
成績順 種    目 背番号 氏　　　名  所　　　　　 属　 得 点

１位 総合太極拳ＡＢ 170 家門 俊平 大阪府武術太極拳連盟 9.280

２位 総合太極拳ＡＢ 348 竹内 健二 東京都武術太極拳連盟 9.180

３位 総合太極拳ＡＢ 417 中沢 潤 神奈川県武術太極拳連盟 9.150

４位 総合太極拳ＡＢ 621 山田 充宏 東京都武術太極拳連盟 8.930

５位 総合太極拳ＡＢ 442 中山 智由 神奈川県武術太極拳連盟 8.850

６位 総合太極拳ＡＢ 231 小林 輝一 東京都武術太極拳連盟 8.750

７位 総合太極拳ＡＢ 268 佐藤 亮二 大分県武術太極拳連盟 8.710

総合太極拳ＡＢ 200 櫛野 敏晴 福岡県武術太極拳連盟 8.680

総合太極拳ＡＢ 499 蛭田 英明 福島県武術太極拳連盟 8.680

総合太極拳ＡＢ 450 西田 耕造 京都府武術太極拳連盟 8.680

総合太極拳ＡＢ 548 松延 彰 千葉県武術太極拳連盟 8.660

総合太極拳ＡＢ 335 高田 耕二 福岡県武術太極拳連盟 8.650

総合太極拳ＡＢ 283 島尻 輝彦 埼玉県武術太極拳連盟 8.600

総合太極拳ＡＢ 604 山口 記由 宮城県武術太極拳連盟 8.580

総合太極拳ＡＢ 279 柴田 貴春 兵庫県武術太極拳連盟 8.580

総合太極拳ＡＢ 580 室伏 良昭 静岡県武術太極拳連盟 8.580

総合太極拳ＡＢ 331 髙木 肇 大阪府武術太極拳連盟 8.560

総合太極拳ＡＢ 225 江田 良市 山口県武術太極拳連盟 8.560

総合太極拳ＡＢ 462 野田 博明 茨城県武術太極拳連盟 8.550

総合太極拳ＡＢ 99 大竹 秀男 宮城県武術太極拳連盟 8.550

総合太極拳ＡＢ 546 松永 宏樹 長野県武術太極拳連盟 8.530

総合太極拳ＡＢ 39 石内 正宏 群馬県武術太極拳連盟 8.530

総合太極拳ＡＢ 564 三宅 進 大阪府武術太極拳連盟 8.530

総合太極拳ＡＢ 611 山﨑 和之 千葉県武術太極拳連盟 8.510

総合太極拳ＡＢ 30 飯田 英明 青森県武術太極拳連盟 8.510

総合太極拳ＡＢ 638 吉田 昌也 三重県武術太極拳連盟 8.510

総合太極拳ＡＢ 593 八重樫 弘 岩手県武術太極拳連盟 8.480

総合太極拳ＡＢ 248 榊原 勝 愛知県武術太極拳連盟 8.460

総合太極拳ＡＢ 83 梅本 克己 兵庫県武術太極拳連盟 8.450

総合太極拳ＡＢ 468 橋本 良平 福井県武術太極拳連盟 8.450

[総合太極拳ＡＢ] 男子
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総合太極拳ＡＢ 154 貝森 慶一 青森県武術太極拳連盟 8.450

総合太極拳ＡＢ 606 山口 浩市 滋賀県武術太極拳連盟 8.410

総合太極拳ＡＢ 186 北川 哲也 石川県武術太極拳連盟 8.410

総合太極拳ＡＢ 324 瀬戸 泉 奈良県武術太極拳連盟 8.400

総合太極拳ＡＢ 648 両川 寛 岩手県武術太極拳連盟 8.380

総合太極拳ＡＢ 509 藤澤 郁夫 静岡県武術太極拳連盟 8.380

総合太極拳ＡＢ 625 山本 哲嗣 和歌山県武術太極拳連盟 8.350

総合太極拳ＡＢ 70 印南 昌弘 長野県武術太極拳連盟 0.000

総合太極拳ＡＢ 276 塩見 勝彦 京都府武術太極拳連盟 0.000

総合太極拳ＡＢ 352 竹内 雅和 富山県武術太極拳連盟 0.000

[総合太極拳ＡＢ] 女子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 総合太極拳ＡＢ 446 中井 薫 大阪府武術太極拳連盟 9.200
２位 総合太極拳ＡＢ 302 清水 理佐 埼玉県武術太極拳連盟 9.160
３位 総合太極拳ＡＢ 395 谷 保順子 大阪府武術太極拳連盟 9.060
４位 総合太極拳ＡＢ 67 井上 康惠 京都府武術太極拳連盟 9.050
５位 総合太極拳ＡＢ 10 浅井 由香里 大阪府武術太極拳連盟 8.930
６位 総合太極拳ＡＢ 695 山名 まるみ 広島県武術太極拳連盟 8.880
７位 総合太極拳ＡＢ 504 丹生 愛子 東京都武術太極拳連盟 8.830
８位 総合太極拳ＡＢ 26 飯澤 敏枝 宮城県武術太極拳連盟 8.810

