
＜ジュニア規定競技部門Ａ＞

性　　別

男　・　女

国　　籍

(本人署名） (保護者署名） 2022年　　　月　　　日　

2022年　　　月　　　日 コーチ所属団体名：

コーチ署名：

(印)

(印)

番号 番号

111 131

112

121 132

122 133

123

134

135

太極拳・第三套路 長拳・第三套路

ジュニア規定競技部門Ａ (2005年1月1日から2008年12月31日の期間に出生した者)

同意署名

所属団体名

所属都県連盟

指導コーチとして、本申請選手は上記「出場要件」を満たしていることを証します。

　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　 （印）

要綱に記載された個人情報の取扱いについて、および「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止
についての内容を確認し、遵守することに同意します。

出場種目数：　　種目×4,000円＝　　参加料合計：　　　　　　　　　　　　　　円

【出場要件】国際第三套路は難度動作を含む套路であることを鑑み、エントリーには下記について指導
コーチの承認印を必要とする。
選手の安全確保と国際代表選抜種目としての技術水準を保つため、参加希望種目の動作に習熟している
こと。同時に基本的跳躍動作を習得しており、套路内の難度動作をおおむね完成できていることを条件
とする。

南棍・第三套路

棍術・第三套路

槍術・第三套路

※器械種目のみのエントリー不可。
※長拳・南拳は２種目（徒手＋短器械又は長器械）
   太極拳は２種目（太極拳＋太極剣）に
   必ずエントリーしなければならない。
※長拳・南拳は最大３種目エントリー可。

長拳長器械・第三套路（いずれか一種目に〇）

太極剣・第三套路

南刀・第三套路 刀術・第三套路

南拳・第三套路 剣術・第三套路

長拳短器械・第三套路（いずれか一種目に〇）

出場種目：該当する種目の番号と種目名に○印を付けてください。

種目名 種目名

氏　　名
姓）　　　　　　　　　　　　　　

生年月日

現 住 所

名）

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生　　2023年4月1日現在 満（　　　）歳

〒　　　　−　　　　 電話：　　　　（　　　　）　　　　

第20回南関東ジュニア武術太極拳大会

出 場 申 込 書
南関東ブロック提出期限:2022年 5月 30日(月)

フリガナ



＜ジュニア規定競技部門Ｂ・Ｃ＞

性　　別

男　・　女

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生　　2023年4月1日現在 満（　　　）歳

〒　　　　−　　　　 電話：　　　　（　　　　）　　　　 国　　籍

(本人署名） (保護者署名） 2022年　　　月　　　日　

(印)

(印)

番号 番号

201 331

202

221 332

222 333

223 334

231 335

232

233

234

235

出場種目数：　　種目×4,000円＝　　参加料合計：　　　　　　　　　　　　　　円

初級棍術

　※器械種目のみのエントリー不可。

　※【ジュニア規定競技部門B】
　　　長拳・南拳は２種目（徒手＋短器械又は長器械）
　　　太極拳は２種目（太極拳＋太極剣）に
　　　必ずエントリーしなければならない。
　　　長拳・南拳は最大３種目エントリー可。

　※【ジュニア規定競技部門C】
　　　２種目（初級長拳＋初級短器械又は初級長器械）に
　　　必ずエントリーしなければならない。
　　　最大３種目エントリー可。

要綱に記載された個人情報の取扱いについて、および「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防
止についての内容を確認し、遵守することに同意します。

剣術B

刀術B

長拳Ｂ長器械（いずれか一種目）

棍術B

槍術B

南　棍

長拳Ｂ

長拳Ｂ短器械（いずれか一種目）

初級槍術

42式太極剣 初級器械（いずれか一種目に〇）

南　拳 初級剣術

南　刀 初級刀術

ジュニア規定競技部門Ｂ ジュニア規定競技部門Ｃ

種目名 種目名

総合太極拳 初級長拳

2008年1月1日から2011年12月31日の期間に出生した者 2011年1月1日から2016年12月31日の期間に出生した者

出場種目：該当する種目の番号と種目名に○印を付けてください。

氏　　名
姓）　　　　　　　　　　　　　　名）

生年月日

現 住 所

同意署名

所属団体名

所属都県連盟

第20回南関東ジュニア武術太極拳大会

出 場 申 込 書
南関東ブロック提出期限:2022年 5月 30日(月)

フリガナ



＜普及ジュニア部門・普及規定部門　①ジュニアの部＞

電話：

（保護者署名） 2022年　　　月　　　日　

番号 番号 番号

412

433 431 411

434 432 410

※バンビ太極拳・ジュニア太極拳２・３はいずれか一種目のみ　
　

番号 番号 番号

501 502 523

511 512 534

521 522 535

531 532 544

541 533 545

551 542 554

543 555

552

553

第20回南関東ジュニア武術太極拳大会

出 場 申 込 書
南関東ブロック提出期限:2022年 5月 30日(月)

