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武術のご挨拶
私の名前はグレン キースと私は国際武術連盟の会長の位置を実行しています。IWUF の管
理は武術は成長し、繁栄する場合は、変更する必要があると思いますので、私はこれをやっ
てる。私の宣言は、なぜ私は次、または将来、国際武術連盟の会長をすることができます信
じて参照してください、私のウェブサイトを読んでいただきありがとうございます、どのよ
うに我々 作業 一緒に 、 武術のより良い未来を構築します 。 お気軽に e メール、電話また
はテキスト、または WeChat で私を見つける: グレン ・ キース、または Skype:
Glen.Keith2 話をしたい場合。

私について
1990 年にさかのぼる武術の公式の役割の長い歴史がある国際武術連盟 (IWUF) の就任の会
合でニュージーランドを表されるときと、以来推進と武術の発展に私の人生の大きなを捧げ
持っています。
IWUF は武術が多くの変更を経ていると、私が観察しているが、1990 年以降 4 大統領を持
っています。この時間の間に私を得た多くの武術・ ガバナンスと情報管理の経験 (1999 年)
以来 16 年間 IWUF 理事であって 12 年以来 IWUF 副社長として (2003 年) の。
オリンピック競技になることにその武術面の問題のよく理解しているし、2020 年のオリン
ピック大会のための武術の入札価格を提示する 2013 年にサンクト ・ ペテルブルクのロシ
アに行った IWUF 特別の委任のメンバーだった。
創設者兼社長ニュージーランド カンフー武術連盟と共同創設者兼オセアニア武術連盟の会
長です。私は 15 歳から 43 年の伝統的な中国武術の訓練していると私はまだ練習し、週単
位で教えます。それぞれ 2000 年と 2006 年でニュージーランドとオーストラリアにおける
武道の殿堂に入会されていることによって偉大な名誉を受け取った。

ニュージーランドのチーフインス トラクター少林寺 Fut ガー カンフーと伝統的なヤンスタ
イル太極拳。 いくつかの他の IWUF 大統領とは違って私は草の根レベルで接地し、接続し
て私を維持する伝統的な中国の武道のアクティブな先生を教えています。私の武術の背景に
加えて、政府と民間セクター間で戦略的なリーダーシップの豊富なスキルを持つ経験豊富な
シニア マネージャーを私します。私のバック グラウンド、知識、経験、武術と私の仕事の
キャリアの両方は、今または将来 IWUF 社長をなるべき良いを使用して配置するが!

なぜ私に投票?
私は大統領としてそれらを表現したい彼らの IWUF メンバー '選択' を提供したいです。こ
れが真の民主主義の基礎です。私が勝つか負けるかは、メンバーの強い '声' 将来の武術を知
っているし、武術が直面している重要な問題の意識として重要ではないです。民主主義は民
主的選挙確実メンバー、指導者、組織の本当の声、そして公正な社会の基本。1 つ以上の候
補者を持っていることは、成熟している団体のサインです。
1990 年から 2011 年まで 21 年間 IWUF メンバー 'に導入されている' 手の拍手で、選出され
た総会では、新しい大統領。これは、ない民主主義の過程、それは 2011 年、レイモン
ド ・ スミスが彼の立候補を入力したときにだけだった、これが変更されたことです。この
結果、多くの物事は改善し始めた。
IWUF は 4 人の大統領があった: 李 Menghua (中国) の活動目録 〜 1995.08 (5 年間)。呉
Shaozu (中国) 1995.09 〜 1999.11 (4 年);李 Zhijian (中国);1999.12 〜 2003.10 (4 年);現在優
Zaiqing (中国) 2003.11 ~ 2015.11 (12 歳)。代表取締役社長湯 3 倍長くより他のどの IWUF
大統領務めています。IWUF を直面している問題のリストが増えています。新たな方向に旅
行する武術の時間です。それが取るすべては、 '変更の投票'または'抗議票」です。武術の未
来はあなたの手で!

