
第29回全日本武術太極拳選手権大会

入 賞 者 成 績 一 覧
規定競技部門

	順位	 氏　　名	 所　　　属	 得点
●総合太極拳ＡＢ　男子
	１	 家門　俊平	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.21
	２	 中沢　　潤	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 9.13
	３	 竹内　健二	 （東京都武術太極拳連盟）	 9.01
	４	 野田　康太	 （静岡県武術太極拳連盟）	 9.00
	５	 中山　智由	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.91
	６	 増永　法義	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.83
	７	 立花　隆輝	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.76
●総合太極拳ＡＢ　女子
	１	 清水　理佐	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 9.25
	２	 中井　　薫	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.16
	３	 中村　春香	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 9.08
	４	 浅井由香里	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.03
	５	 谷　保順子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.98
	６	 井上　康惠	 （京都府武術太極拳連盟）	 8.93
	７	 中村真理子	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.88
	８	 唐沢　和美	 （愛知県武術太極拳連盟）	 8.88
●総合太極拳Ｃ　男子
	１	 羽部　哲朗	 （北海道武術太極拳連盟）	 9.00
●総合太極拳Ｃ　女子
	１	 大山このみ	 （鹿児島県武術太極拳連盟）	 9.05
	２	 池口　侑花	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.95
	３	 菊永　有紗	 （鹿児島県武術太極拳連盟）	 8.90
	４	 新井　由菜	 （群馬県武術太極拳連盟）	 8.83
	５	 伊藤　悠希	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.78
●２４式太極拳Ａ　男子
	１	 助川　敏一	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.96
	２	 西本　文男	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.91
	３	 真下　　進	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.81
	４	 中城　　明	 （千葉県武術太極拳連盟）	 8.80
	５	 山田　文義	 （群馬県武術太極拳連盟）	 8.75
	６	 坂口　正一	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.75
●２４式太極拳Ａ　女子
	１	 齋藤　弘子	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 9.01
	２	 吉田　分子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.90
	３	 永井美彌子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.88
	４	 小田井典子	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.85
	５	 西脇　雅子	 （三重県武術太極拳連盟）	 8.76
	６	 中村夫美子	 （千葉県武術太極拳連盟）	 8.70

	７	 黒川ちづ子	 （愛知県武術太極拳連盟）	 8.70
●２４式太極拳Ｂ　男子
	１	 大見川匡人	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 9.00
	２	 風間　敏之	 （新潟県武術太極拳連盟）	 8.91
	３	 松本　　修	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.91
	４	 田村　敏博	 （石川県武術太極拳連盟）	 8.86
	５	 石渡　康郎	 （千葉県武術太極拳連盟）	 8.80
	６	 行田　　亮	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.75
●２４式太極拳Ｂ　女子
	１	 夏原　淑江	 （滋賀県武術太極拳連盟）	 9.13
	２	 平出真理子	 （京都府武術太極拳連盟）	 9.06
	３	 阿南　七重	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 9.01
	４	 山田　泰子	 （岩手県武術太極拳連盟）	 8.95
	５	 長田　順子	 （山梨県武術太極拳連盟）	 8.85
	６	 久保　知子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.78
	７	 鹿丸　眞弓	 （山口県武術太極拳連盟）	 8.73
●２４式太極拳Ｃ　男子
	１	 阿部　祐介	 （東京都武術太極拳連盟）	 9.01
	２	 出水　　明	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.90
	３	 松村　和真	 （山口県武術太極拳連盟）	 8.80
	４	 酒井　大輔	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.70
	５	 小林　辰朗	 （岡山県武術太極拳連盟）	 8.65
●２４式太極拳Ｃ　女子
	１	 吉川　恵美	 （愛知県武術太極拳連盟）	 9.00
	２	 式部　弘子	 （京都府武術太極拳連盟）	 8.96
	３	 遠山　良子	 （岩手県武術太極拳連盟）	 8.88
	４	 御崎久爾子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.80
	５	 大田　恵美	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.80
	６	 渡辺　恭子	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.73
●ジュニア太極拳２　男子
	１	 山崎　貴彦	 （長野県武術太極拳連盟）	 8.71
●ジュニア太極拳２　女子
	１	 藤井　春菜	 （岡山県武術太極拳連盟）	 8.80
	２	 平田　優花	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.73
●ジュニア太極拳１　男子
	１	 大竹　雅大	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.65
	２	 堀内　愛斗	 （千葉県武術太極拳連盟）	 8.61
	３	 鎌田慎ノ介	 （北海道武術太極拳連盟）	 8.55
	４	 三船　　陸	 （福岡県武術太極拳連盟）	 8.53
●ジュニア太極拳１　女子
	１	 古川　萌華	 （岩手県武術太極拳連盟）	 8.78
	２	 花野　宏美	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.73



