拳B女子 井上安子
２４式太極拳C女子 田代瑞穂
陳式太極拳男子 河野久規
陳式太極拳女子 角田友美 竹之内朋子
楊式太極拳男子 大澤武
楊式太極拳女子 中井肇子 相良紅
呉式太極拳男子 都築信男
呉式太極拳女子 平井聖代 石川美代子
孫式太極拳男子 中村洋一
孫式太極拳女子 坪井由紀子 早川真利子
総合太極拳AB男子 高田耕二 岡田竜太郎
総合太極拳AB女子 川原惠子 円岡加奈子
総合太極拳C女子 兵藤紗名絵
４８式・88式太極拳女子 池永裕子２位 波平京子3位
４８式・88式太極拳男子 鋤田哲雄 織田隆行
太極剣・刀女子 幸地由美子 瀬口知枝子
太極剣・刀男子 櫛野敏晴
太極拳推手規定 河野久規・池永裕子ペア河野久規・池永裕子ペア
集団 天翔

NPO法人　福岡県武術太極拳連盟
福岡市中央区渡辺通り5丁目25-15

チサンビル天神909号
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Tel/Fax : 092-402-0032
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福岡拳友だより

✵  日 中交流  今昔  ✵
　昨年2011年は、辛亥革命100周年でした。 昨年から孫文を題材にとった書物・映画・テレビなど
多数公開されました。ジャッキー・チェン製作出演の「1911」もその一つです。この映画を見ても
日本と孫文の関わりが深い事がわかります。100年前にこんな密接な関係があったのかと驚きです。　　　
　現在「長崎歴史文化博物館」で開催中の「孫文・梅谷庄吉と長崎 展」は、それをより深く知るの
に最適です。この展覧会はなかなか意欲的な展示で、日に何度か学芸員による展示案内も行われてい
ます。この案内中に聞いたなかに、こんな話がありました。中国の都市によくある中山路、その中山
という名前は 孫文の偽名「中山樵」からきています。この「中山」のいわれは、孫文が日本に隠れ
住んでいた時、散歩中の孫文と梅谷正吉が近所の中山さん宅の表札を見て気に入り、「中山」と決め
たそうです。面白いですね。
この展覧会は３月25日まで開催しています。興味のある方、ぜひご覧になってください。

～・～  編集後記 ・～・～
　まだまだ寒い日がつづきますが、立春も過ぎました。春はもうすぐそこです。新年がスタートし県大会も終わりました。
2012年の辰年がよりよい年でありますよう、皆様にとって武術太極拳が、喜びであり心の支えでありますように。

広報：上原　慎二　

種目名 氏名
２４式太極拳A女子２位 橋口ヤス子
２４式太極拳A女子３位 大庭明美
２４式太極拳A男子２位 羽立徹
２４式太極拳B女子２位 久保田美和
２４式太極拳B女子３位 辻須美子
２４式太極拳C女子２位 佐々木友子
２４式太極拳C女子３位 日髙伸子
48式・88式太極拳女子1位 古賀智子

「第３回九州・沖縄ブロックジュニア武術太極拳大会」
　2011年11月6日、北九州市の折尾スポーツセンターで「第３回九州・沖縄ブロックジュニア武術太極拳大会」が開催さ

れました。この大会にはジュニア選手43名が参加し、エントリー総数は68名でした。県別の参加
数は福岡県24名、長崎県7名、熊本県3名、宮崎県2名、鹿児島県7名です。

今回の大会では入門套路からＣ組初級套路へ、また初級套路からＢ組套
路へ挑戦するメンバーが増え、着実にレベルアップが進んでいることが
確認でき、各種目とも大熱戦の結果となりました。今後更なるジュニア
普及と強化に力を入れ、ジュニア選手の育成に力を注いで参ります。大
会成績１位は以下の通りです。　　　　　　　　　　