IWUF と武術の管理の課題
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.html 作った IWUF
と武術の管理に直面する 20 の問題の言及。それ以来、うちのいくつかは以下に記載されて
より多くの問題が識別されています。私はこれらの問題を強調表示、結果として IWUF の
管理のいくつかの肯定的な変更がある場合、私の大統領選挙が大きな成功を収めている。

私は私のウェブサイトに記載されているすべての 20 の問題焦点 IWUF 大統領として選出さ
れた場合が、そもそも、私の優先順位の焦点は次の 8 点になります。

1 です 。オリンピック武術 (オリンピック三田を含む)
2. 大陸の開発
3. 日本カンフー武術コミュニティ
4. フェアと IWUF だけ
5 。財政の持続可能性
6. 世界成績評価システム
7. 現代行政
8. ビジョン、方向およびリーダーシップ

1 ですオリンピック武術。
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/olympics.html それをコメント
しました。 連盟 IWUF は IOC の副大統領は、大統領でさえ、オリンピック スポーツになる
に 2008 年以来失敗として。自分自身と他の人とこれは IWUF で、その結果、指導力の欠如
のためされて正常に導く年の世界を舞台に自体と武術を置くことができることは、私たちの
オリンピック入札にアップします。
IWUF のさらなる証拠は、2020 年東京の 5 選考スポーツの一つとして選択されていません。
's 継続的なこのエリアに失敗しました。私'm 私は先に武術空手野球/ソフトボール、スケー
ト ボード、サーフィン、スポーツ クライミングが選ばれたことに失望していることを確認!
問題は、大統領ゆうはオリンピックに武術を得る十分をやったか私のキャンペーンのウェブ
サイトのページのタイトル 'オリンピック'、私は、東京 2020年キャンペーンやっていた空
手のいくつかをカバーいくつかのリンクを提供します。空手は明らかに余分なマイルを行っ
たし、次のラウンドまで得ることに成功しました。
それは武術を助けていません。'の場合に、社長ゆうは世界空手道連盟 (WKF) ウェブサイト
上中国空手道代表取締役社長上武術空手を投票する決定が下された時としてリストされて
いた; 特にとき WKF に属する最大の空手連合の 1 つは、中国空手道。これは武術の彼と同
様に社長ゆうが空手の同等のサポートを与えたことの IOC のメンバーに印象を与えている
だろう。
IWUF'東京 2020 年のの戦略は、ちょうど 2013 年にサンクト ・ ペテルブルクのロシアに
与えられた同じプレゼンテーションを与えることだった。アルベルト ・ アインシュタイン
がかつて言ったよう "同じことを行うが、異なる結果が狂気のフォームを期待します。"
代表取締役社長湯'この障害にの応答は、武術 26 スポーツから最終選考に残った 8 つのフ
ァイナリストのひとり、これが認識と武術は偉大なオリンピック選手候補の受け入れを示す
何らかの形になって事実に焦点を当てるですか。それは 2024 年までの別の 9 年間を待つ
我々 はすべて今する必要があります十分な良いですか。これは、大統領の湯と IWUF は私
に強化に武術をオリンピックに入る (希望) 以外の戦略を持っている。

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選する場合、開発およびオリンピック ・ ムーブメントとその値を促
進する; が若者の魅力、そして、世界中の新しい聴衆を従事する能力を重視するスポーツと
して武術の位置が世界的なマーケティング キャンペーンを実装する私の目標の一つになり
ます。これらは、東京 2020 年の武術が失敗した領域です。我々 は常にやっていることを
続け、我々 は何我々 はいつも、失敗と失望を得るが!これ、変更をしたい場合投票グレン
キース IWUF 大統領のため!

オリンピック三田
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/olympic-sanda.html ことをコメ
ントしました。 2001 年に私と他の 2008 年のオリンピック大会に含まれる適用 IWUF が三
田を含めなかった大きな懸念があった。IWUF 感じた時、格闘技より困難なことを導入し、
ボクシング、レスリング、テコンドーのようなスポーツは、すでにそこに与えられました。
IWUF は Taolu 武術の主要な特性のより多くの代表だったし、より均等にすべての大陸の間
で性別に基づいて開発されたことを感じた。それはまた広い聴衆の人口統計学的に見てエキ
サイティングと考えられました。
私がかかわって IWUF は 14 年間でそのオリンピック Taolu 三田ポリシーを見直していませ
ん!これは、中国空手の世界空手道連盟 (WKF) は東京 2020 年オリンピック選考可能追加ス
ポーツとして戦闘のスポーツの空手を得ることに成功しているだけ非常に関連します。IOC
がより多くの戦闘のスポーツの包含することは反対ではないがレスリングとして復活し、
2013 年に戦闘のスポーツ 2020 年も事実を示しています。三田はオリンピック スポーツと
してのテコンドーを取り替えるべきであると感じたと言って個人的に 1 つのキー IOC 公式
からの最初の手の情報もあります。

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選、Taolu、と一緒に、三田の私たちのオリンピック武術の提供の一
部として含めることを提案する私の目標の一つになります。強い若者の魅力と世界中の新し
い聴衆を従事を作成する特に、青少年三田を推進します。過去の過ちは、右を置くことがで
きます先見の明の指導者は、投票グレン キース IWUF 大統領のために必要がある理由は、
かかります!

