
[ジュニア太極拳２] 男子

成績順 種    目 背番号   所　　　　　 属　 得 点
１位 ジュニア太極拳２ 549 松村 和真 山口県武術太極拳連盟 8.830

ジュニア太極拳２ 88 蝦名 冬馬 北海道武術太極拳連盟 8.730
ジュニア太極拳２ 612 山崎 貴彦 長野県武術太極拳連盟 8.660
ジュニア太極拳２ 182 菊地 創士 青森県武術太極拳連盟 8.650
ジュニア太極拳２ 100 大竹 史晃 東京都武術太極拳連盟 8.550
ジュニア太極拳２ 12 阿部 和綺 栃木県武術太極拳連盟 8.480
ジュニア太極拳２ 601 矢野 将之 神奈川県武術太極拳連盟 8.460
ジュニア太極拳２ 364 田中 翔太 岩手県武術太極拳連盟 8.460
ジュニア太極拳２ 389 月尾 健 東京都武術太極拳連盟 8.360

[ジュニア太極拳２] 女子

成績順 種    目 背番号   所　　　　　 属　 得 点
１位 ジュニア太極拳２ 534 樋口 郁乃 岩手県武術太極拳連盟 8.830
２位 ジュニア太極拳２ 257 斉藤 萌 埼玉県武術太極拳連盟 8.750

ジュニア太極拳２ 3 青栁 真帆 栃木県武術太極拳連盟 8.730
ジュニア太極拳２ 259 齋藤 優芽 岩手県武術太極拳連盟 8.700
ジュニア太極拳２ 315 菅原 麻衣香 神奈川県武術太極拳連盟 8.660
ジュニア太極拳２ 171 加茂 静香 宮城県武術太極拳連盟 8.660
ジュニア太極拳２ 567 藤井 春菜 岡山県武術太極拳連盟 8.650
ジュニア太極拳２ 99 江部 由里香 新潟県武術太極拳連盟 8.630
ジュニア太極拳２ 119 大塚 彩未 福島県武術太極拳連盟 8.580
ジュニア太極拳２ 88 宇田川 稚菜 宮城県武術太極拳連盟 8.550
ジュニア太極拳２ 25 安藤 万由 栃木県武術太極拳連盟 8.550
ジュニア太極拳２ 476 中村 琴音 神奈川県武術太極拳連盟 0.000
ジュニア太極拳２ 660 森 ひかる 北海道武術太極拳連盟 0.000

[ジュニア太極拳１] 男子

成績順 種    目 背番号   所　　　　　 属　 得 点
１位 ジュニア太極拳１ 614 山崎 誠彦 長野県武術太極拳連盟 8.800
２位 ジュニア太極拳１ 297 白川 悠 東京都武術太極拳連盟 8.730
３位 ジュニア太極拳１ 96 大崎 翔太 埼玉県武術太極拳連盟 8.650

ジュニア太極拳１ 639 吉永 黄河 福岡県武術太極拳連盟 8.650
ジュニア太極拳１ 562 宮尾 宙尚 新潟県武術太極拳連盟 8.630
ジュニア太極拳１ 101 大竹 雅大 東京都武術太極拳連盟 8.600
ジュニア太極拳１ 603 山口 和起 新潟県武術太極拳連盟 8.510
ジュニア太極拳１ 328 代島 知見 千葉県武術太極拳連盟 8.500
ジュニア太極拳１ 191 木下 一平 鳥取県武術太極拳連盟 8.480
ジュニア太極拳１ 210 倉田 速音 個人 8.480
ジュニア太極拳１ 288 下田 駿樹 埼玉県武術太極拳連盟 8.480
ジュニア太極拳１ 608 山口 大智 新潟県武術太極拳連盟 8.460
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ジュニア太極拳１ 370 田辺 琳太郎 埼玉県武術太極拳連盟 8.450
ジュニア太極拳１ 544 松下 未潮 東京都武術太極拳連盟 8.410
ジュニア太極拳１ 482 林 真史 東京都武術太極拳連盟 8.400
ジュニア太極拳１ 149 小山田 亜弘 東京都武術太極拳連盟 8.350

[ジュニア太極拳１] 女子

成績順 種    目 背番号   所　　　　　 属　 得 点
１位 ジュニア太極拳１ 107 大田 恵美 東京都武術太極拳連盟 8.800
２位 ジュニア太極拳１ 337 関本 早織 北海道武術太極拳連盟 8.750
３位 ジュニア太極拳１ 549 平田 優花 埼玉県武術太極拳連盟 8.700
４位 ジュニア太極拳１ 305 城ヶ﨑 美優 鹿児島県武術太極拳連盟 8.650

ジュニア太極拳１ 30 池内 佳奈 埼玉県武術太極拳連盟 8.610
ジュニア太極拳１ 531 春名 このみ 岡山県武術太極拳連盟 8.610
ジュニア太極拳１ 230 毛塚 来美 栃木県武術太極拳連盟 8.610
ジュニア太極拳１ 323 鈴木 菜央 栃木県武術太極拳連盟 8.560
ジュニア太極拳１ 582 古市 瑞穂 東京都武術太極拳連盟 8.560
ジュニア太極拳１ 143 小田桐 咲 青森県武術太極拳連盟 8.550
ジュニア太極拳１ 20 荒川 イヨ 東京都武術太極拳連盟 8.530
ジュニア太極拳１ 366 髙橋 璃子 岩手県武術太極拳連盟 8.530
ジュニア太極拳１ 270 櫻井 沙羅 宮城県武術太極拳連盟 8.530
ジュニア太極拳１ 688 山田 礼音 宮城県武術太極拳連盟 8.510
ジュニア太極拳１ 442 飛永 祐紀子 神奈川県武術太極拳連盟 8.500
ジュニア太極拳１ 165 金山 祐子 大分県武術太極拳連盟 8.500
ジュニア太極拳１ 151 小山田 チアリ 東京都武術太極拳連盟 8.430
ジュニア太極拳１ 631 水無瀬 和泉 埼玉県武術太極拳連盟 8.400
ジュニア太極拳１ 632 水無瀬 咲希 埼玉県武術太極拳連盟 8.400
ジュニア太極拳１ 533 稗田 智美 東京都武術太極拳連盟 8.330
ジュニア太極拳１ 195 岸 真優 大阪府武術太極拳連盟 8.300
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