
[伝統拳術Ａ・決勝] 男子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点

１位 形意拳 287 下川 和久 東京都武術太極拳連盟 8.910
２位 八極拳 412 中川 二三生 東京都武術太極拳連盟 8.860

[伝統拳術Ａ] 男子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 八極拳 412 中川 二三生 東京都武術太極拳連盟 8.930
決勝進出 形意拳 287 下川 和久 東京都武術太極拳連盟 8.930
３位 山西形意拳 410 中尾 崇聡 東京都武術太極拳連盟 8.700
４位 形意拳 404 富家 康隆 東京都武術太極拳連盟 8.650
５位 八極拳 280 芝田 洋平 東京都武術太極拳連盟 8.650
６位 張氏八極拳 87 江原 章浩 東京都武術太極拳連盟 8.630
７位 八極拳 78 内田 浩輔 東京都武術太極拳連盟 8.630
８位 形意拳 430 中野 礼央 静岡県武術太極拳連盟 8.610

八極拳 573 宗岡 裕介 愛知県武術太極拳連盟 8.600
八極拳 241 齋藤 信芳 栃木県武術太極拳連盟 8.580
八極拳 607 山口 聡一郎 大阪府武術太極拳連盟 8.550
形意拳 491 肥後 充昭 神奈川県武術太極拳連盟 8.530
八極拳 318 須原 和彦 東京都武術太極拳連盟 8.530
形意拳 315 鈴木 浩之 東京都武術太極拳連盟 8.530
八極拳 350 竹内 孝之 静岡県武術太極拳連盟 8.510
八極拳 365 田中 貴 東京都武術太極拳連盟 8.510
心居六合拳 480 林 克穂 東京都武術太極拳連盟 8.510
心意六合拳 202 久世 和人 神奈川県武術太極拳連盟 8.510
山西形意拳 169 亀髙 徹 東京都武術太極拳連盟 8.500
形意拳 515 藤野 達也 福岡県武術太極拳連盟 8.480
形意拳 308 杉山 誠 東京都武術太極拳連盟 8.460
八極拳 72 上田 一成 東京都武術太極拳連盟 8.460
八卦掌 147 小野寺 正文 東京都武術太極拳連盟 8.450
八極拳 75 魚谷 昌直 福岡県武術太極拳連盟 8.450
八卦掌 32 飯塚 泰助 神奈川県武術太極拳連盟 8.430
八極拳 52 伊藤 哲生 東京都武術太極拳連盟 8.410
八卦掌 304 杉岡 哲 大阪府武術太極拳連盟 8.410
八極拳 615 山﨑 義之 東京都武術太極拳連盟 8.400
心居六合拳 426 中妻 穣太 東京都武術太極拳連盟 8.400
八極拳 15 阿部 哲也 栃木県武術太極拳連盟 8.400
八極拳 334 高須 俊郎 東京都武術太極拳連盟 8.400
八極拳 333 高久 慎司 東京都武術太極拳連盟 8.400
八極拳 582 望月 貴之 静岡県武術太極拳連盟 8.380
八極拳 474 服部 陽介 東京都武術太極拳連盟 8.360
八極拳 349 竹内 舜弥 静岡県武術太極拳連盟 8.350
八卦掌 98 大高 一彦 神奈川県武術太極拳連盟 8.350
形意拳 240 齊藤 一昭 東京都武術太極拳連盟 8.350
八極拳 516 藤淵 一夫 大阪府武術太極拳連盟 8.330
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心居六合拳 255 佐々木 啓 東京都武術太極拳連盟 8.300
八極拳 261 佐藤 清英 長野県武術太極拳連盟 8.280
形意拳 427 中野 枝里雄 静岡県武術太極拳連盟 8.280
形意拳 217 桑島 宏 京都府武術太極拳連盟 8.280
八極拳 464 萩原 正夫 東京都武術太極拳連盟 8.200
形意拳 592 諸隈 雄一 東京都武術太極拳連盟 8.180
八極拳 473 長谷川 亮 千葉県武術太極拳連盟 8.150
形意拳 258 佐渡 大祐 北海道武術太極拳連盟 8.130
形意拳 93 大金 亨 神奈川県武術太極拳連盟 8.050
形意拳 51 伊藤 治郎 三重県武術太極拳連盟 8.050
形意五行相生拳 277 志賀 美春 兵庫県武術太極拳連盟 7.960
八極拳 205 久保 健太 長野県武術太極拳連盟 7.660
八極拳 150 小山田 哲志 岐阜県武術太極拳連盟 7.010
八極拳 136 奥村 知昭　 東京都武術太極拳連盟 0.000
八極拳 622 山根 和也 鳥取県武術太極拳連盟 0.000
張氏八極拳 216 黒田 勇樹 東京都武術太極拳連盟 0.000
形意拳 85 榎 智嗣 千葉県武術太極拳連盟 0.000
形意拳 490 東川 怜央 東京都武術太極拳連盟 0.000
形意拳 257 佐治 享 東京都武術太極拳連盟 0.000

