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第3回
一、

in つくば

カピオ‐アリーナ

全日本国際健身気功表演競技交流大会

規程

主旨
健身気功各功法の愛好者が集まり、元気で、美しい、長寿の場として、共栄共生お互いに
尊敬し助け合い、最高の命を守り、病気無しの理想に近付くように、楽しく平和な世界を
みんなで築き上げて行きます。日本及び海外の健身気功愛好者の優れる心と生きる身体の
健康さと美しい表現などの交流を通じて、心身健康な姿で自主的に周囲と調和し元気にな
る社会に貢献します。

二、

大会名称
第3回 全日本国際健身気功表演競技交流大会
The 3rd International Health Qigong competition and Exchange Meeting in Japan

三、

時間

2018年10月5日（金）

10:00～18：00

アリーナ

四、

場所

つくばカピオ

（9:30

開場）

リハーサル室

アリーナ

10月４夜～５日（金曜日）の会場

（茨城県つくば市竹園１－１０－１
ＴＥＬ
カピオ内 アリーナ配 置 図

029-851-2886）
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上記図面において、黄色に塗られた場所がアリーナとなります
明るい自然光の中で、個人の気軽なスポーツや、式典やイベント、展示会なども可能な大規模
施設です。
会場案内：駅→会場 つくばカピオ アリーナ

東京駅八重洲南口高速バス 5 番
乗り場より毎時 20 分（または 30 分）間
隔で運行中
「つくばセンター行き」つくばセンター下
車後、徒歩 10 分
 乗車時間約 70 分 料金 1,180 円

（2015/2/25 現在）
 交通状況によっては 70 分で到着し

ない場合がありますのでご注意くだ
さい。
 高速バスの詳細については関鉄学
園サービスセンターまでお問い合わ
せください。
TEL:029-852-5666

TX つくばエクスプレス「つくば駅」
下車 A3 出口より徒歩 10 分
―つくば駅間 1,190 円

秋葉原

五、

主催
ＮＰＯ 気功文化センター・全日本健身気功国際連盟
ＮＰＯ 全日本導引養生功連盟

六、

共催団体（調整中）
大会実行委員会各団体


中国養生法普及会 代表 王廷娟



つくば太極拳協会 代表 恩田享位



日本練功十八法協会 代表 武田幸子



導引養生功日本総本部 代表 張玉松



日本太極気功法協会 代表 張智勇 代行 劉暎渲



日中武術交流協会 代表 常松勝 代行 清宮正志



気功ヒーリングセンター 代表 服部茂夫



全日本禅気功連盟 代表 各務和男

及び協力団体代表


国際団体



国際健身気功連合会メンバー

・太極拳友好協会（TFA）小池義則？
・その他団体
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七、

援助・広告募集 窓口
NPO気功文化センター・全日本健身気功国際連盟

090-2935-5813

秋山

〒120-0015東京都足立区足立4-36-13 Email：znknki@outlook.jp FAX 03-3886-2988
参考資料（援助・広告募集資料）（共催団体から紹介工作費検討）
 冠名商50万円
 応援 5万円
 広告 名刺サイズ、5千円、1/2/A4：3万円、A4：6万円
 商品展示ブース 2万円/机1体
八、

表演・競技内容
 健身気功団体表演




九、

九功法 （使用音楽；導引の言葉あり標準音楽と6分間健身気功音

楽）
健身気功（易筋経 五禽戯 六字訣 八段錦 馬王堆導引術 太極養生杖
十二法 大舞 十二段錦 気舞）
伝統気功・太極拳・武術・健康法：5分間、10人以上団体参加表演
団体競技項目健身气功九功法：各功法の標準音楽と6分間健身気功音楽
個人競技項目健身气功九功法：各功法の標準音楽と6分間健身気功音楽

表演・競技参加資格
１）①団体代表チーム ②団体所属個人 ③無所属個人
２）参加者年齢。個人は、Ａ:17歳以下 Ｂ：18歳以上～39歳以下

導引養生

Ｃ：40歳以上～59歳

以下 Ｄ：60歳以上～79歳以下 Ｅ：80歳以上、
13歳以下の参加者は保護者の許可が必要。
３）団体は代表１名、コーチ１名、兼用可。競技参加チームの性別自由。
４）団体：
 健身気功団体表演参加項目
 健身気功団体競技参加項目
団体）
年齢分けなし


