
〔吉武道研究班〕

古武道研究{第 3報)

中国の武術研究と教育

小林勝法 宮本知次

石原泰彦 張 勇

強成忠 増田 勝

数馬広一 青木清隆

深瀬古邦

要 約

中留守樹術として世襲づけられている武術について，その研究と教育の現状をリポ…

トした，学術的研究は，文化大革命の影響で一時停帯したものの， 1980年代からようや

く複興し発展してきている.中国体育科学会(1980年設立)や中舗試術学会(1987年設

立)のほか，臨や地方の体育科学研究所，枠脊専門大学，中層式新協会(1956年設立λ
中国武術萌究設(1986年設立)などで武街の研究が行われている.体育専門大学では研

究者の養成も行っており， 1996年には上海体育学院に民君主伝統体育学専攻の博士課程が

設龍認可された.

武議i立小中学校の体育カワキュラムに取り入れられている.民間で行う場合には，武

禽鎧{段)のほか，公爵などでも習うことが出来る.武術のエリ…ト選手を養成するた

めに業余体育学校や捧菅運動学校，体育学説付属競技体育学校などがある.また，武

織選手を顕彰する斜度として，武術運動員等級制度と武術段f立製が擁行されている.指

導者の養成は民需のはか，体育専門大学の武術学科でも行われるようになってきた.

武術に関する専門誌も多撮発行されており，関心の高さがうかがえる.中国農禽の国

際化が進むにつれ，ますます関心が高まり，武術教育も研究も盛んになると期持される.

中閣では，拳法をはじめ，鰯や刀，槍などの武構が発達し，国術とし られている.

現在でもひろく愛好されており，映聞 r少林寺J (李i護保主演)が1982年に公開されて弘降は，

武徳熟が特に高まったと言われている.体脊専門大学には武礎学科が設置されていて，武術教

育の普及と発援に寄与している.中屈の武襟研究と教育の現状についてリポートする(性
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1 武術研究

武衝に関する研究はどのように行われているのだろうか.その研究体制と研究成果，研究者

の養成について蟻観しよう.

(1)学会と研究機関

中国の体育・スポーツに関する組織的研究は，国家体育運動委員会の計調と指導のもと

められてきている.その発展の歩みを r当代中国体育.iI 1)をもとにまとめると以下のようにな

る. 

1956年に最初の全層的な研究集会である体育務学議文討論会が陣鐘された.そして. '58年

には最初の専門研究所となる北京体脊斜学研究所(後の富家体脊運動委員会体育科学研究所)

が設立され，袈'59年からは r中岡体育軒技sという専門誌を発持している.その後. '60年代

には中聞各地に研究機関が相次いで設立された.また，国の科学技構発畏計曹にも隼脊・スポー

ツ科学が盛り込まれた.例えば，トレ}ニング科学や運動解剖学，運動栄養学，スポー

中揺{去統運動文化などに関する研究などである.このように順調に進展していたが. '66年に

は文北大革命が起こち，研究組織は解散させられ，研究活動は '72年まで完全に中断した.革

命後は研究活動も復興し. '80年には中器捧育科学会が発足した

このような歴史の中で，武術研究に関して国家的に取り組んだのは， '79年の「設構遺産の

発掘盤現に関する通知J (同家体育運動委員会)による調査研究が初めてで. 13の省と市で譲

査研究班を組織し，実行された.例えば，河北省では省の体育委員会と武術協会が'初年から 

2年間に渡り. 32の県と市の怯統武術を調査した. 77の流派を訪ね， 234人の武術家に会い，

きめ録苦し，記録したという.他の省も同様な調査を行っている 2) この調査研究が

一つの契機となち，武構研究は護んになる.そして. '87年には中屋体育科学会の下部組織の

ーっとして，中国武術学会が成立した.

体育専門大学は現在，全閣に 16校設覆されている.また，師範大学で体脊教脊の専務をもつ

ものは39校である.

そのf患の武術研究機関としては，中国武術協会 (1956年設立)と中国武術研究院(1986年設 

の検討や普及方法などの応用1]が挙げられよう.前者は武術の継桑と発掘のほか，競技規員

務究を進めてきておち r中華武衝J (月刊〉を発持している.読者は，教学研究識と理論研究

資料研究室，気功研究窓会持ち，武街教曹の科学化や系統化，震範化に寄与している 3) 
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(2) 研究成果

国家体育運動委員会は 体宵・スポーツに関する文献データベース“SPORγ'を作成して

いるが，その最新版� ('99年腹，� 59，258件収録)で「武徳j をキーワードとして検索したところ，

全部で1，663件あった. しかし，このヂータベースには一般誌に掲載された文献も含まれてい

るので，全てが学構論文とは言えない.例えば，前述した� r中華武術sに掲載された武帯に関

する文献も� 161件が“SPORT"に収録されている.