	３	 春名このみ	 （岡山県武術太極拳連盟）	 8.68
	４	 池内　佳奈	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.65
	５	 毛塚　来美	 （栃木県武術太極拳連盟）	 8.65
	６	 栃内　清花	 （岩手県武術太極拳連盟）	 8.65
●長拳Ａ　男子
	１	 奥谷　伶央	 （愛知県武術太極拳連盟）	 8.78
	２	 幸野　智也	 （静岡県武術太極拳連盟）	 8.66
	３	 尾野　透雅	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.65
	４	 梅澤　寿明	 （青森県武術太極拳連盟）	 8.61
	５	 今井　真秀	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.55
	６	 鎌田健太郎	 （北海道武術太極拳連盟）	 8.53
●長拳Ａ　女子
	１	 本多　彩夏	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.96
	２	 高橋　知紗	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.88
	３	 清宮　綾音	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.73
	４	 井花　寧音	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.63
	５	 中村　柊香	 （愛知県武術太極拳連盟）	 8.53
	６	 瀬戸口瑞季	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.40
●剣術Ａ　男子
	１	 永原　智聡	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.61
●剣術Ａ　女子
	１	 本多　彩夏	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.83
	２	 高橋　知紗	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.75
	３	 森　　遥香	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.71
	４	 岩田まあり	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.68
	５	 中村　　楓	 （愛知県武術太極拳連盟）	 8.61
	５	 瀬戸口瑞季	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.61
●刀術Ａ　男子
	１	 奥谷　伶央	 （愛知県武術太極拳連盟）	 8.71
	２	 幸　　健人	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.65
	３	 今井　真秀	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.60
●刀術Ａ　女子
	１	 井花　寧音	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.41
●槍術Ａ　男子
	１	 永原　智聡	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.58
●槍術Ａ　女子
	１	 高橋　知紗	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.85
	２	 本多　彩夏	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.76
●棍術Ａ　男子
	１	 塚本　右京	 （日本学生武術太極拳連盟・愛知大学）	 8.76
	２	 小原　　渉	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.56
	３	 齋藤　嘉鳳	 （静岡県武術太極拳連盟）	 8.51
	４	 梅澤　寿明	 （青森県武術太極拳連盟）	 8.50
	５	 今井　真秀	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.50
●棍術Ａ　女子
	１	 小田桐　咲	 （青森県武術太極拳連盟）	 8.45

●南拳　男子
	１	 中島光太郎	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.45
	２	 金村　孝太	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.43
●南拳　女子
	１	 長塚　深結	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.75
●南刀　男子
	１	 庄司　全志	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.65
	２	 金村　孝太	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.53
●南刀　女子
	１	 長塚　深結	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.83
●南棍　男子
	１	 金村　孝太	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.41
●南棍　女子
	１	 長塚　深結	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.50