十、

個人競技参加項目

9功法、人数無制限。
個人３功法まで、4～12名（小団体）13名以上（大

３功法まで、年齢分けＡ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

の5段階

競技方法
１）国際健身気功連合会2012年出版した「健身気功競技規則」に従って行います。
２）団体競技項目と個人競技の参加者はすべで「一」字型で整列し、審判されます。団体
競技参加者多い場合は2列可能です。
３）団体と個人表演と競技項目の全てに国際健身気功連合会要求の「健身気功競技演奏音
楽」を使用します。
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十一、 入賞
１）団体表演
２）団体競技

記念品と参加項目記念証
各項目金賞20％、銀賞40％、銅賞40％。四捨五入。

３）個人競技 各項目参加者数の20％金賞、40％銀賞、40％銅賞。（年齢組別）
４）大会三回参加賞
５）健身気功競技個人トップ賞競技参加者の１％。参加功法得点平均＋α 四捨五入。
６）団体賞は賞杯、賞牌と賞状。個人賞は賞牌と賞状。
７）大会団体表演、功法表演参加賞 功法参加証明書
８）80歳以上の方、健康長老社会貢献賞
９）審判員証明書
１０） 実行委員会 委員証明書
十二、 審判、仲裁と監督者
競技の審判員、監督委員会と仲裁委員会メンバーは大会実行委員会で選抜、補助・協力者
を共催団体から募集し担当する。競技委員会、仲裁委員会責任担当。
十三、 申込
各団体が申込用紙に登録（申請表は後ろに添付した「2018年第3回国際健身気功表演競技
交流会」申込用紙）。
申込締め切り 2018年8月30日
十四、 参加費：
大会共催団体
１）団体表演 一団体10000円と 各項目 3500円×参加人数(8/30まで申込3000円)
２）団体競技 一団体10000円と各項目4000円×団体競技参加者数(8/30まで申込3500円)
３）個人競技 競技参加者 1項目 4500円×参加項目の数(3/30まで申込4000円)
４）共催団体利益と責任：
① 運営援助金 団体表演参加者数＊1000円＋1000円＊団体競技人数＋500円＊個人競
技参加者（団体表演競技参加者総人数50人越える団体への援助金増資）
② 責任は団体代表が忠実に団体参加者と個人参加者の申込用紙を提出する
③ 大会記念誌に掲載するのは参加者団体・個人の名等、その内容を提出、（締め切り
日まで）
④ 国際団体の優待は別途
５）共催者以外の参加団体は４)-①含めない。
十五、 その他事項
１）団体競技参加者の服装は健身気功各項目に合うデザインと色で団体統一式型、健身運
動類靴、競技参加者が大会統一発行された番号を着用
２）個人競技参加者は健身気功項目に会う服装で参加
３）各団体の交通費と食宿費は自己負担にする
４）各団体と参加者個人が傷害保険に必ず加入(健康状態は自己責任)
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十六、 大会実行委員分担
１） 名誉会長 浜田和幸
２） 大会会長
３） 第3回 大会実行委員長 佐藤省三
４） 競技委員会
実行委員長 佐藤省三 副委員長 張智勇 各務和男
５） 仲裁委員会
委員長 常松 勝
６） 表演委員会
実行委員長 恩田享
副委員長 王廷娟
７） 技術委員会
実行委員長 武田幸子 副委員長 服部茂夫 北川壽昭
８） 災害後援募金委員長 恩田享
９） 総括
劉超
１０）
顧問
王震 藤島博文 恩田房子 李徳芳 小池義則（案）等
十七、 連絡窓口
大会事務局 ＮＰＯ気功文化センター・全日本健身気功国際連盟
場所：〒120-0015 東京都足立区足立4-36-13
Email：znknki@outlook.jp
℡：090-9824-5155 090-2935-5813 事務担当 北川、秋山
進行情報HP http://www.qigong-culture.jp/ から更新
十八、 附件資料
1. 中国健身気功協会支持書2018年
2. 2018年

第3回

大会

チラシ

3. 2018年9月8日世界健身気功日・富士山バスツアー参加申し込み表

附件１

4. 2018年第三回全日本国際健身気功表演競技交流大会参加申し込み表
（団体参加項目と個人参加項目）（伝統気功太極拳武術表演項目）附件1-2
5. 2018年10月6-7日日光・鬼怒川温泉で世界遺産健身気功演示 （参加者申し込み表）
附件

1-3

6. 2018年11月2-6日

日中健身気功講習会とフラム参加申し込み表

附件1-4
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