
[孫式太極拳] 男子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 孫式太極拳 336 髙野 克人 東京都武術太極拳連盟 8.930
２位 孫式太極拳 54 伊藤 利晶 埼玉県武術太極拳連盟 8.850
３位 孫式太極拳 569 宮平 浩和 兵庫県武術太極拳連盟 8.750

孫式太極拳 567 宮地 完治 福岡県武術太極拳連盟 8.700
孫式太極拳 50 出田 強 東京都武術太極拳連盟 8.680
孫式太極拳 440 中村 洋一 福岡県武術太極拳連盟 8.650
孫式太極拳 262 佐藤 順一 千葉県武術太極拳連盟 8.630
孫式太極拳 273 椎名 純介 群馬県武術太極拳連盟 8.560
孫式太極拳 73 上田 哲也 埼玉県武術太極拳連盟 8.510
孫式太極拳 63 今関 英夫 岩手県武術太極拳連盟 8.500
孫式太極拳 465 橋本 俊一 東京都武術太極拳連盟 8.500
孫式太極拳 466 橋本 進 群馬県武術太極拳連盟 8.500
孫式太極拳 585 森 真喜雄 香川県武術太極拳連盟 8.410
孫式太極拳 174 川島 栄祐 日本学生武術太極拳連盟・麗澤大学 8.410
孫式太極拳 443 難波江 浩三 埼玉県武術太極拳連盟 8.410
孫式太極拳 451 西村 晋一 北海道武術太極拳連盟 8.400
孫式太極拳 539 間瀬 英昭 香川県武術太極拳連盟 8.310
孫式太極拳 418 長澤 健史 兵庫県武術太極拳連盟 8.300
孫式太極拳 3 秋山 俊行 神奈川県武術太極拳連盟 0.000

[孫式太極拳] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 孫式太極拳 613 松野 園井 神奈川県武術太極拳連盟 8.980
２位 孫式太極拳 158 柏戸 禮子  栃木県武術太極拳連盟 8.900
３位 孫式太極拳 185 川田 まゆ子 埼玉県武術太極拳連盟 8.750
４位 孫式太極拳 481 中山 和子 大阪府武術太極拳連盟 8.700
５位 孫式太極拳 663 森 真理子 北海道武術太極拳連盟 8.660
６位 孫式太極拳 657 持田 廣子 埼玉県武術太極拳連盟 8.650

孫式太極拳 363 髙橋 眞理子 兵庫県武術太極拳連盟 8.650
孫式太極拳 380 田島 美代子 東京都武術太極拳連盟 8.630
孫式太極拳 372 武田 幸子 東京都武術太極拳連盟 8.600
孫式太極拳 123 大沼 陽子 宮城県武術太極拳連盟 8.580
孫式太極拳 697 山西 典子 静岡県武術太極拳連盟 8.560
孫式太極拳 382 橘 真己 宮城県武術太極拳連盟 8.550
孫式太極拳 95 越後 惠子 栃木県武術太極拳連盟 8.550
孫式太極拳 122 大西 いつ子 大阪府武術太極拳連盟 8.510
孫式太極拳 260 酒井 和代　 長野県武術太極拳連盟 8.510
孫式太極拳 420 坪山 佐代子 神奈川県武術太極拳連盟 8.510
孫式太極拳 163 加藤 玲子　 兵庫県武術太極拳連盟 8.500
孫式太極拳 209 木村 洋子 神奈川県武術太極拳連盟 8.500
孫式太極拳 419 坪井 由紀子 福岡県武術太極拳連盟 8.500
孫式太極拳 655 茂木 俊子 群馬県武術太極拳連盟 8.500
孫式太極拳 184 川田 恵理子 北海道武術太極拳連盟 8.480
孫式太極拳 474 中村 和代 埼玉県武術太極拳連盟 8.480
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孫式太極拳 345 染谷 祥子 千葉県武術太極拳連盟 8.460
孫式太極拳 562 福田 弘子 秋田県武術太極拳連盟 8.450
孫式太極拳 275 佐藤 歌代子 群馬県武術太極拳連盟 8.430
孫式太極拳 310 新谷 信子 山口県武術太極拳連盟 8.430
孫式太極拳 12 麻生 悦子 千葉県武術太極拳連盟 8.430
孫式太極拳 108 太田 惠美子 秋田県武術太極拳連盟 8.410
孫式太極拳 407 俵山 直美 茨城県武術太極拳連盟 8.400
孫式太極拳 235 五嶋 恵美 長野県武術太極拳連盟 8.380
孫式太極拳 526 早川 真利子 福岡県武術太極拳連盟 8.360
孫式太極拳 159 勝部 洋子 和歌山県武術太極拳連盟 8.360
孫式太極拳 606 又吉 エイ子 沖縄県武術太極拳連盟 8.360