自選競技部門
	順位	（種目）	 氏　　名	 所　　　属	 得点
●太極剣・刀　男子
	１	 42式剣	 佐藤　克己	（滋賀県武術太極拳連盟）	 9.18
	２	 陳式剣	 小島　信博	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 9.10
	３	 42式剣	 森　　豊貴	（北海道武術太極拳連盟）	 8.95
	４	 42式剣	 綿谷　昌明	（山口県武術太極拳連盟）	 8.90
	５	 太極剣	 吉岡　邦裕	（栃木県武術太極拳連盟）	 8.86
	６	 42式剣	 櫛野　敏晴	（福岡県武術太極拳連盟）	 8.81
	７	 呉式剣	 森本　昭吾	（鳥取県武術太極拳連盟）	 8.75
	８	 陳式刀	 横井　博徳	（愛知県武術太極拳連盟）	 8.73
●太極剣・刀　女子
	１	 42式剣	 吉永麻里子	（埼玉県武術太極拳連盟）	 9.20
	２	 42式剣	 荒木　奈美	（大阪府武術太極拳連盟）	 9.08
	３	 42式剣	 家門　由美	（大阪府武術太極拳連盟）	 9.01
	４	 太極剣	 飯田　順子	（京都府武術太極拳連盟）	 8.95
	５	 呉式剣	 堀本　和子	（兵庫県武術太極拳連盟）	 8.91
	６	 42式剣	 帖佐　幸子	（長崎県武術太極拳連盟）	 8.90
	７	 42式剣	 那須　順子	（東京都武術太極拳連盟）	 8.81
	８	 呉式剣	 陶山志津子	（東京都武術太極拳連盟）	 8.80
●４８・８８式太極拳　男子
	１	 48式	 中村　眞二	（東京都武術太極拳連盟）	 8.95
	２	 48式	 大塚　丈史	（千葉県武術太極拳連盟）	 8.90
	３	 48式	 栗林　和寛	（千葉県武術太極拳連盟）	 8.86
	４	 88式	 樫平竜一郎	（長野県武術太極拳連盟）	 8.76
	５	 48式	 前川　勝利	（静岡県武術太極拳連盟）	 8.76
	６	 48式	 鈴木　明人	（東京都武術太極拳連盟）	 8.75
●４８・８８式太極拳　女子
	１	 88式	 堀　　明美	（東京都武術太極拳連盟）	 8.98
	２	 48式	 福島まつゑ	（大阪府武術太極拳連盟）	 8.95
	３	 48式	 椿本　浩子	（大阪府武術太極拳連盟）	 8.86
	４	 48式	 近　　任栄	（埼玉県武術太極拳連盟）	 8.83



	５	 48式	 内堀奈保美	（東京都武術太極拳連盟）	 8.76
	６	 88式	 菅原　典子	（岩手県武術太極拳連盟）	 8.75
	７	 48式	 堀内　弥生	（広島県武術太極拳連盟）	 8.73
●楊式太極拳　男子
	１	 松野　良治	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.06
	２	 奈良　英治	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.95
	３	 荒井　伸次	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.91
	４	 立石　朝輝	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.85
	５	 佐倉　康彦	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.76
	６	 小池　義則	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.73
	７	 谷口　敏昭	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 8.71
●楊式太極拳　女子
	１	 志田　典子	 （兵庫県武術太極拳連盟）	 9.16
	２	 平田　京子	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 9.08
	３	 棚橋真由美	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.00
	４	 島田明日美	 （北海道武術太極拳連盟）	 8.91
	５	 佐藤　節子	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.83
	６	 山田　照代	 （群馬県武術太極拳連盟）	 8.83
	７	 奈良橋俊子	 （群馬県武術太極拳連盟）	 8.80
	８	 福島　純子	 （岩手県武術太極拳連盟）	 8.80
●陳式太極拳　男子
	１	 沢　　公晶	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.20
	２	 藤田　信宏	 （宮城県武術太極拳連盟）	 9.15
	３	 修　　振杰	 （茨城県武術太極拳連盟）	 9.05
	４	 田中　	　勉	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 9.00
	５	 喜多　茂博	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.95
	６	 中村　伸貴	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.91
●陳式太極拳　女子
	１	 陸　　　瑶	 （東京都武術太極拳連盟）	 9.21
	２	 八木原由希子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.13
	３	 菊池光友希	 （大阪府武術太極拳連盟）	 9.03
	４	 永井三千代	 （奈良県武術太極拳連盟）	 8.88
	５	 渡部　快枝	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.86
	６	 川崎　敏子	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.80
●呉式太極拳　男子
	１	 中野　賢一	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.96
	２	 米本　　米	 （奈良県武術太極拳連盟）	 8.90
	３	 瀧澤　克夫	 （長野県武術太極拳連盟）	 8.81
	４	 仲田　智明	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.75
●呉式太極拳　女子
	１	 田村　千鶴	 （群馬県武術太極拳連盟）	 8.96
	２	 竹林せい子	 （北海道武術太極拳連盟）	 8.93
	３	 中川　昌子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.85
	４	 平井　聖代	 （福岡県武術太極拳連盟）	 8.75
	５	 渡邉　典子	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.73
	６	 吉田　朋子	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.71

