
[伝統拳術Ｃ・決勝] 男子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 五祖鶴陽拳 636 吉田 武史 京都府武術太極拳連盟 8.880
２位 酔猴拳 449 西川 武志 静岡県武術太極拳連盟 8.810

[伝統拳術Ｃ] 男子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 酔猴拳 449 西川 武志 静岡県武術太極拳連盟 8.810
決勝進出 五祖鶴陽拳 636 吉田 武史 京都府武術太極拳連盟 8.800
３位 酔拳 160 加藤 大地 東京都武術太極拳連盟 8.800
４位 猴拳 176 川田 光太 栃木県武術太極拳連盟 8.780
５位 査拳三路飛脚 40 石垣 正樹 東京都武術太極拳連盟 8.710
６位 酔拳 646 李 隆吉 兵庫県武術太極拳連盟 8.700
７位 蟷螂拳 110 大西 昌史 東京都武術太極拳連盟 8.630

六合蟷螂拳 162 門脇 健造 東京都武術太極拳連盟 8.600
三路炮拳 197 清本 浩和 京都府武術太極拳連盟 8.580

酔拳 371 谷門 進士 静岡県武術太極拳連盟 8.580
査拳 578 村松 正嗣 静岡県武術太極拳連盟 8.560

鷹爪拳 69 岩本 宇嗣 福岡県武術太極拳連盟 8.500
少林拳 391 津島 佑規 東京都武術太極拳連盟 8.500

四路査拳 130 小川 正人 東京都武術太極拳連盟 8.480
少林拳 498 平山 大輔 神奈川県武術太極拳連盟 8.480
南拳 375 田畑 泰里 京都府武術太極拳連盟 8.480
酔拳 590 森高 直樹 埼玉県武術太極拳連盟 8.480

蟷螂拳 358 田實 篤 兵庫県武術太極拳連盟 8.460
蟷螂拳 637 吉田 忠生 兵庫県武術太極拳連盟 8.450
蟷螂拳 587 森 祐二 東京都武術太極拳連盟 8.450

猛虎擒羊双掌入門 109 大西 浩二 大阪府武術太極拳連盟 8.430
鷹爪拳 159 加藤 恵二 兵庫県武術太極拳連盟 8.430

七星蟷螂拳 80 梅木 尚利 千葉県武術太極拳連盟 8.410
査拳 346 瀧本 努 山口県武術太極拳連盟 8.410
猴拳 14 阿部 成真 栃木県武術太極拳連盟 8.400

五祖鶴陽拳 550 松村 宣夫 京都府武術太極拳連盟 8.400
査拳 226 幸野 智也 静岡県武術太極拳連盟 8.400

査拳三路炮拳 270 鮫島 大 東京都武術太極拳連盟 8.400
査拳 168 鎌田 慎ノ介 北海道武術太極拳連盟 8.380
査拳 398 寺谷 周是 鳥取県武術太極拳連盟 8.350

五路査拳 91 大石 忠秀 京都府武術太極拳連盟 8.330
蟷螂拳 118 大矢 和延 愛知県武術太極拳連盟 8.310
査拳 219 毛塚 猛大 栃木県武術太極拳連盟 8.300

鷹爪拳 393 土谷 健一 東京都武術太極拳連盟 8.280
鷹爪拳 512 藤田 和馬 神奈川県武術太極拳連盟 8.280

少林羅漢拳 500 廣瀬 正巳 大阪府武術太極拳連盟 8.250
査拳 204 國本 翔 鳥取県武術太極拳連盟 8.230

四路査拳 494 平栗 義久 神奈川県武術太極拳連盟 8.050
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査拳 172 河口 駿介 鳥取県武術太極拳連盟 7.830
地躺拳 517 藤巻 成樹 群馬県武術太極拳連盟 0.000

[伝統拳術Ｃ・決勝] 女子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 虎拳 715 吉野 理恵 大阪府武術太極拳連盟 8.760
２位 査拳 433 東内 悠 大阪府武術太極拳連盟 8.680

[伝統拳術Ｃ] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 虎拳 715 吉野 理恵 大阪府武術太極拳連盟 8.750
決勝進出 査拳 433 東内 悠 大阪府武術太極拳連盟 8.660
３位 四路査拳 164 金澤 日菜子 神奈川県武術太極拳連盟 8.630
４位 蟷螂拳 639 三宅 秘子 東京都武術太極拳連盟 8.550
５位 査拳 454 長阪 玲子 神奈川県武術太極拳連盟 8.510

鷹爪拳 166 鎌田 華織 静岡県武術太極拳連盟 8.460
査拳 355 高橋 悦子 神奈川県武術太極拳連盟 8.450

鷹爪拳 252 斉藤 香 東京都武術太極拳連盟 8.410
四路査拳 100 遠藤 るうな 神奈川県武術太極拳連盟 8.380

査拳 654 室井 祐子 栃木県武術太極拳連盟 8.360
蟷螂拳 396 谷合 悠紀子 東京都武術太極拳連盟 8.360
査拳 381 田島 由佳里 東京都武術太極拳連盟 8.360
査拳 292 島 知里 大阪府武術太極拳連盟 8.360

少林拳 231 小池 美代子 大阪府武術太極拳連盟 8.260
査拳 167 鎌田 典子 東京都武術太極拳連盟 8.230

四路査拳 399 玉川 愛弓 神奈川県武術太極拳連盟 8.180
蟷螂拳 600 前田 多瑞奈 兵庫県武術太極拳連盟 8.160
査拳 55 市川 はるみ 東京都武術太極拳連盟 8.130
査拳 197 岸田 康子 神奈川県武術太極拳連盟 8.110
査拳 66 井上 千恵 東京都武術太極拳連盟 8.060
査拳 426 寺岡 藍 北海道武術太極拳連盟 7.960

虎鶴双形拳 412 地葉 之栄 東京都武術太極拳連盟 7.750
四路査拳 242 小林 花鈴 神奈川県武術太極拳連盟 0.000
四路査拳 470 中野 靖菜 神奈川県武術太極拳連盟 0.000
鷹爪拳 585 古矢 智子 広島県武術太極拳連盟 0.000