[伝統拳術Ａ・決勝] 女子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 八卦掌 473 中村 和子 愛知県武術太極拳連盟 8.800
２位 八卦掌 553 弘澤 成美 東京都武術太極拳連盟 8.780

[伝統拳術Ａ] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 八卦掌 473 中村 和子 愛知県武術太極拳連盟 8.800
決勝進出 八卦掌 553 弘澤 成美 東京都武術太極拳連盟 8.760
３位 形意拳 179 川窪 裕子 静岡県武術太極拳連盟 8.680
４位 八卦掌 101 大池 美保 東京都武術太極拳連盟 8.650
５位 八卦掌 423 鄭 敏子 東京都武術太極拳連盟 8.580
６位 八卦掌 128 小笠原 加弥子 東京都武術太極拳連盟 8.550

八卦掌 472 長峰 千津子 茨城県武術太極拳連盟 8.550
形意拳 207 木下 聖子 福岡県武術太極拳連盟 8.510
形意拳 429 寺西 咲子 京都府武術太極拳連盟 8.450
形意拳 132 岡本 あゆみ 大阪府武術太極拳連盟 8.450
八卦掌 558 福井 陽子 大阪府武術太極拳連盟 8.430
八卦掌 41 石神 尚子 奈良県武術太極拳連盟 8.430
形意拳 604 槙山 恵美 京都府武術太極拳連盟 8.410
八卦掌 601 前田 信子 鳥取県武術太極拳連盟 8.400
八卦掌 247 小山 敦子 大阪府武術太極拳連盟 8.380
八卦掌 227 黒田 純子 東京都武術太極拳連盟 8.360
形意拳 134 小川 ちさと 神奈川県武術太極拳連盟 8.350
形意拳 507 沼田 邦子 茨城県武術太極拳連盟 8.350
八極拳 658 望月 千恵子 静岡県武術太極拳連盟 8.330
八卦掌 276 佐藤 圭子 岩手県武術太極拳連盟 8.310
八卦掌 577 藤原 理加 神奈川県武術太極拳連盟 8.310
形意拳 174 河内 香子 千葉県武術太極拳連盟 8.210
形意拳 444 富吉 宮子 愛知県武術太極拳連盟 8.200



形意拳 308 白川 三栄 千葉県武術太極拳連盟 8.160
八卦掌 525 浜野 由華子 大阪府武術太極拳連盟 8.100
八卦掌 102 大木 静花 群馬県武術太極拳連盟 8.100
八極拳 333 関 千佳 長野県武術太極拳連盟 7.860
形意拳 468 中野 照代 静岡県武術太極拳連盟 0.000
八極拳 199 喜多 友美 徳島県武術太極拳連盟 0.000
八極拳 180 川越 望未 愛知県武術太極拳連盟 0.000