●孫式太極拳　男子
	１	 髙野　克人	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.98
	２	 伊藤　利晶	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.86
	３	 中村　洋一	 （福岡県武術太極拳連盟）	 8.83
	４	 佐藤　順一	 （千葉県武術太極拳連盟）	 8.76
●孫式太極拳　女子
	１	 柏戸　禮子	 （栃木県武術太極拳連盟）	 8.91
	２	 川田まゆ子	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.85
	３	 中山　和子	 （大阪府武術太極拳連盟）	 8.78
	４	 持田　廣子	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 8.68
	５	 武田　幸子	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.66
	６	 松家　糸真	 （東京都武術太極拳連盟）	 8.65

伝統競技部門
	順位	種目	 氏　　名	 所　　　属	 得点
●伝統拳術Ａ　男子
	１	 形意拳	 下川　和久	（東京都武術太極拳連盟）	 8.91
	２	 八極拳	 中川二三生	（東京都武術太極拳連盟）	 8.81
	３	 形意拳	 中尾　崇聡	（東京都武術太極拳連盟）	 8.75
	４	 八極拳	 内田　浩輔	（東京都武術太極拳連盟）	 8.65
	５	 八極拳	 宗岡　裕介	（愛知県武術太極拳連盟）	 8.63
	６	 山　西形意拳	 楊　　　崇	（東京都武術太極拳連盟）	 8.60
	７	 心　意六合拳	 田畑　泰里	（京都府武術太極拳連盟）	 8.58
●伝統拳術Ａ　女子
	１	 八卦掌	 中村　和子	（愛知県武術太極拳連盟）	 8.81
	２	 八卦掌	 弘澤　成美	（東京都武術太極拳連盟）	 8.76
	３	 形意拳	 川窪　裕子	（静岡県武術太極拳連盟）	 8.61
	４	 八卦掌	 大池　美保	（東京都武術太極拳連盟）	 8.58
	５	 形意拳	 小笠原加弥子	（東京都武術太極拳連盟）	 8.55
	６	 形意拳	 鎌田　典子	（東京都武術太極拳連盟）	 8.53
●伝統拳術Ｂ　男子
	１	 翻子拳	 大矢　砂輔	（京都府武術太極拳連盟）	 8.71
	２	 通背拳	 青木　則幸	（滋賀県武術太極拳連盟）	 8.68
	３	 通背拳	 佐野　周作	（静岡県武術太極拳連盟）	 8.61
●伝統拳術Ｂ　女子
	１	 翻子拳	 三宅　秘子	（東京都武術太極拳連盟）	 8.53
●伝統拳術Ｃ　男子
	１	 酔猴拳	 西川　武志	（静岡県武術太極拳連盟）	 8.81
	２	 総　合蟷螂拳	 大西　昌史	（東京都武術太極拳連盟）	 8.71
	３	 三　路飛　脚	 石垣　正樹	（東京都武術太極拳連盟）	 8.63
	４	 蟷螂拳	 松田　　侑	（福岡県武術太極拳連盟）	 8.61
	５	 酔　拳	 加藤　大地	（東京都武術太極拳連盟）	 8.60
	６	 査　拳	 中田　鉄平	（千葉県武術太極拳連盟）	 8.58
	７	 虎　拳	 川田　光太	（栃木県武術太極拳連盟）	 8.58
	８	 酔　拳	 平沢　　一	（北海道武術太極拳連盟）	 8.58
●伝統拳術Ｃ　女子
	１	 四　路査　拳	 金澤日菜子	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.73



