
[伝統器械・決勝] 男子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 九節鞭 325 曽根 啓彰 栃木県武術太極拳連盟 8.830
２位 九節鞭 416 中澤 慶太郎 静岡県武術太極拳連盟 8.700

[伝統器械] 男子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 九節鞭 325 曽根 啓彰 栃木県武術太極拳連盟 8.800
決勝進出 九節鞭 416 中澤 慶太郎 静岡県武術太極拳連盟 8.630
３位 八卦子午鴛鴦鉞 531 前田 慶一郎 鳥取県武術太極拳連盟 8.610
４位 扑刀 411 中川 隆 東京都武術太極拳連盟 8.580
５位 大刀 558 水木 千尋 兵庫県武術太極拳連盟 8.560
６位 八極六合花槍 301 進藤 宏昭 東京都武術太極拳連盟 8.560

刀里加鞭 477 浜野 文彰 神奈川県武術太極拳連盟 8.530
自選剣 247 酒井 大輔 神奈川県武術太極拳連盟 8.530
大刀 405 冨永 崇之 福岡県武術太極拳連盟 8.510

長兵器（三尖叉） 640 吉見 昌弘 京都府武術太極拳連盟 8.480
陳式槍 7 浅野 智博 千葉県武術太極拳連盟 8.480
査刀 337 髙橋 悦三 東京都武術太極拳連盟 8.480

双手剣 281 柴村 圭二 山口県武術太極拳連盟 8.430
鷹爪刀 422 永田 朗久 静岡県武術太極拳連盟 8.410

形意鞭杆 181 菊地 進 東京都武術太極拳連盟 8.400
武当剣 399 天神 和久 東京都武術太極拳連盟 8.330
刀術 21 荒井 雄一郎 静岡県武術太極拳連盟 8.310
双鈎 486 原田 大地 福岡県武術太極拳連盟 8.310
剣術 42 石川 忠史 個人 8.300

流星錘 278 品川 仁志 兵庫県武術太極拳連盟 8.210
劈掛刀 521 舟場 一彦 静岡県武術太極拳連盟 8.200
三節棍 64 岩﨑 健士 静岡県武術太極拳連盟 8.180

扇 448 南奉 宏明 兵庫県武術太極拳連盟 8.130
少林牧羊鞭 143 越智 健太 愛媛県武術太極拳連盟 8.060

双鈎 55 糸洲 清尚 個人 8.060
三節棍 171 唐沢 匡史 愛知県武術太極拳連盟 8.030
三節棍 291 城岩 康太 京都府武術太極拳連盟 7.860

陳氏双剣 35 井口 憲彦 東京都武術太極拳連盟 0.000
査刀 237 近藤 稜真 滋賀県武術太極拳連盟 0.000
双刀 26 荒谷 仁維 千葉県武術太極拳連盟 0.000

仆刀(双手帯) 489 伴野 航大 静岡県武術太極拳連盟 0.000
梢子棍 597 安原 茂 長野県武術太極拳連盟 0.000
三節棍 380 壇 洋一郎 福岡県武術太極拳連盟 0.000

[伝統器械・決勝] 女子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 双剣 210 桐山 夏帆 静岡県武術太極拳連盟 8.750
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２位 双剣 374 武田 理美 東京都武術太極拳連盟 8.700

[伝統器械] 女子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 双剣 210 桐山 夏帆 静岡県武術太極拳連盟 8.660
決勝進出 双剣 374 武田 理美 東京都武術太極拳連盟 8.650
３位 少林規定刀 669 守田 江莉奈 福岡県武術太極拳連盟 8.550
３位 双鈎 422 鶴野 亜紀 大阪府武術太極拳連盟 8.550
５位 功夫扇 222 藏田 紀子 山口県武術太極拳連盟 8.460
５位 武術扇 37 伊師 里美 個人 8.460

双鈎 649 村井 桃子 埼玉県武術太極拳連盟 8.460
双剣 155 柏熊 真弓 東京都武術太極拳連盟 8.410

少林扇 436 得字 弘美 東京都武術太極拳連盟 8.400
紅剣 92 梅沢 多賀子 東京都武術太極拳連盟 8.380

提袍剣 24 安藤 ののか 滋賀県武術太極拳連盟 8.360
短棍 219 久保田 公美子 東京都武術太極拳連盟 8.360

武当剣 190 神原 有美 茨城県武術太極拳連盟 8.350
八卦鉞 243 小林 志野 神奈川県武術太極拳連盟 8.330
双勾 367 田上 尚子 埼玉県武術太極拳連盟 8.330

武当剣 728 渡邉 由美子 徳島県武術太極拳連盟 8.330
双鈎 460 永田 優子 兵庫県武術太極拳連盟 8.310

形意奇剣 65 乾 英子 静岡県武術太極拳連盟 8.300
扇 316 杉原 雅代 兵庫県武術太極拳連盟 8.280

功夫扇 676 保田 清子 山口県武術太極拳連盟 8.280
功夫扇 464 中西 啓子 大阪府武術太極拳連盟 8.260

扇 117 大津 千花 兵庫県武術太極拳連盟 8.260
双刀 603 前田 祥子 東京都武術太極拳連盟 8.260
華剣 555 廣野 繭子 神奈川県武術太極拳連盟 8.260

形意剣 544 平井 礼子 大阪府武術太極拳連盟 8.260
功夫扇 229 桑田 和子 大阪府武術太極拳連盟 8.250
功夫扇 718 若山 美貴子 東京都武術太極拳連盟 8.250
短棍 421 積田 尚子 東京都武術太極拳連盟 8.210

形意斬刀 326 鈴木 裕紀子 静岡県武術太極拳連盟 8.200
功夫扇 589 細川 桂子 大阪府武術太極拳連盟 8.180
昆吾剣 379 田澤 葉子 神奈川県武術太極拳連盟 8.160

扇 487 並木 優子 兵庫県武術太極拳連盟 8.150
九節鞭 538 肘井 美佳 静岡県武術太極拳連盟 8.030
酔扇 708 吉川 若菜 兵庫県武術太極拳連盟 7.950

長穂双剣 466 中野 あずさ 神奈川県武術太極拳連盟 7.600
長穂剣 77 岩藤 緑 京都府武術太極拳連盟 0.000
武当剣 8 上り浜 由香里 兵庫県武術太極拳連盟 0.000
双剣 344 園田 真由美 兵庫県武術太極拳連盟 0.000

八卦大刀 523 濵田 律子 兵庫県武術太極拳連盟 0.000