2. 大陸の開発
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/solidarity-fund.html 作った発表
の言及、t 最後の IWUF 開発途上地域の武術の開発をサポートする IWUF 連帯基金について、
2014 年に成都の理事会。私や他のサポートが必要なこれらの大陸に優先順位を与えられる
べき、武術の発展のために重要だったを信じたことも述べました。
どのように失望している頃についても触れましたオセアニアは、小さいとリモートの太平洋
島嶼国の開発の必要性を特に与えられた IWUF 連帯基金の対象領域の 1 つとして言及され
ませんでした。IWUF によると、IOC は、オセアニアの大陸を表す 5 オリンピック リング
の 1 つすなわち心に留めておく行うことに言及 (5 大陸/5 オリンピック リング. ない 4!)
が最近受信したメール IWUF 連帯プログラム開発助成 2015 年について社長ゆうから場所、
目的は、認識し、国民連合 (NFs) グッド ・ ガバナンスを適用して IWUF に積極的に参加を
サポート's 主要なイベント; 修飾されたメンバーに 600 ドルの緩やかな補助金を提供するこ
とによって。メールが行ったあると言うことは補助金の対象とするアプリケーションが必要
評価される次の 5 条件:
回

•12 世界武術大会 (2013) に参加
回
•5 世界ジュニア武術大会 (2014 年) に参加
•最後の大陸選手権大会に参加
•過去 2 年間の年次国民選手権を保持しています。
•6 月 30 日まで IWUF 2014 年と 2015 年会費を支払っている th 2015
現実には、上記の基準を満たすために可能性がある唯一の連合、良い構造と余裕を定期的に
世界イベントに参加する選手を送信することができるものです。これらのほとんどが金融支
援を必要がある国ではないです。アフリカ、南アメリカ、オセアニアの発展途上国を支援す
るにはどうかこれ?これはまだ常識と判断を欠いているポリシーの別の例です。

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選、大陸の開発に連合の開発ニーズを識別し、彼らの能力を構築する
ためにそれらを使用する私の目標の一つになります。
私は彼らが他の先進国と同じ土俵で競うことができるように資金援助のこれらの国に順位を
つけます。そして、彼らは出席し、IWUF 会議で声を持っている余裕します。しかし、最も
重要なは、だから彼らの運動選手ことができます私たちの大会に参加します。出席、聞かれ
ることと、総会での投票、世界のイベントに参加、基本的な権利は、すべてのメンバーとそ
れを買う余裕ができる人だけではなく。金融場合がほとんど対象とするサポート必要、投票
グレン キース IWUF 大統領のため!

3. 日本カンフー武術コミュニティ
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/wushu-versus-kung-fu.html に
ついて話をした l、ブランドによって武術の歴代 IWUF 大統領から注目の ack; 私たちの名前
でカンフーの言葉を含む最終的に作成されない状況のための機会 悪用、および国際カンフ
ーのブランド誰に請求するの作成をもたらした、 2012 年国際カンフー連合。
強力なまたはそれ以外の方法の如何を問わず国際カンフー連盟かもしれないが、その単なる
存在は、混乱を招くメッセージを送信 どのように連合またはそれ以外の場合、国際オリン
ピック委員会、武術は国際的なスポーツとして?最近前文で IWUF 憲法状態への変更を提案
する武術、別名「Kung Fu "、発祥し、中国で開発された格闘技実践ための集合的な言葉は、
数千年以上。"、IWUF にいくつかの単語を追加する憲法ではないこの重要な問題に対処す
るのに十分です。これは将来の成長とこれまで大統領 Yu によって対処されていない武術の
安定に深刻な問題です。

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選、カンフー、武術ことができます1 つ 1 つのグローバル エンティ
ティとなるように統一させる国際カンフー連合の大統領と動作するように私の目標の一つに
なります。ご支援により、私から国際カンフー武術連盟や国際武術カンフー連合メンバー
の好みに応じて IWUF に変更になります。名前を変更してブランド IWUF;効果的なグロー
バルなマーケティング キャンペーンの併用すべての努力は、過去 25 年間組み合わせるよ
り、武術の国際的な意識を促進するためによりを行います。それは世界的に認められてい
る、投票グレン キース IWUF 社長の場合は、統一されたカンフー武術組織!