そこで，中罷の体育・スポーツ科学研究の代表的な学構雑誌であり，体育軒学会の機関誌で

ある� r体育科学』に掲載された武衛に関する文献を抽出すると，全部で17件あったこれは� f体

育科学』誌に掲載された全論文1，285編の1.3%に相当する.論文の内容は，およそ2/3にあた

る11績が下記①のような人文社会学的研究であった. しかし，近年では下記@のよう会自熱科

学的な研究も増えつつある，また，富家体育運動委員会が発行している� f体育文史J (繭丹羽)

に掲載された武術に関する文献は54件であり，これは� r体腎文史』誌に掲載された論文787綴

の6.9売に当たる.当然のことながらこれらはすべて下記③のような控史的研究である.

このように，まだ，数えられる軽度の研究論文数であるが 一般社会での武術に関する関心

の高まりに応じて，今後は研究発表も増えることと思われる.

く武術研究の代襲的な偶〉

①林柏原「開片戦争から辛業革命までの中国伝統体育の発襲と変{I::J r体育科学J12巻4 

1992，pp.11-15 

@鄭輝「武術の競技嚢路練習後の車中乳酸の変イI::J r体育科学J 16巻4号，� 1996，pp.72 

@養関手子 γ春秋戦国時代からの試挟の輿監と武術の発展j ず体育文史J1999年� 2号.pp.27-29 

(3) 研究者養成

武築研究の研究者饗成i立大学と研究所で行っている.まずは乙めに大学をみてみよう.中・

高等教育の体育教諦や教練員，研究者，その龍の体育専門家を養成する高等教育機関として，

体育専門大学が全国に16校設寵されている.そのうち，最も早く武禽学科を設重したのは，北

京体育大学と上海鋒育学提，成都体青学院の� 3つで，いずれも� 1989年の設置である，現在では，

このほかに，武漢体育学院(1993年設置).濠揚体育学院(1 993年設置).荷南大学 (1993年設

置).西安体膏学院 (1994年設欝)などにも設置されている.

日本で最初の武道学科設寵は日本葬育大学の1965年であるから，中臨とは30年の開きがある.

ここにも文化大革命何十'76年)の欝響がうかがえよう.文化大革命の当額数年聞は全ての教
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育機関が機能を停止し，特に高等教育分野の被害は著しかったからである.そのせいで，革命

期間中に本来養成されるはず、だった少なくとも 150万人の専門家を失う結果になったと推測さ

れている 4) 武術研究においても事情は再じであろう.

大学院はどうであろうか.体育・スポーツ科学関係の修士課程(中留では碩士課程と称し 3

年制)を宥するものは10校32研究科. i事士課桂を有するもの辻 2校 5研究科である.武講の修

(武術碩士学位)は国務読によって 1984年から認められた‘そして. 1985年に上海隼育

学誌に穆士課程が設震された.そのほかに詰 北京体脊大学や武漢捧育学院などにも設置され

ている.武鵜に関するi等士課程は上海体育学躍が1996年に民族伝統鉢育学専攻として拐めて設

を受けている樽このように，近年では大学躍で、研究者会饗戒する体棋が整ってきている.

また，研究者の餐或は大学読以外に研究所でも行われており，日本とは異なり，学f立の授与

権も夜、められている.例えば，菌家体育運動委員会体育科学研究所は運動陛学修士の学位授与

権を持。ている. しかし，武術の学位を出している研究所は今のところない. 

2 武術教育

政府は体育を奨励してきており 1951年には誌機体操を公有した.

これは，いわゆるラジオ体操で，中華全国体曹総会と中央広播事業痛が共関で議或したもので

ある.身体鍛練の習横を広く由民に普及することを昌喜きにしておち，現荘までに或入用 s種と

少年・兜叢用 10識が公布されている S人 '54年 iこ辻工爵操制度が施行され，労働者は毎陸午前

と午後日分間ずつ棒換金することが決定された.そして その後職業ごとにその業務内容に

合わせた体操が議或され英雄されてきている 6) 

1956年には関家格蒋運動委員会が簡化太撞拳(二十詔式)を編成し，国民に普及を闘った.