フリガナ 性　　別

氏　　名
姓）　　　　　　　　　　　　　　名）

男　・　女

生 年 月 日 西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生　　　2023年4月1日現在 満（　　　）歳

同意署名 (本人署名）

学　　年 未就学　 ・ 　小学　　年　（パンダ長拳・ドラゴン長拳・バンビ太極拳出場者のみ記入）

現 住 所

〒　　　　　−　　　　 （　　　）　

パンダ長拳（いずれか一種目に〇） ドラゴン長拳（いずれか一種目に〇） バンビ太極拳

所属団体名 (印)

所属都県連盟 (印)

出場種目：該当する種目の番号と種目名に○印を付けてください。

普及ジュニア部門

種目名 種目名 種目名

カンフー体操1&2 カンフー体操1&2 ジュニア太極拳２

入門長拳 入門長拳 ジュニア太極拳３

普及規定部門　①ジュニアの部

徒手種目（いずれか一種目に〇）

種目名 種目名 種目名

総合太極拳 42式太極剣 南　棍

24式太極拳 32式太極剣 棍術A

南　刀 槍術A

長拳A 剣術A 棍術B

出場種目数：　　種目×4,000円＝　　参加料合計：　　　　　　　　　　　　　　円

器械種目（いずれか一種目に〇）

要綱に記載された個人情報の取扱いについて、および「新型コロナウイルス感染症」感染拡大
防止についての内容を確認し、遵守することに同意します。

※徒手種目のみ又は器械種目のみ
   のエントリー可
※異なる拳種の徒手種目・器械種目の
   組み合わせエントリー不可

刀術B 初級槍術

初級剣術

初級刀術

長拳B 刀術A 槍術B

初級長拳 剣術B 初級棍術

南　拳



＜普及規定部門　②成年の部＞

電話：

2022年　　　月　　　日　

番号 番号 番号

601 602 623

611 612 634

621 622 635

631 632 644

641 633 645

651 642 654

643 655

652

653

第20回南関東ジュニア武術太極拳大会

出 場 申 込 書
南関東ブロック提出期限:2022年 5月 30日(月)

フリガナ 性　　別

氏　　名
姓）　　　　　　　　　　　　　　名）

男　・　女

生 年 月 日 西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生　　　2023年4月1日現在 満（　　　）歳

現 住 所

〒　　　　　−　　　　 （　　　）　

同意署名 (本人署名）

所属団体名 (印)

所属都県連盟 (印)

出場種目：該当する種目の番号と種目名に○印を付けてください。

普及規定部門　②成年の部

徒手種目（いずれか一種目に〇）

種目名 種目名 種目名

総合太極拳 42式太極剣 南　棍

24式太極拳 32式太極剣 棍術A

南　刀 槍術A

長拳A 剣術A 棍術B

出場種目数：　　種目×4,000円＝　　参加料合計：　　　　　　　　　　　　　　円

器械種目（いずれか一種目に〇）

要綱に記載された個人情報の取扱いについて、および「新型コロナウイルス感染症」感染拡大
防止についての内容を確認し、遵守することに同意します。

※徒手種目のみ又は器械種目のみ
   のエントリー可
※異なる拳種の徒手種目・器械種目の
   組み合わせエントリー不可

刀術B 初級槍術

初級剣術

初級刀術

長拳B 刀術A 槍術B

初級長拳 剣術B 初級棍術

南　拳



＜普及規定部門　③シニアの部＞

電話：

2022年　　　月　　　日　

番号 番号 番号

721 722 723

731 732 734

741 733 735

751 742 744

743 745

752 754

753 755

第20回南関東ジュニア武術太極拳大会

出 場 申 込 書
南関東ブロック提出期限:2022年 5月 30日(月)

フリガナ 性　　別

氏　　名
姓）　　　　　　　　　　　　　　名）

男　・　女

生 年 月 日 西暦　　　　　年　　　　月　　　　日生　　　2023年4月1日現在 満（　　　）歳

現 住 所

〒　　　　　−　　　　 （　　　）　

同意署名 (本人署名）

所属団体名 (印)

所属都県連盟 (印)

出場種目：該当する種目の番号と種目名に○印を付けてください。

普及規定部門　③シニアの部

徒手種目（いずれか一種目に〇）

種目名 種目名 種目名

南　拳 南　刀 南　棍

長拳A 剣術A 棍術A

出場種目数：　　種目×4,000円＝　　参加料合計：　　　　　　　　　　　　　　円

器械種目（いずれか一種目に〇）

要綱に記載された個人情報の取扱いについて、および「新型コロナウイルス感染症」感染拡大
防止についての内容を確認し、遵守することに同意します。

※徒手種目のみ又は器械種目のみ
   のエントリー可
※異なる拳種の徒手種目・器械種目の
   組み合わせエントリー不可

刀術B 槍術B

初級剣術 初級棍術

初級刀術 初級槍術

長拳B 刀術A 槍術A

初級長拳 剣術B 棍術B