4. フェアと IWUF だけ
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/interference-in-continentalmatters.html 私は、他の人が感じた方法について話を聞いた、 大陸連合のビジネスで IWUF
EB interfers。ジャカルタで議会の承認審議されます IWUF 憲法への提案された変更があり
ます。承認された場合、これらの変更は、効果的に IWUF EB 上オセアニア大陸全体の死者
の声をカットします。変更は、また、潜在的 IWUF 副社長としての私の現在の役割を含む
IWUF EB の任意の位置を保持しているから私を停止します。提案された変更は次のとおり
です:
____________________________________________________________________________

22.3.1 大陸連合 6 以上のメンバーで構成される理事会の候補者を指名する許可されていま
す。
22.3.2 8 以上のメンバーから成る大陸連合は各副大統領の位置のための 1 つの候補を指名す
る許可されています。
____________________________________________________________________________

33.1 22 条に定められた要件を満たしている場合、大陸連合は理事会に提供するために独自
の大陸から指名候補者のため責任を持たなければならない。
33.2 大陸連合は 22 条に定める要件を満たす場合、, 当該大陸連盟により副大統領の候補者を指
名しなければならない。
____________________________________________________________________________

オセアニア武術連盟に現在のみを持つ 4 人のメンバー (ダウン グアム IWUF から辞任のた
め 5 から)、憲法改正は IWUF エグゼクティブの公式の役割から私を削除する意図的な試み
と本らしいな。
確かにこのようなターゲットが必要な場合、これそして公正なまたはより良いアプローチは
他の 4 人のメンバーの開発を支援するサポートを提供する IWUF のだろう、だから 8 のタ
ーゲット達成されたを感じるかどうかを決定するか私はこのようなアイデアが提案されたこ
とが失望 4 余分なメンバーの違いは IWUF EB の声を持っている全体の大陸連盟に重要で
す?
私は、オリンピック種目を目指して、その理事会に全大陸連盟の表現が意図的に取り外さ国
際スポーツ組織を調べるとき、IOC に送信されますどのようなメッセージに懸念も。この
提案は IWUF 大統領のため実行している同時に、25 年間で初めて提唱されているの偶然だ
と信じてするは難しいです。私はあなた自身の結論にあなたを残す!私は議会でこの改正案
に反対します。私と一緒に、同意する場合は投票は NO 渡されると。

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選された場合、私の目標の一つに IWUF は他人の整合性と尊重を証明
するのに誇りを持って組織をなるようになります組織は、包括的ではなく排他的、オリン
ピック憲章の値を掲げ、1 つが!私は文化との信頼と協力、すべての大陸およびメンバー
は、共同作業することをお勧めし、彼らの完全な可能性を開発するサポート環境を構築しま
す。多く IWUF メンバーは互いに競合して、最終的に損害賠償の武術ブランドと IWUF は
正常に機能しない組織である IOC に示しています。これはどのように武術の世界の残りの
部分で見られるようにしたいですか?そうでない場合、投票グレン キース IWUF 大統領のた
め!

5 財政の持続可能性。
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/financial-management.html 私
は強調しました。私と他の人が感じる明白でなく、欠けている透明 IWUF の全体的な財務
管理の懸念。IWUF は文書化された年間予算計画のプロセス、またはプロセスをキャプチャ
またはすべての収入と費用を記録するは表示されません。将来の財政の持続可能性を確保す
るための投資戦略もありません。
社長ゆうによってなされた声明によると、IWUF は USD1, 000, 000 USD600, 000 1 年につ
き 3 つの中国の会社からの後援と同様、中国国内オリンピック委員会 (NOC) から毎年いた
だいています。IWUF'2013 年 12 月 31 日スポンサーの寄付から収入の状態の損益計算書と、
額のための支出の USD296、000 の周り。財務の透明性についての質問を上げる資本の利益
を反映するように、アカウントは表示されません。
中国 NOC と我々 のスポンサーのような寛大さのためすべて非常に感謝しております、
IWUF の金融依存性と財政の持続可能性の周り潜在的な長期的な影響があります。 大統領
Yu によって対処されていない問題は、何が起こるか、または彼らの後援を最終的に引き出
すとき、中国 NOC および/または私たちのスポンサー?
IWUF 担当副社長として、私や他の任意のスポンサー契約の詳細を見たことがないし、
IWUF は後援の見返りとして何を約束したかは全くわかりません!