簡化太極拳は笥を尭張るほど普及した.これまでに出販された太極拳関連の欝籍は数百万冊に

も達するという.以下，武術教宵の体制と現況について，一般人と競技者，指導者の 3側面に

ついて述べよう.

(1)一般人

中国入者ら誰でも きるものと思われがちだ.中閣の各地で早朝から大勢の

人が太橿拳や気功にいそしんでいることは，写真や TVなどで自本にも結介されているし，

中間接行から滞った人からそのような話を開くことが多い.1981年の統芸?によると，

太撞拳の練習グルーブ(輔導結)が161あち，参恕者iま5万人を慈えていたという.そして，
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上海では毎日約 5万人が武箭を練腎しているという 7)

ところが，実際には維でもができるわけでは会い.現地にいる中国人に開いてみても，日本

に習学している中間入学生に開いてみても， γできる J と答えるのはむしろ稀である.

しかし，中華民国時代には，民国学校法に中学校から大学までの体育で関術(武痛のこと)

を学ぶことが定められていたし紛，文化大革命後に制定された F中小学体育課程標準J (1977 

年制定)引を晃てみると，小学 3年生から武術を教材とし基本動作から学習するように定めら

れている. 6年生では導引吐納功と保鰭按摩功 8年生では八段錦が教替である.上海市の現

職教師に艶くと，これは近年の欄向で，伝統文化重視の方針から武舗や気功の詑重が高まりつ

つ為るとのことであった. しかし，運動会での表演や校内武禽大会のようなものは聞かれてい

ないそうである.

日制中学体脊教学大縞J (中華人民共和留国家教菅委員会， 1987年版〉によれば，表 1

に来すように 1年生から 3年生までは男女とも武衡を学習することになっている. B本の高

校に当たる 4年生からは男子のみの学習となっている.選択教社として武術を学習することも

でき，根衝や剣衡が例示されている.

袈 1 教学内容時数分配表

ぬぐ
体育基礎知識 
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5-7 
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A 
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舞 臨 
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4叩 S 
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40ω26 

8-10 

4幽§ 

4明 6 

40-26 

8ω10 

4由 8 

4-6 

40-28 

7-9 

4開 6 

50ω28 

7-9 

4四 6 

50-38 

7-9 

4-6 

50-38 

6-8 

4叩 6 

50-38 

7-9 

4-6 

50-38 

6ω8 

4-6 

50勾 38

最近の大学では武俸を教材としている例がある.復旦大学体育教育部副主任の器j健教授によ

れば，例えば，北京大学の男子学生辻挙法を鯵持することが義務づけられているし，上権中甑

大学では太犠拳を指導しているという.復且大学では，体育担当教鶴43名わうち 4名が武衝

の専問家で，太極拳を指導し，学内で太犠拳大会を擦龍しているとのことである 10)

それでは，民間で武術の鯵練を本棒的にする場合はどこでするのであろうか.公躍などでは，
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上海・復興公盤・太極拳

争北京・天謙公躍・太極貧j

少年少女や男性青壮年が武菊の稽古をしている姿をあまり見かけない.ほとんどが，女性と高

齢者であち，健療の維持・増進を閥的として 気功やその他の通勤をしている.太極拳も公関

では二十四式が多い.

上海の人民公開で太犠拳椎手を教えている老武術家とその弟子たちを見たことがあるが，こ
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れは稀な方で，本格的に武衡を行う場合に辻主に武荷館(院)に通うことになる.� 1996年8月� 

