
[呉式太極拳] 男子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 呉式太極拳 295 白石 宗輝 大阪府武術太極拳連盟 9.050
２位 呉式太極拳 428 中野 賢一 埼玉県武術太極拳連盟 8.910
３位 呉式太極拳 107 大塚 英典 神奈川県武術太極拳連盟 8.830

呉式太極拳 644 米本 米 奈良県武術太極拳連盟 8.760
呉式太極拳 345 瀧澤 克夫 長野県武術太極拳連盟 8.700
呉式太極拳 327 園田 順一郎 群馬県武術太極拳連盟 8.610
呉式太極拳 44 石黒 利治 千葉県武術太極拳連盟 8.580
呉式太極拳 284 島田 誠 長野県武術太極拳連盟 8.560
呉式太極拳 354 武田 直行 神奈川県武術太極拳連盟 8.530
呉式太極拳 296 白石 健 東京都武術太極拳連盟 8.500
呉式太極拳 383 千葉 泰幸 東京都武術太極拳連盟 8.310
呉式太極拳 414 長倉 英吾 静岡県武術太極拳連盟 8.260
呉式太極拳 485 原 正幸 北海道武術太極拳連盟 0.000
呉式太極拳 341 髙橋 博 群馬県武術太極拳連盟 0.000
呉式太極拳 617 山下 鐵太郎 埼玉県武術太極拳連盟 0.000

[呉式太極拳] 女子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 呉式太極拳 404 田村 千鶴 群馬県武術太極拳連盟 9.050
２位 呉式太極拳 610 松崎 和江 神奈川県武術太極拳連盟 8.980
３位 呉式太極拳 671 森田 芳美 大阪府武術太極拳連盟 8.930
４位 呉式太極拳 376 竹林 せい子 北海道武術太極拳連盟 8.860
５位 呉式太極拳 726 渡邊 典子 東京都武術太極拳連盟 8.800
６位 呉式太極拳 451 中川 昌子 大阪府武術太極拳連盟 8.760

呉式太極拳 416 津田 洋子 奈良県武術太極拳連盟 8.710
呉式太極拳 709 吉田 朋子 東京都武術太極拳連盟 8.710
呉式太極拳 543 平井 聖代 福岡県武術太極拳連盟 8.710
呉式太極拳 176 河北 ミヨ 埼玉県武術太極拳連盟 8.680
呉式太極拳 365 高橋 里枝 神奈川県武術太極拳連盟 8.650
呉式太極拳 626 水澤 千幸 長野県武術太極拳連盟 8.650
呉式太極拳 510 野田 加代 群馬県武術太極拳連盟 8.630
呉式太極拳 542 日吉 奈美 静岡県武術太極拳連盟 8.630
呉式太極拳 637 三保 千鶴子 広島県武術太極拳連盟 8.600
呉式太極拳 556 深澤 智子 群馬県武術太極拳連盟 8.600
呉式太極拳 145 尾仲 貴美 神奈川県武術太極拳連盟 8.600
呉式太極拳 388 田中 春美 千葉県武術太極拳連盟 8.580
呉式太極拳 150 小原 のり子 岩手県武術太極拳連盟 8.580
呉式太極拳 28 伊賀 巳起子 岡山県武術太極拳連盟 8.560
呉式太極拳 43 石川 美代子 福岡県武術太極拳連盟 8.550
呉式太極拳 49 石月 美江 静岡県武術太極拳連盟 8.550
呉式太極拳 300 清水 敏枝 埼玉県武術太極拳連盟 8.530
呉式太極拳 678 柳沢 寿枝 長野県武術太極拳連盟 8.530
呉式太極拳 187 河端 貴代子 兵庫県武術太極拳連盟 8.530
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呉式太極拳 298 島元 正子 沖縄県武術太極拳連盟 8.510
呉式太極拳 114 大竹 千恵子 兵庫県武術太極拳連盟 8.510
呉式太極拳 554 広島 美智子 秋田県武術太極拳連盟 8.500
呉式太極拳 432 東條 有子 愛知県武術太極拳連盟 8.500
呉式太極拳 666 森岡 敦子 鳥取県武術太極拳連盟 8.480
呉式太極拳 109 大田 雅代 千葉県武術太極拳連盟 8.460
呉式太極拳 616 松山 恵美 宮城県武術太極拳連盟 8.460
呉式太極拳 349 髙崎 郁代 愛知県武術太極拳連盟 8.400
呉式太極拳 397 谷口 裕子 北海道武術太極拳連盟 8.380