	２	 鷹爪拳	 東内　　悠	（兵庫県武術太極拳連盟）	 8.66
	３	 査　拳	 宍倉　玲亜	（千葉県武術太極拳連盟）	 8.50
	４	 三　路砲　拳	 近藤　凛奈	（滋賀県武術太極拳連盟）	 8.41
	５	 鷹爪拳	 江藤　瑞姫	（福岡県武術太極拳連盟）	 8.41
●伝統器械　男子
	１	 月牙鏟	 吉田　武史	（京都府武術太極拳連盟）	 8.80
	２	 九節鞭	 曽根　啓彰	（栃木県武術太極拳連盟）	 8.58
	３	 八卦子午鴛鴦鉞 	 前田慶一郎	（鳥取県武術太極拳連盟）	 8.65
	４	 双　刀	 中澤慶太郎	（静岡県武術太極拳連盟）	 8.63
	５	 春　秋大　刀	 渡辺　千明	（大阪府武術太極拳連盟）	 8.60
	６	 苗　刀	 城内　裕志	 （日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学）	 8.55
●伝統器械　女子
	１	 長穂剣	 宮本　佳苗	（大阪府武術太極拳連盟）	 8.68
	２	 双　剣	 武田　理美	（東京都武術太極拳連盟）	 8.65
	３	 陳式扇	 ヘイガン美佐恵	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 8.45
	４	 武当剣	 神原　有美	（茨城県武術太極拳連盟）	 8.41
	５	 査　槍	 安藤ののか	（滋賀県武術太極拳連盟）	 8.41

	６	 提袍剣	 大江こころ	（滋賀県武術太極拳連盟）	 8.38	

団体競技部門
●対練
	１	 三　人対　打	 岩本　淳也他２名	（静岡県武術太極拳連盟）	 8.86
	２	 双　刀対双槍	 中井上総介他２名	（大阪府武術太極拳連盟）	 8.80
	３	 双　刀双　槍	 大崎　翔太他２名	（埼玉県武術太極拳連盟）	 8.75
●集団
	１	 太極拳	 奈良　英治他５名	（神奈川県武術太極拳連盟）	 9.20
	２	 太　極功夫扇	 陳　　作榮他８名	（山口県武術太極拳連盟）	 9.15
	３	 太極拳	 長塚　裕美他７名	（埼玉県武術太極拳連盟）	 9.01
	４	 太極拳	 大山このみ他４名	（鹿児島県武術太極拳連盟）	8.93
	５	 太極拳	 大塚　恵子他７名	（大阪府武術太極拳連盟）	 8.88
●太極拳推手規定
	１	 加藤雅代・田中　勉	（神奈川県武術太極拳連盟）	 9.00
	２	 中井　薫・中川昌子	（大阪府武術太極拳連盟）	 8.90
	３	 佐々木晴美・津田洋子	（京都府武術太極拳連盟）	 8.80

規定難度競技部門
	順位	 　氏　　名	 所　　　属	 Ａ組審判	 Ｂ組審判	 Ｃ組審判	 審判長評価	 最終得点
●太極拳　男子
	 1	 蝦名　冬馬	 （北海道武術太極拳連盟）	 5.0	 2.06	 0.90	 	 7.96
●太極拳　女子
	 1	 齋藤　志保	 （岩手県武術太極拳連盟）	 5.0	 2.30	 0.90	 	 8.20
	 2	 薄井　花音	 （栃木県武術太極拳連盟）	 5.0	 2.19	 0.90	 	 8.09
●南拳　男子
	 1	 雑賀ヒカル	 （千葉県武術太極拳連盟）	 4.9	 2.20	 1.00	 	 8.10
●南拳　女子
	 1	 山本　千夏	 （千葉県武術太極拳連盟）	 4.4	 1.75	 0.80	 	 6.95
●長拳　男子
	 1	 中井上総介	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.8	 2.47	 1.55	 	 8.82
	 2	 瑤寺　　裕	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 4.9	 2.39	 1.45	 	 8.74
●長拳　女子
	 1	 池内　理紗	 （埼玉県武術太極拳連盟）	 4.8	 2.29	 1.55	 	 8.64
	 2	 室井　菜花	 （栃木県武術太極拳連盟）	 4.8	 2.28	 1.55	 	 8.63