268付の中国体育報によれば，中国全出に辻武術館(院〉が12，000余りもあるという.これら

の武術館(院)には小学生から老人までが所属し，少牢は主に現代武衡を，帯年以上は主に託

統武衛を穆諌している.数多くある武術館(説)の中でも，最も{云続があり規模が大きいのが，

上海鞘武体育総会で為ろう.� 1909年に設立し，香港や米国にも支部がある.文北大革命のため

関鎖を余畿なくされたが，� '84年に復興した. ?事準設翠の関係で直接取材ができなかったが，

中国のま衛事典には必ず項目が掲載されているはどの歴史の島る組織である.� 

(2) 畿技者

数宥辻1950年代後事からスポーツ灘手の強化策を講じてきている.その一つに� 4年に� 1回

艶議される全国運動会を挙げることができるが，その第一間大会(北京.� 1959年)から武衝は

正式機関として採用されている.ここでは，エリート選手の養成とスポーツ等級制度に関連さ

せながら，武術の競技者養成制度について述べる.� 

a.エリート選手の養成

エワ…ト選手獲戒機関としてまず挙げられるのが.� 1955年から全国に設立された業余体背学

練を11時間程度の言2校である.業余体育学校は，運動技誌に慣れた青少年に対し，週に数回� 

行う学校で，少年業余体育学校(13蔵-17蔑対象)と青年業余体育学校� (17歳-23議対象)が

にし000校余りあったとされている� 文化大車命によって一時閉鎖されたものの.� 1969年e

に再開され，響少年業余体宵学校� (7蹴-17歳対象〉と改められた11) 上樽市には22校の青

少年業余体青学校があるが，そのうち武術のコ}スがあるのは13校である.� 

練を受けるために体育運動学校(学11業余体腎学校で穫秀な成横を上げた選手は，より高度な語

校によっては体青学校や運動学技とも呼称する〉へ進学できる.この鰐度'i，1978年から設け

られたもので，生徒は寄宿生活をしながら普通教育とスポーツ選手養成教育をともに受ける.

そのほかに，上海には，優秀運動選手養成機関として.� 1953年に設立された上海市体育運動

技術学院が為札小学校から大学までに相当する教育も併わせて行っている 12) 金器で22種

自のコースがあるが，武欝コースも含まれており，この学校の武争奪チームは上海需の1t表チー

ムとなっている.
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③ 上海体育学院の武術隊・指導しているのは陳新宮講師� 

④ 中国武術の競技会・麦克杯全国武術錦標婁

また，国家体育運動委員会直属の� 6つの体育専門大学は付属の競技体育学校を持っている.� 

6つの体育専門大学とは，北京体育大学のほか，上海，武漢，藩陽，西安，成都の各体育学院

である.この体育学院付属競技体育学校は� 6年制の中等学校である.上海体育学院付属の場合，

武術コースがあり その生徒たちは 全国少年武術大会で金メダル� 4個獲得� ('95年)，� 7個獲

得� ('94)するなど優秀な成績を収めている.
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b. スポーツ等級制度

スポーツ等級制度は，運動員(選手)と裁判員(審判)，教練員(指導者)についてそれぞ

れ設けられており，� 1958年に制定された.� '84年に改正された運動員技術等級制度によると，

運動員の等級は，国際級運動健将 運動健将 一級運動員，二級運動員，三級運動員，少年級

運動員の� 6階級となっている.そして武術が盛んになったことから この運動員技術等級制度

から武術を切り離し，武術運動員等級制度(武術運動員等級試行標準:国家体委1985年領布)

が制定された.それは以下に示す通り� 5階級となっている� 13)

また，� '88年からは中国武術段位制が施行されている.その規程を資料として示しておく� 

(175-178頁). 

く武術運動員等級制度>

武 英 全国大会入賞者レベル

一級武士 省・自治区・直轄市の大会入賞者レベル

二級武士 地区・直轄市・県の大会入賞者レベル

三級武士 県大会上位者レベル

武 童� 18歳以下で県大会入賞レベル� 

(3) 指導者

武術の指導者養成は民間の武術館(院)で行われてきている.今でも伝統的な流派の武術の

場合にはそうである. しかし，太極拳がアジア大会の正式種目として採用されるなど中国武術

の国際化と近代化が進んでからは，体育専門大学に武術学科を設置し指導者を養成している.

前にも述べたが，最も早く武術学科を設置した体育専門大学は，北京体育大学と上海体育学院，

成都体育学院の� 3つで，いずれも� 1989年の設置である.現在では，このほかに，武漢体育学院� 

(1993年設置)，藩陽体育学院� (1993年設置)，河南大学� (1993年設置)，西安体育学院� (1994

年設置)などにも設置されている.

表� 2 上海体育学院生の到達水準

運 動訓練専修|体育教育専修|武 術 専 修

級運動員レベル|二級運動員レベル 級武士レベル

二級裁判員称号|二級裁判員称号 二級裁判員称号

(上海体育学院教学計画より)

上海体育学院では，表2に示す� 3つの学科(専修)があり，それぞれの学科での� 4年間の学
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惨によち到速すべきレベルを運動員技衝等級制度 武術運動員等級制震 裁判員技街等級制度

に沿って示している.武帯学科(専諺)では，一級武士とこ級裁判闘が到達水準となっている.

