
[伝統拳術Ｂ・決勝] 男子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 翻子拳 390 柘植 朗大 京都府武術太極拳連盟 8.830
２位 翻子拳 119 大矢 砂輔 京都府武術太極拳連盟 8.760

[伝統拳術Ｂ] 男子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 翻子拳 390 柘植 朗大 京都府武術太極拳連盟 8.800
決勝進出 翻子拳 119 大矢 砂輔 京都府武術太極拳連盟 8.660
３位 通臂拳 481 林 辰彦 福岡県武術太極拳連盟 8.650
４位 通背拳 79 内田 哲 神奈川県武術太極拳連盟 8.600

翻子拳 602 山上 覚司 鳥取県武術太極拳連盟 8.580
戳脚 579 村山 仁紀 東京都武術太極拳連盟 8.560
劈掛拳 86 榎本 正隆 千葉県武術太極拳連盟 8.560
翻子拳 114 大平 卓志 福岡県武術太極拳連盟 8.560
通背拳 111 大野 正和 兵庫県武術太極拳連盟 8.530
翻子拳 429 中野 未央 静岡県武術太極拳連盟 8.510
劈掛拳 641 吉村 兼吾 千葉県武術太極拳連盟 8.500
通背拳 269 佐野 周作 静岡県武術太極拳連盟 8.500
戳脚 437 中村 毅 東京都武術太極拳連盟 8.480
通臂拳 209 倉田 晃一 広島県武術太極拳連盟 8.450
通背拳 33 飯野 泰夫 兵庫県武術太極拳連盟 8.410
翻子拳 138 長田 雅紀 静岡県武術太極拳連盟 8.400
通背拳 4 浅井 息吹 静岡県武術太極拳連盟 8.360
通背拳 144 落合 健夫 東京都武術太極拳連盟 0.000
通背拳 571 向 健司 兵庫県武術太極拳連盟 0.000
劈掛拳 626 楊 崇 東京都武術太極拳連盟 0.000
翻子拳 618 山下 寿徳 静岡県武術太極拳連盟 0.000
翻子拳 463 野原 弘行 沖縄県武術太極拳連盟 0.000

[伝統拳術Ｂ・決勝] 女子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 翻子拳 2 青木 亮子 滋賀県武術太極拳連盟 8.780
２位 翻子拳 480 中村 容子 兵庫県武術太極拳連盟 8.700

[伝統拳術Ｂ] 女子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
決勝進出 翻子拳 2 青木 亮子 滋賀県武術太極拳連盟 8.760
決勝進出 翻子拳 480 中村 容子 兵庫県武術太極拳連盟 8.560
３位 翻子拳 70 井花 ようこ 埼玉県武術太極拳連盟 8.550

翻子拳 594 堀口 冬香 埼玉県武術太極拳連盟 8.400
翻子拳 471 中原 慧美 福岡県武術太極拳連盟 8.360
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劈掛拳 656 最住 摂子 東京都武術太極拳連盟 8.350
通背拳 700 楊 英美 東京都武術太極拳連盟 8.350
翻子拳 359 高橋 治子 神奈川県武術太極拳連盟 8.310
劈掛拳 455 中澤 麻美 静岡県武術太極拳連盟 8.300
翻子拳 304 下田 恵美子 埼玉県武術太極拳連盟 8.300
翻子拳 225 栗原 和代 埼玉県武術太極拳連盟 8.250
戳脚 319 杉山 幹乃 静岡県武術太極拳連盟 8.200
通背拳 196 岸 未央 埼玉県武術太極拳連盟 0.000
翻子拳 648 向 敬子 兵庫県武術太極拳連盟 0.000
翻子拳 687 山下 美帆 静岡県武術太極拳連盟 0.000