自選難度競技部門（出場者全員）
	順位	 　氏　　名	 所　　　属	 Ａ組審判	 Ｂ組審判	 Ｃ組審判	 審判長評価	 最終得点
●太極拳　男子
	 1	 関屋　賢大	 （大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.61	 2.00	 	 9.61
	 2	 脇田　圭佑	 （栃木県武術太極拳連盟）	 4.9	 2.42	 2.00	 	 9.32
	 3	 村上　　僚	 （北海道武術太極拳連盟）	 4.8	 2.44	 1.55	 	 8.79
	 4	 吉田慎之佑	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.2	 2.43	 1.75	 	 8.38
	 5	 山崎　　航	 （北海道武術太極拳連盟）	 4.7	 2.29	 1.25	 	 8.24
	 6	 網浦　奏論	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.3	 2.06	 1.75	 	 8.11



	 7	 藤沢　　佑	 （秋田県武術太極拳連盟）	 4.4	 2.40	 1.15	 	 7.95
●太極拳　女子
	 1	 宮岡　　愛	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 5.0	 2.70	 2.00	 	 9.70
	 2	 佐藤　直子	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 5.0	 2.65	 2.00	 	 9.65
	 3	 大塚　美鈴	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.5	 2.48	 1.90	 	 8.88
	 4	 土井　未来	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 4.8	 2.34	 1.35	 	 8.49
	 5	 脇村　洸梨	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.8	 2.29	 1.05	 	 8.14
	 6	 桐山　夏帆	 （静岡県武術太極拳連盟）	 4.5	 2.12	 1.20	 	 7.82
●太極剣　男子
	 1	 関屋　賢大	 （大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.61	 2.00	 	 9.61
	 2	 吉田慎之佑	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.9	 2.44	 2.00	 	 9.34
	 3	 藤沢　　佑	 （秋田県武術太極拳連盟）	 4.6	 2.43	 1.55	 	 8.58
●太極剣　女子
	 1	 宮岡　　愛	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 5.0	 2.70	 2.00	 	 9.70
	 2	 佐藤　直子	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 5.0	 2.65	 2.00	 	 9.65
	 3	 大塚　美鈴	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.8	 2.44	 2.00	 	 9.24
●南拳　男子
	 1	 中田　光紀	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.9	 2.65	 2.00	 	 9.55
	 2	 川口　昂大	 （大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.51	 2.00	 	 9.51
	 3	 大畑　昌平	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.8	 2.30	 1.50	 	 8.60
	 4	 小川　拓也	 （神奈川県武術太極拳連盟）	 4.6	 2.18	 1.10	 	 7.88
●南拳　女子
	 1	 阪　みさき	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.9	 2.39	 1.40	 	 8.69
	 2	 小島恵梨香	 （滋賀県武術太極拳連盟）	 4.9	 2.37	 1.30	 −0.20	 8.37
●南刀　男子
	 1	 中田　光紀	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.9	 2.60	 2.00	 	 9.50
	 2	 川口　昂大	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.8	 2.46	 1.60	 	 8.86
●南刀　女子
	 1	 阪　みさき	 （大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.34	 1.40	 	 8.74
●南棍　男子
	 1	 川口　昂大	 （大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.41	 1.90	 	 9.31
	 2	 中田　光紀	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.9	 2.62	 1.55	 	 9.07
●長拳　男子
	 1	 市来崎大祐	 （東京都武術太極拳連盟）	 5.0	 2.65	 2.00	 	 9.65
	 2	 岸　　啓介	 （大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.63	 2.00	 	 9.63
	 3	 岸　　涼介	 （大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.57	 2.00	 	 9.57
	 4	 下村　有輝	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.9	 2.62	 2.00	 	 9.52
	 5	 大川　智矢	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.9	 2.50	 2.00	 	 9.40
	 6	 下起　悦郎	 （愛知県武術太極拳連盟）	 4.9	 2.45	 2.00	 	 9.35
	 7	 木村　英樹	 （愛知県武術太極拳連盟）	 5.0	 2.30	 2.00	 	 9.30
	 8	 久留嶋峻一	 （広島県武術太極拳連盟）	 4.7	 2.47	 2.00	 	 9.17
	 9	 藤永　和樹	 （大阪府武術太極拳連盟）	 4.7	 2.49	 1.90	 	 9.09
	 10	 二宮　由一	 （東京都武術太極拳連盟）	 4.8	 2.27	 1.45	 	 8.52
	 11	 勝部　竜海	 （島根県武術太極拳連盟）	 5.0	 1.96	 1.45	 	 8.41
	 12	 桐山　賢龍	 （静岡県武術太極拳連盟）	 4.4	 2.23	 1.70	 	 8.33
	 13	 吉村　勇喜	 （栃木県武術太極拳連盟）	 4.5	 2.25	 1.45	 	 8.20
	 14	 山本　大悟	 （北海道武術太極拳連盟）	 4.4	 1.92	 1.65	 	 7.97