以上のように高い技術水準を弼達自標としているが，近年は，ぞれ以外に，指導能力，問

題分析能力，理論的に研究する離方など総合的な能力を高めることを業規するようになってき

ている，� 

3 武 術雑誌

最後に，武禽雑誌について簡単にふれておきたい.金悶に流通している雑誌の中で最も早い

創再試，� 1981年の「武林Jl (広東省武術協会嬢集，月刊)と r武範と種身.!I (新体育雑誌社，隔

月持)がある.次いで，� 1982年には� r中華武新.!I(中国武術議会主事，人民体育畠巌社，月刊)

が鎖刊されている.発符部数が最も多く，� '80年代から '90年代始めの年開発行部数は100万部に

達したという.記事は，武術の控史や現状に関するものやトレーニング方法，人物評，入門講

麗や基礎知識，内外の動向などで為る.

そのiまかには11"武当Jl(日83創刊，中国哉書出武当拳法研究会構築・発行)や� f少林と太極』� 

(1982鋭刊，� i可膏省捧脊運動委員会編集，海南体育報社発行)， 11"武魂Jl (1984書評止北京武術

協会繍集・発計)， 11"捧撃.!I (1984館特，山西省体育運動委員会編集，山部省棒育報社発行)な

どがある.

さむ武術雑誌
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このように，武禽雑誌辻多数出版されており，武術に関する関心の高さがうかがえる.

謝辞

本稿をまとめるにあたり，上海体育学院の離新富講邸と北京手本育大学の喬志源教授から資料の捻棋を受

けた.記して感謝の殺を表したい.� 

i主

本義で武範とは中副の伝統的運動文fとである格闘技を指す.その内容は，拳街(長拳，太握拳，南拳

等)や器被(鰐，刀，槍，摂等).対練(護手や器械を{吏つての組手〉でみる.武街競技試畿路(型)

の表譲が中心であり，傭人と組手，問捧の部がある.格闘競技としては，散打と太様拳推手がある.

中国でiま，弓術や尽本の武道は「武術j の研究と教育の対象にはなっていない.非育専門大学の武術

学科には柔道や中揺相撲も含まれることがあるが，これは組織上そうなっているだけで，柔道や中国相

撲を武衡とは一較には言わない.� 
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資料

中国武術段 位 制

第一条目的

人民の体質を増強し，武街運動の発展を推進し，武術の技術と理論の水準を向上させ，

もって全人民のための規範的な武術体系を建立するために，本段位棋を定める。

第二条段位名称

武術による鍛錬と武術活動を始めた年限，武徳の技街と理論を指揮している水準と街究

成果，武徳の穆養，武術の発展に対する貢献度等に基づいて，九段までの武争普段{立を設ける。

拐段位: ー設，二段，

中段{立: 四段，五段，六段，

七段，八段，九段

第五染設住認定規準

(一)初段伎の認定 

1. 	 武術套路の基礎訓練に参加して� s年を経過した者，或は，武術散手の基礎割|嫌に参加

した満18議以上の者(男子に限る)で，入設資格の技梼試験において� 7点以上を持て，

武語教膏を受けた者は入設資惑を得る。� 

2. 	 入段資格を得て� 1年以上経過した者で 規定に基づく試験においてー設の拳術套路を

演武し，戒は散手基礎技術を演武して.� 7.5点以上を得て，武徳を遵帯する者は，…段

を串講することができる。� 

3. 一段取得議� 1年以上経過し 規定に基づく試験において，ニ段の拳術套路をj棄

武して� 8点以上を得たもの，戒iま散手攻防組合せ技第の試験において� 8点以上を得て，

武徳、を遵守する者泣 ニ段を申請することができる。� 

4. ニ段敦得後� 1年以上経返した者で，規定に基づく試験において，ニ段の拳術套路� 1種

と器械套蕗� 1種類(短器械，長器械のいずれかを選択)を演武し，各々の撞日で8.5

点以上を得たもの，或は敵手の実践技請の試験において8.5点以上を得て，武接、を遵守

する者は，三段を申請することができる。

(二) 中段位の認定
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1. 三段を取鐸して� 2年以上経通した者で，下記の条件に該当する者は西段を認定する。

