
功夫扇第２路套路名称 
李徳印老師による 

第１段 

１ 起  勢 チーシー 白猿献果 バイ ユェン シィェン グゥォ 

２ 虛步撩扇 シュ ブー リィァォ シャン 金剛撩衣 ジン ガン リィァォ イー 

３ 震脚抖扇 ヂェン ジャオ ドウ シャン 海底翻花 ハイ ディ ファン ファ 

４ 雲手撥扇 ユン ショウ ブォ シャン 插步雲手 チャ ブー ユン ショウ 

５ 弓步推扇 ゴン ブー トゥイ シャン 摟膝拗步 ロウ シー アオ ブー 

６ 架扇蹬脚 ジャ シャン ドン ジャオ 挑簾推窗 ティァォ リィェン トゥイ チュァンー 

７ 独立劈扇 ドゥ リー ピー シャン 哪咜探海 ナー ター タン ハイ 

８ 回身崩扇 フゥイ シェン ボン シャン 大蟒翻身 ダー マン ファン シェン 

９ 挙扇衝拳 ジュ シャン チョン チュェン 弯弓射虎 ワン ゴン シェ フー 

第２段 

１０ 歇步帯扇 シェ ブー ダイ シャン 古樹盤根 グー シュ シュェン ゲン 

１１ 点步亮扇 ディェン ブー リィァン シャン 雛燕凌空 チュ イェン リン コン ユン バオ 

１２ 天女散花 ティェン ニュ サン ファ 歇步雲抱 シェ ブーェン ニュ サン ファ 

１３ 弓步下截 ゴン ブー シァ ジェ 燕子抄水 イェン ズー チャオ シュイ 

１４ 抱扇彈踢 バオ シャン ダン ティ 懐中抱月 フゥァイ ヂョン バオ ユェ 

１５ 弓步推扇 ゴン ブー トゥイ シャン 順水推舟 シュン シュイ トゥイ ヂョウ 

１６ 劈扇探掌 ピー シャン タン ヂャン 白蛇吐信 バイ シェァ トゥ シン 

１７ 舞花擊扇 ウー ファ ジー シャン 武松脫銬 ウー ソン トゥォ カオ 

第３段 

１８ 転身雲掃 ヂュァン シェン ユン サオ 力掃千軍 リー サオ チィェン ジュン 

１９ 弓步紮扇 ゴン ブー ヂャ シャン 白虎撹尾 バイ フー ジャオ ウェイ 

２０ 叉步後崩 チャ ブー ホウ ボン 青龍回首 チン ロン フゥイ ショウ 

２１ 背扇推掌 ベイ シャン トゥイ ヂャン 推窗望月 トゥイ チュァン ワン ユェ 

２２ 馬步胯肘 マー ブー クァ ヂョウ 二郎擔山 アール ラン ダン シャン 

２３ 馬步推扇 マー ブー トゥイ シャン 坐馬提韁 ズゥォ マー ティ ジィァン 



２４ 叉步反撩 チャ ブー ファン リィァォ 獅子滾球 シー ズー ガン チィゥ 

２５ 望月亮扇 ワン ユェ リィァン シャン 嫦娥舒袖 チャン ウァ シュ シゥ 

２６ 転身抱扇 ヂュァン シェン バオ シャン 懐抱乾坤 フゥァイ バオ チィェン クン 

２７ 転身捧扇 ヂュァン シェン ポン シャン 白猿献果 バイ ユェン シィェン グゥォ 

第４段 （2 段と同じ） 

第５段 

３６ 雲扇前点 ユン シャン チィェン ディェン 蜻蜓点水 チン ティン ディェン シュイ 

３７ 弓步劈扇 ゴン ブー ピー シャン 風卷殘雲 フォン ジュェン ツァン ユン 

３８ 掩手推扇 イェン ショウ トゥイ シャン 掩手肱捶 イェン ショウ ゴン チュイ 

３９ 馬步撐扇 マー ブー チォン シャン 金雞抖翎 ジン ジー ドウ リン 

４０ 崩拳蹬脚 ボン チュェン ドン ジャオ 蹬一根 ドン イー ゲン 

４１ 跳步劈扇 ティァォ ブー ピー シャン 翻花舞袖 ファン ファ ウー シゥ 

４２ 背手後撩 ベイ ショウ ホウ リィァォ 鷂子束身 イャォ ズー シュ シェン 

４３ 点步上刺 ディェン ブー シャン ツー 燕子入雲 イェン ズー ルー ユン 

４４ 弓步崩扇 ゴン ブー ボン シャン 披身伏虎 ピー シェン フー フー 

４５ 歇步亮扇 シェ ブー リィァン シャン 霸王揚旗 バー ワン ヤン チー 

４６ 開立抱扇 カイ リー バオ シャン 懐抱乾坤 フゥァイ バオ チィェン クン 

第６段 

４７ 弓步分靠 ゴン ブー フェン カオ 野馬分鬃 イェ マー フェン ゾン 

４８ 虚步抱扇 シュ ブー バオ シャン 手揮琵琶 ショウ フゥイ ピー パー 

４９ 弓步推扇 ゴン ブー トゥイ シャン 如封似閉 ルー フォン スー ビー 

５０ 仆歩分掌 プー ブー フェン ヂャン 分掌下勢 フェン ヂャン シァ シー 

５１ 挙腿挑扇 ジュ トゥイ ティァォ シャン 独立跨虎 ドゥ リー クァ フー 

５２ 擺腿拍脚 バイ トゥイ パイ ジャオ 転身擺蓮 ヂュァン シェン バイ リィェン 

５３ 撞拳撩扇 ヂュァン チュェン リァォ シャン 當頭砲 ダン トウ パオ 

５４ 虚歩亮扇 シュ ブー リィァン シャン 白鶴亮翅 バイ フェァ リィァン チー 

５５ 並步抱扇 ビン ブー バオ シャン 白猿献果 バイ ユェン シィェン グゥォ 

５６ 收 勢 ショウ シー 垂手還原 チュイ ショウ ハイ ユェン 

 