記事： 九州・沖縄ブロックジュニア普及委員長 三船 英 氏

これからの事業予定これからの事業予定
  2月18～19日 全国審判員研修会・試験 アクシオン福岡
  2月18～19日 伝統四式太極拳講習会 アクシオン福岡
  3月17～18日 強化選手養成講習 総合・４２式剣 アクシオン福岡
  3月17～18日 長拳技能検定1~2級事前講習会・試験 アクシオン福岡
  3月21～22日 全国大会強化講習会 アクシオン福岡
  4月  6 ～ 7日 公認太極拳C級指導員認定試験 　クローバープラザ　

南体育館
  4月13～15日 公認太極拳B級指導員認定試験 ももち文化センター 

アクシオン福岡
  4月28～29日 長拳ジュニア強化講習会 アクシオン福岡
  5月  3 ～ 4日 第５期ブロック講師 伝達講習会 アクシオン福岡
５月６日 全国大会選手強化講習会（劉老師） アクシオン福岡

第2255回福岡県武術太極拳大会  開催！
第1111回福岡県ねんりん太極拳交流大会  同時開催

　大寒後春節を迎えて間もない1月29日、第11回
ねんりん福岡県大会と第25回武術太極拳大会が開
催されました。
　前の週までの寒波も一息ついたとはいえ、まだ
まだ寒い九電記念体育館は熱気に包まれました。
17団体延べ249名、最年少７歳から最年長82歳
までの幅広い年齢層の選手たちが熱戦を繰り広げ
ました。今回の大会の結果、６月15～17日開催
の全日本武術太極拳大会の選手と、10月13～16
日開催のねんりんピック宮城・仙台の出場チーム
が選ばれました。選抜選手の皆さん、ぜひ頑張っ
てください。
　今回の滞りない運営は、実行委員会及び県南ブ
ロックの皆さんの尽力のおかげです。ありがとう
ございました。 種目名 氏名

パンダ長拳女子１位 北村玲奈
パンダ長拳男子１位 久留主桃太郎
ドラゴン長拳女子１位 土本くれあ
ドラゴン長拳男子１位 福井友也
中学生長拳男子１位 牛田雅弥
入門南拳男子１位 原田孝
初級長拳A男子１位 大塚麟太朗
初級長拳A男子２位 守田雄貴
初級長拳A女子１位 土本くれあ
初級長拳B男子１位 野元海凪
長拳B男子１位 三船陸
長拳男子１位 今村祥太
南拳男子１位 毛利亮太
伝統拳術A男子１位 佐々木一樹
伝統拳術A女子１位 木下　聖子
伝統拳術B女子１位 中原慧美
伝統拳術B男子１位 原田孝
伝統拳術C女子１位 江藤瑞姫
伝統拳術C男子１位 岩本宇嗣
伝統拳術C男子２位 松田侑
伝統拳術C男子３位 江藤拓海
初級長器械A男子１位 守田雄貴
初級長器械B男子１位 野元海凪
初級短器械A女子１位 三船ひなた
初級短器械A男子１位 江藤拓海
初級短器械B女子１位 西川由美子
長拳B短器械女子１位 江藤瑞姫
長拳B長器械男子１位 武内崇晃
刀術男子１位 向井正伸
剣術男子１位 中村有哉
槍術男子１位 今村祥太
南刀男子１位 毛利亮太
伝統器械女子１位 俗多佑美
伝統器械男子１位 力武承太郎

拳術入賞者

全国大会選抜者以外入賞者

太極拳全国大会選抜者

2 0 1 1 年 度 段 検 定 結 果 
初 段 受 験 者  1 1 4 名 　 合 格  9 7 名
２ 段 受 験 者  1 5 0 名 　 合 格  8 0 名
３ 段 受 験 者  1 3 2 名 　 合 格  2 1 名
　 昨年2011年度の検定結果が発表されました。
合格者の皆さんおめでとうございます！
これからも鍛錬怠りなく次のステップに向けて頑
張ってください！

ねんりん選抜チーム「飛梅」
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