●長拳　女子
	 1	 山口　啓子	 （東京都武術太極拳連盟）	 5.0	 2.44	 1.95	 	 9.39
	 2	 柏熊　結姫	 （東京都武術太極拳連盟）	 5.0	 2.20	 1.95	 	 9.15
●長拳短器械　男子
	 1	（刀術）岸　　啓介	（大阪府武術太極拳連盟）	 4.9	 2.60	 2.00	 	 9.50
	 2	（刀術）大川　智矢	（東京都武術太極拳連盟）	 5.0	 2.48	 2.00	 	 9.48
	 3	（刀術）下村　有輝	（大阪府武術太極拳連盟）	 4.8	 2.61	 2.00	 	 9.41
	 4	（剣術）下起　悦郎	（愛知県武術太極拳連盟）	 4.9	 2.50	 2.00	 	 9.40
	 5	（刀術）岸　　涼介	（大阪府武術太極拳連盟）	 4.8	 2.54	 2.00	 	 9.34
	 6	（刀術）藤永　和樹	（大阪府武術太極拳連盟）	 4.8	 2.51	 2.00	 	 9.31
	 7	（剣術）久留嶋峻一	（広島県武術太極拳連盟）	 4.5	 2.40	 1.90	 	 8.80
	 8	（刀術）吉村　勇喜	（栃木県武術太極拳連盟）	 4.6	 2.29	 1.80	 	 8.69
	 9	（刀術）二宮　由一	（東京都武術太極拳連盟）	 4.6	 2.20	 1.55	 	 8.35
	 10	（刀術）桐山　賢龍	（静岡県武術太極拳連盟）	 4.5	 2.16	 1.50	 	 8.16
●長拳短器械　女子
	 1	（剣術）柏熊　結姫	（東京都武術太極拳連盟）	 4.8	 2.19	 1.95	 	 8.94
	 2	（剣術）山口　啓子	（東京都武術太極拳連盟）	 4.5	 2.40	 1.65	 	 8.55
●長拳長器械　男子
	 1	（棍術）岸　　啓介	（大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.61	 2.00	 	 9.61
	 2	（棍術）下村　有輝	（大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.60	 2.00	 	 9.60
	 3	（棍術）岸　　涼介	（大阪府武術太極拳連盟）	 5.0	 2.51	 2.00	 	 9.51
	 4	（槍術）久留嶋峻一	（広島県武術太極拳連盟）	 4.9	 2.47	 2.00	 	 9.37
	 5	（棍術）藤永　和樹	（大阪府武術太極拳連盟）	 4.7	 2.44	 1.90	 	 9.04
	 6	（棍術）大川　智矢	（東京都武術太極拳連盟）	 4.7	 2.46	 1.85	 	 9.01
	 7	（槍術）下起　悦郎	（愛知県武術太極拳連盟）	 4.5	 2.43	 1.80	 	 8.73
●長拳長器械　女子
	 1	（槍術）山口　啓子	（東京都武術太極拳連盟）	 5.0	 2.37	 1.95	 	 9.32
	 2	（槍術）柏熊　結姫	（東京都武術太極拳連盟）	 4.8	 1.94	 1.95	 	 8.69