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選、そのすべての所得を確保するため私の目標の一つになり、すべて
の支出を明確で透明性と金融機関の口座の記録を作られ、議会の投票によって受け入れられ
ます。ランニング コスト IWUF 事務局とすべての IWUF スタッフと請負業者の賃金の支払
のための完全な情報開示が含まれます。IWUF EB は、スポンサー契約の諸条件を認識し、
任意の将来のスポンサーのオファーを承諾する前に理事会の合意を求めることがようになり
ます。IWUF の継続的な財政の持続可能性を確保する所得のストリームを識別するために私
の目標の一つになります。大陸連合およびメンバーの可能性に到達するための開発を支援す
るこのような所得のストリームの重要な焦点になります。探検される 1 つの収益のオプシ
ョンは、世界のグレーディング システムをアクティブにするからです。財務の透明性と持
続可能性、投票グレン キース IWUF 社長を場合!

6. 世界成績評価システム
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/wushu-grading-system.html 提
案について話を聞いた世界武術グレーディング システム (WGS)、最初は 2007 年に提案し、
2009 年、カナダのトロントで IWUF 実行委員会で再度審議します。
教授カン Gewu、副会長の伝統的な武術委員会 (TWC) 中国武術研究所 (CWRI) でこの作業
を実施する任務を与えられました。試験及び標準物質の訓練のための基礎として 27 の教科
書関連の Dvd を含む、ドラフト制度とドラフト実施計画が生産されました。
WG を開発する労力とコストのかなりの量の作業が停止するいると表示されます。出版物や
Dvd まで開発されている中国の外 IWUF メンバーシップの残りの部分を使って一切なしの
中国語のすべて。WG と開発の欠如大幅グローバルな成長、武術の発展を妨げ、IWUF 加盟
国連盟にかなりフラストレーションを感じた。
WG、正しく管理されている場合は、組織として長期的な財政の持続可能性の達成に向けて
貢献できる大幅収益の潜在的なソースです。これは、中国 NOC やスポンサーに頼ることが
なく IWUF を財政的に独立して、途上国が急速に成長するを有効にする収益ストリームを
提供するに役立つでしょう。

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選、WG は完全に開発されていることを確認する私の目標の一つにな
ります。WG は、一日参加のイベント世界武術規格の開発に使用されます。基準はすべて
IWUF 加盟国と同じレベルになります。IWUF と同様、各大陸連盟と各国内連盟、その性質
上、WGS は資金を調達します。グレーディング料金収入の最大の部分は彼らが自国の武術
を進める、国際的に競争する余裕ができるように国内連盟の開発に直接行くように私の焦点
になります。場合は、グローバルに、武術の標準を上げるし、メンバー、そして投票グレン
キース IWUF 社長の収入、必要な WG!

7. 現代行政
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/strategic-plan.html よく発達し
た戦略計画し、その目標を達成するために年間ビジネス プランを持っている IWUF の必要
性について話を聞いた。私が見つけることができません IWUF 戦略計画の最後の知られて
いるバージョンは 2006 年-2008 年に日付を記入しました。
2010-2020 年国際武術開発プログラムであるために最も最近の計画ドキュメントが表示され
ます。戦略計画がレビューされていない 2006 年や 2010 年以来開発プログラム。
これらの文書は存在するが、彼らは非常に古く、調整と誰が責任と目標や行動に対する責任
の観点から構造化されたプロセスの欠如があります。アクションの多くは、非常に高いレベ
ルとため測定が困難。また、操作の進捗状況を測定および報告する方法が不明です。
優先順位を変更することができます、戦略計画と開発プログラムを確認し、フォーカスを確
保する改訂する必要がある、連合およびそのメンバーに戦略的重要性の分野でリソースを置
きます。主要な目標、戦略、これらのドキュメントからアクション、年次事業計画では、現
在存在していないキャプチャする必要があります。
IWUF には、また、年間予算の計画の文書化されたプロセス、またはプロセスをキャプチャ
し、すべての収入とコストを報告はありません。その将来の財政の持続可能性を確保するた
めの投資戦略もありません。