総合太極拳ＡＢ 173 唐沢 和美 愛知県武術太極拳連盟 8.800
総合太極拳ＡＢ 369 武石 英子 埼玉県武術太極拳連盟 8.750
総合太極拳ＡＢ 106 大島 三記 東京都武術太極拳連盟 8.750
総合太極拳ＡＢ 58 伊藤 彰子 山口県武術太極拳連盟 8.710
総合太極拳ＡＢ 40 石井 由紀子 神奈川県武術太極拳連盟 8.710
総合太極拳ＡＢ 313 新保 美香 京都府武術太極拳連盟 8.710
総合太極拳ＡＢ 321 鈴木 貴子 千葉県武術太極拳連盟 8.700
総合太極拳ＡＢ 204 北村 真紀 長野県武術太極拳連盟 8.700
総合太極拳ＡＢ 188 川原 惠子 福岡県武術太極拳連盟 8.660
総合太極拳ＡＢ 605 政岡 ゆき 兵庫県武術太極拳連盟 8.660
総合太極拳ＡＢ 614 松村 朋子 群馬県武術太極拳連盟 8.660
総合太極拳ＡＢ 368 高山 恵子 石川県武術太極拳連盟 8.660
総合太極拳ＡＢ 149 小野 尚美 神奈川県武術太極拳連盟 8.660
総合太極拳ＡＢ 350 高嶋 ますみ 茨城県武術太極拳連盟 8.650
総合太極拳ＡＢ 588 星山 三智子 三重県武術太極拳連盟 8.650
総合太極拳ＡＢ 283 佐野 好美 静岡県武術太極拳連盟 8.650
総合太極拳ＡＢ 620 円岡 加奈子 福岡県武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳ＡＢ 711 吉田 ますみ 長野県武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳ＡＢ 238 後藤 瑞恵 新潟県武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳ＡＢ 83 宇治 美江子 兵庫県武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳ＡＢ 635 三原 彰子 山口県武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳ＡＢ 502 新田 元子 福島県武術太極拳連盟 8.610



総合太極拳ＡＢ 286 志賀 明美 京都府武術太極拳連盟 8.610
総合太極拳ＡＢ 290 篠﨑 あずみ 長崎県武術太極拳連盟 8.600
総合太極拳ＡＢ 138 奥村 奈々子 三重県武術太極拳連盟 8.600
総合太極拳ＡＢ 263 榮田 好江 岐阜県武術太極拳連盟 8.600
総合太極拳ＡＢ 214 工藤 明美 秋田県武術太極拳連盟 8.600
総合太極拳ＡＢ 599 本間 明美 新潟県武術太極拳連盟 8.560
総合太極拳ＡＢ 539 日髙 イツ子 鹿児島県武術太極拳連盟 8.560
総合太極拳ＡＢ 475 中村 恭子 岩手県武術太極拳連盟 8.560
総合太極拳ＡＢ 301 清水 利枝子 栃木県武術太極拳連盟 8.560
総合太極拳ＡＢ 328 駿河 里美 岡山県武術太極拳連盟 8.560
総合太極拳ＡＢ 48 石田 由紀子 青森県武術太極拳連盟 8.550
総合太極拳ＡＢ 557 福井 美幸 徳島県武術太極拳連盟 8.550
総合太極拳ＡＢ 152 加賀宮 佳子 群馬県武術太極拳連盟 8.530
総合太極拳ＡＢ 53 板井 由美子 愛知県武術太極拳連盟 8.530
総合太極拳ＡＢ 672 森安 小百合 鳥取県武術太極拳連盟 8.530
総合太極拳ＡＢ 273 佐藤 かほる 宮城県武術太極拳連盟 8.530
総合太極拳ＡＢ 135 荻野 みどり 静岡県武術太極拳連盟 8.530
総合太極拳ＡＢ 111 大田 裕子 滋賀県武術太極拳連盟 8.510
総合太極拳ＡＢ 84 牛木 潤子 福島県武術太極拳連盟 8.510
総合太極拳ＡＢ 418 坪井 尚子 岐阜県武術太極拳連盟 8.510
総合太極拳ＡＢ 129 岡田 勝子 広島県武術太極拳連盟 8.510
総合太極拳ＡＢ 528 原田 清美 鹿児島県武術太極拳連盟 8.500
総合太極拳ＡＢ 203 北島 月恵 福井県武術太極拳連盟 8.480
総合太極拳ＡＢ 362 高橋 麻美 岩手県武術太極拳連盟 8.460
総合太極拳ＡＢ 696 山中 則子 栃木県武術太極拳連盟 8.430
総合太極拳ＡＢ 414 中条 幸子 富山県武術太極拳連盟 8.430
総合太極拳ＡＢ 565 福庭 百合子 和歌山県武術太極拳連盟 8.280
総合太極拳ＡＢ 115 太田家 真弓 東京都武術太極拳連盟 0.000
総合太極拳ＡＢ 318 杉山 真喜 北海道武術太極拳連盟 0.000
総合太極拳ＡＢ 271 佐々木 和子 宮崎県武術太極拳連盟 0.000
総合太極拳ＡＢ 461 中田 洋子 千葉県武術太極拳連盟 0.000
総合太極拳ＡＢ 496 西谷 佳子 香川県武術太極拳連盟 0.000

