
[陳式太極拳] 男子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 陳式太極拳 513 藤田 信宏 宮城県武術太極拳連盟 9.130
２位 陳式太極拳 271 沢 公晶 大阪府武術太極拳連盟 9.130
３位 陳式太極拳 366 田中 勉 神奈川県武術太極拳連盟 9.030
４位 陳式太極拳 289 修 振杰 茨城県武術太極拳連盟 9.000
５位 陳式太極拳 184 喜多 茂博 大阪府武術太極拳連盟 8.900
６位 陳式太極拳 316 鈴木 史人 静岡県武術太極拳連盟 8.900

陳式太極拳 438 中村 伸貴 埼玉県武術太極拳連盟 8.780
陳式太極拳 532 前原 剛彦 千葉県武術太極拳連盟 8.780
陳式太極拳 560 湊 和徳 三重県武術太極拳連盟 8.760
陳式太極拳 222 黄 武駿 兵庫県武術太極拳連盟 8.750
陳式太極拳 84 裏山 元紹 広島県武術太極拳連盟 8.750
陳式太極拳 470 長谷川 淳 東京都武術太極拳連盟 8.730
陳式太極拳 290 徐 広林 東京都武術太極拳連盟 8.710
陳式太極拳 122 岡田 昭仁 愛媛県武術太極拳連盟 8.700
陳式太極拳 559 水谷 孝 埼玉県武術太極拳連盟 8.700
陳式太極拳 596 安江 陽壱 静岡県武術太極拳連盟 8.660
陳式太極拳 267 佐藤 光彦 神奈川県武術太極拳連盟 8.660
陳式太極拳 332 髙木 良典 宮崎県武術太極拳連盟 8.610
陳式太極拳 368 田中 信行 大阪府武術太極拳連盟 8.610
陳式太極拳 177 河野 久規 福岡県武術太極拳連盟 8.610
陳式太極拳 66 岩田 英一 兵庫県武術太極拳連盟 8.600
陳式太極拳 141 小田嶋 秀樹 岐阜県武術太極拳連盟 8.560
陳式太極拳 313 鈴木 正隆 宮城県武術太極拳連盟 8.550
陳式太極拳 43 石川 利博 愛知県武術太極拳連盟 8.510
陳式太極拳 221 小出 義宗 長野県武術太極拳連盟 8.510
陳式太極拳 488 原田 稔 北海道武術太極拳連盟 8.480
陳式太極拳 553 眞鍋 健也 香川県武術太極拳連盟 8.460
陳式太極拳 24 荒手 篤 岡山県武術太極拳連盟 8.460
陳式太極拳 153 海原 正治 群馬県武術太極拳連盟 8.450
陳式太極拳 27 有間 進 群馬県武術太極拳連盟 8.410
陳式太極拳 343 髙見 計一 愛知県武術太極拳連盟 8.350
陳式太極拳 185 喜多 忍 徳島県武術太極拳連盟 8.330
陳式太極拳 588 森川 茂仁 香川県武術太極拳連盟 0.000
陳式太極拳 274 ｼｪｰﾝ ﾙｸﾞﾛｰ 三重県武術太極拳連盟 0.000

[陳式太極拳] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 陳式太極拳 717 陸 瑶 東京都武術太極拳連盟 9.150
２位 陳式太極拳 674 八木原 由希子 大阪府武術太極拳連盟 9.130
３位 陳式太極拳 192 菊池 光友希 大阪府武術太極拳連盟 9.030
４位 陳式太極拳 574 藤本 真由美 広島県武術太極拳連盟 8.950
５位 陳式太極拳 729 渡部 快枝 東京都武術太極拳連盟 8.860
６位 陳式太極拳 448 永井 三千代 奈良県武術太極拳連盟 8.810
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陳式太極拳 181 川崎 敏子 神奈川県武術太極拳連盟 8.780
陳式太極拳 518 長谷川 玲子 東京都武術太極拳連盟 8.750
陳式太極拳 417 角田 友美 福岡県武術太極拳連盟 8.750
陳式太極拳 704 横田 優子 埼玉県武術太極拳連盟 8.730
陳式太極拳 59 伊東 幸子 埼玉県武術太極拳連盟 8.710
陳式太極拳 51 石原 美佳 香川県武術太極拳連盟 8.710
陳式太極拳 689 山田 純子 栃木県武術太極拳連盟 8.700
陳式太極拳 371 武内 佐和子 神奈川県武術太極拳連盟 8.660
陳式太極拳 456 中島 道子 兵庫県武術太極拳連盟 8.650
陳式太極拳 72 今関 由紀子 岩手県武術太極拳連盟 8.630
陳式太極拳 183 川嶋 千恵子 千葉県武術太極拳連盟 8.560
陳式太極拳 279 佐藤 美佐子 静岡県武術太極拳連盟 8.560
陳式太極拳 353 髙野 寿子 千葉県武術太極拳連盟 8.550
陳式太極拳 153 蔭山 理子 大阪府武術太極拳連盟 8.550
陳式太極拳 237 小谷 早苗 奈良県武術太極拳連盟 8.550
陳式太極拳 469 中野 倍代 京都府武術太極拳連盟 8.530
陳式太極拳 513 野村 かおる 滋賀県武術太極拳連盟 8.530
陳式太極拳 360 高橋 裕美 静岡県武術太極拳連盟 8.530
陳式太極拳 431 土井 麗子 香川県武術太極拳連盟 8.480
陳式太極拳 47 石田 素子 長野県武術太極拳連盟 8.480
陳式太極拳 508 根岸 秀子 群馬県武術太極拳連盟 8.460
陳式太極拳 329 清藤 由紀 岩手県武術太極拳連盟 8.460
陳式太極拳 289 七條 典子 大阪府武術太極拳連盟 8.450
陳式太極拳 385 田中 郁子 京都府武術太極拳連盟 8.430
陳式太極拳 375 竹之内 朋子 福岡県武術太極拳連盟 8.410
陳式太極拳 358 高橋 智子 北海道武術太極拳連盟 8.400
陳式太極拳 459 中田 和子 宮崎県武術太極拳連盟 8.360
陳式太極拳 530 原田 雅恵 北海道武術太極拳連盟 8.310
陳式太極拳 701 横田 桂子 群馬県武術太極拳連盟 8.300
陳式太極拳 105 大塩 妙子 兵庫県武術太極拳連盟 0.000
陳式太極拳 579 二村 千里 愛知県武術太極拳連盟 0.000