私の選挙公約
IWUF に近代的な開発プロセスであることを確認する私の目標の 1 つになります IWUF 大
統領として当選する場合財政の持続可能性を達成するための計画と同様、戦略および事業計
画。計画すべての認識しに貢献することができます。が簡単で読み取り、目標、戦略、わか
りやすいアクション プラン。何のための責任がある人、どのくらい費用がかかります、そ
れが起こるとき、成功の測定方法は、クリアされます。IWUF は現代経営学、財務管理シス
テムことも確認します。現代および進歩的な武術管理の場合、 投票グレン キース IWUF 大
統領のため!

8. ビジョン、方向およびリーダーシップ
私のキャンペーンのホームページで http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.html 20 を文書化の
問題、現在顔ユ大統領の規則の下で武術の管理。オリンピックに武術を取得する 2001 年以
来 IWUF の繰り返された失敗は武術が直面している最も重要な問題で、おそらく。自分自
身と他の人を感じる、すべての武術が直面している問題まで来て、ビジョン、方向性とリ
ーダーシップの欠如します。
良い指導者の美徳を表現する多くの引用符があります。IWUF に寄り添えるおそらくいくつ
かは次のとおりです。
 "リーダーシップビジョンを現実に変換する能力です。"
 "W なければ良いリーダーシップおります、舵のない船のような潮で漂流します」 。
 「真のリーダー単独で、他の人のニーズに耳を傾ける意思決定が難しいと同情をする勇
気自信を持っています。彼は、リーダーになること設定しませんが、なる彼の行動と彼
の意図の整合性によって 1 つ」 。
現在の問題にもかかわらず私はまだ、中国と中国武術協会は、武術の多く行っているし、
IWUF 国際連盟として成長するためのプラットフォームを作成を認めることを思います。
ただし、武術の若い国、新しいアイデアや構造を採用する準備ができて、新しい時代を迎え
ていると考えてオリンピックに含まれる武術を位置決めでより効果的であります。手を引く
と、将来的に私たちをリードする武術の若い国をサポートする現在の管理のための時間だと
思います。
彼らは日本の巨匠の発祥地から進化して、柔道と空手連合の開発のこの段階の例を見られて
います。今同じことを行うし、まだ重要な役割を果たして私たちの中国人の友人と武術を前
方に移動する私たちの機会です。

私の選挙公約
IWUF 大統領として当選された場合、IWUF 理事会、委員会、事務局、コンチネンタル連合
およびメンバーを確保するため私の目標の一つになりますすべては共通のビジョン、明確な
方向性を持っていると強いリーダーシップ。投票グレン キース IWUF 大統領のため、これ
らの資質を持っている連合の一部とする場合 と一緒に私たちは武術のより良い未来を構築
することができます.
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IWUF 社長のグレン キース
場合は、民主主義と独立した IWUF
場合は、将来的に武術の声
場合は、新しい方向に旅行する武術
オリンピック スポーツになる武術をしたい場合

それが取るすべては'投票変更'または'抗議票'

武術の未来はあなたの手で!

理事会:
01 x 大統領議会によって選ばれる
01 x の大統領によって任命された上級副社長
05 x 副大統領指名の大陸、議会によって批准
大陸によって指名理事まで 11 x、議会によって批准
01 x 選手's 代表が議会によって選ばれる
19 x 合計の投票メンバー
(事務局長と会計が投票権のないメンバーは大統領によって任命された)
大陸の表現:
(1) IWUF 副社長、(3) の最大のすべての大陸追加理事会 (EB) に委任します。その他理事会
の数は大陸会員しきい値を達成するために基づいている - 下記参照にデリゲートします。メ
ンバーする必要があります ''をメンバーに機能の IWUF 理事会により定義されている。
01 + 大陸メンバー = IWUF の副社長
10 + コンチネンタル メンバー = EB デリゲートの追加
20 + コンチネンタル メンバー 2 追加 EB デリゲートを =
30 + コンチネンタル メンバー 3 追加 EB デリゲート (最大) =