[総合太極拳Ｃ] 男子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 総合太極拳Ｃ 476 羽部 哲朗 北海道武術太極拳連盟 9.150
２位 総合太極拳Ｃ 25 荒谷 友碩 千葉県武術太極拳連盟 8.910

総合太極拳Ｃ 92 大上 忠昭 東京都武術太極拳連盟 8.860
総合太極拳Ｃ 246 酒井 謙司 愛知県武術太極拳連盟 8.750
総合太極拳Ｃ 457 布 一馬 神奈川県武術太極拳連盟 8.730
総合太極拳Ｃ 124 岡田 竜太郎 福岡県武術太極拳連盟 8.600
総合太極拳Ｃ 363 田中 賢治 宮城県武術太極拳連盟 8.580
総合太極拳Ｃ 629 横田 拓也 千葉県武術太極拳連盟 8.530
総合太極拳Ｃ 201 葛島 達則 福岡県武術太極拳連盟 8.480
総合太極拳Ｃ 458 野崎 秀玄 神奈川県武術太極拳連盟 8.480
総合太極拳Ｃ 541 松尾 和政 茨城県武術太極拳連盟 8.460
総合太極拳Ｃ 424 中田 智浩 奈良県武術太極拳連盟 0.000



[総合太極拳Ｃ] 女子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 総合太極拳Ｃ 343 園田 春香 埼玉県武術太極拳連盟 9.150
２位 総合太極拳Ｃ 125 大山 このみ 鹿児島県武術太極拳連盟 9.080
３位 総合太極拳Ｃ 336 関澤 真理 岩手県武術太極拳連盟 9.030
４位 総合太極拳Ｃ 32 池口 侑花 兵庫県武術太極拳連盟 8.850

総合太極拳Ｃ 19 新井 由菜 群馬県武術太極拳連盟 8.830
総合太極拳Ｃ 264 坂上 加奈 神奈川県武術太極拳連盟 8.710
総合太極拳Ｃ 537 久志 和恵 愛知県武術太極拳連盟 8.700
総合太極拳Ｃ 141 尾島 芙美 群馬県武術太極拳連盟 8.650
総合太極拳Ｃ 500 新田 芳奈恵 福島県武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳Ｃ 127 岡崎 礼央 秋田県武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳Ｃ 307 庄司 亜由 大阪府武術太極拳連盟 8.630
総合太極拳Ｃ 641 宮原 真優子 鹿児島県武術太極拳連盟 8.610
総合太極拳Ｃ 112 太田 陽子 静岡県武術太極拳連盟 8.600
総合太極拳Ｃ 492 西川 久美子 東京都武術太極拳連盟 8.580
総合太極拳Ｃ 437 徳武 陽子 長野県武術太極拳連盟 8.580
総合太極拳Ｃ 661 森 ひなた 北海道武術太極拳連盟 8.550
総合太極拳Ｃ 154 加地 桃子 愛知県武術太極拳連盟 8.550
総合太極拳Ｃ 140 小澤 真由子 滋賀県武術太極拳連盟 8.550
総合太極拳Ｃ 160 加藤 慧菜 東京都武術太極拳連盟 8.530
総合太極拳Ｃ 491 新村 恵美 長野県武術太極拳連盟 8.510
総合太極拳Ｃ 633 南 裕賀子 兵庫県武術太極拳連盟 8.460
総合太極拳Ｃ 592 堀内 霞 神奈川県武術太極拳連盟 8.430