競走に基づく試験において，四段の拳番号嚢路，短器械套諮，長器械套路を演武して(己

合計成績25.8点以上を得て，該潜段の理論試験において75点以上の或嬢安得た者で，

武築を議携する修養者。� 

(2) 規定に基づく散手四段の認定試合の試験において規定の顕位を得た者で，該当段の

理論試験において75点以上の成護を得た者で，武穫を重視する修義者。� 

2. 四段を取得して� 2年以上経過した者で，下記の条件に該当する者は五段を認定する。

出規定に悲づく套路認定試合の試験において，拳術套路一穂類，鎧器械套路一種類，

長器械套路一種類，或は太韓拳に限り拳術套蕗二議額，器械議路一護類，を演武して，

合計成績26.25点以上を得て該当段の理論試験においてお点以上の成績を得た者で，

武徳を重視する穆養者。� 

(2) 規定に基づく散手玉段の認定試合の試験において規定の順位を持た者で，該当段の

理論試験において80点以上の成績を得た者で 武徳を重規する惨養者。� 

3. 五段を取得して� 2年以上経過した者で，下記の条持に該当する者は六段を認定する。� 

(1) 規定に基づく恋路認定試合の試験において，六段の拳術套一種額，短器械禁路一種

類，長器械套路一種類，或は太極拳に援り拳術衰路二犠類，対練一穂類をi寅武して，

そのうち一種目は規定の}II買f立を簿て，合計成績27点以上を得て，該当段の理論試験に

おいてお点以上の成績を得た者で，武鍍を重課する修養者。� 

(2) 競定に基づく散手六設の認定試合の試験において規定の穎誌を得た者で，該議段の

理論試験において85点以上の成績を得た者で，武響、を重視する修義者。

(三) 高段位の認定� 

1. 	 六段を取得して� s年以上経過した者で，武術事業の業譲，武備理論の研究，科学研究

の論饗で一定の業績を挙げ，武穫が高尚な者は，七段を申請することができる O 

2. 七段を取得して� 5年以上経過した者で 武衛事業の業績 武術理論の研究，科学研究

の論著で一定の業譲を挙げ，武術選艶の発展に比較的大きな業献があり，法律、が高尚な

者は，八段を串請することができる。� 

3. 八段を取得した後，式術事業の業績，武範理論の研究，科学研究の論著の分野で重大

な成功を収め，武粥運動の発展に卓越した賞献があち，その影響が多大で武智、が高尚な

者は，九段を申請することができる。� 

4. 武衛事業の発壊に卓越した貢献の為る著名な人士は 富家体育委員会武術運動管理中

やが審査した後に名誉高段位を認定する。
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筋四条 申請，審査，承認方法� 

(~) 武徳、を遵守し，武術を熱愛し，相当の武荊技術水準と武術環論本準を有する者は，均し

く武術段位を市請することができる G

県武術試験委員会は，毎年，所議する武番号組織の学長に対して套路或は散手の入

段資格技術と一設の試験を実漉し，試験合格者の申講社科安所摸する各区，県体膏委員会

(或は武術協会〉に報告し，審査のうえ象誌を持て入段資器証明或は相当する

段位を授ミチする。

地，� m手本育委員会設住試験委員会は，毎年，二段および三段の試験を実施し，試験合格

者の申鰭斡料を所麗する各地，市体育委員会の主管部門(戒は武術協会)に報告し，審査

のうえ本認を得て相当する段位を授与する。

制) 省，自治区，直轄市体育委員会および実業体育協会(行業体協)の武術段試験委員会は，

毎年，四段，五段，六段の試験を実施し，試験合格者の申摘材料を所属する省，自治区，

および実業体育協会の武術主管部門(或は武術協会)に報告し，審査のうえ承認を得て梧

当する段位を授与する� O

回全岡武術段位試験委員会は，適切な時期に七段，八段，九段の審査を実接し，審査合

格者の申請斡料を，国家体脊委員会武構運動管理中心に報告して本誌、を受け，樟当する設

設を援号するa

伏}各段{立の試験形式は� 1.省クラスおよび、全面性の各種武術競技大会� 2.盤定に基

づく段役認定試験，を含む。

第五条証書，服装およびバッジ

(一) 証書

国家体育委員会武術管理中心が統一して設計したデザインで制作する。

(二)服装

国家体育委員会武術管理中心が統一して設計したデザインで 専門製造工場が制持する Q

(三) バッジ

国家体曹委員会武術管理中1(;'が統一して設計したデザインで 専門製造工場が耕作するa 

1. 初段設: 一段(脊噂)， 二段(銀若草λ 三段〈金溝〉� 

2. 中段位: 四段(膏髭λ 五段{銀史)， 六段(金売)� 

3. 高設住: 七段{膏龍入 八段(銀龍入 九段〈金龍)� 

(1998年� 1月� 1日施行) (五原


