
[対練]

成績順 種    目 人 数 代 表 者 氏 名   所　　　　　 属　 得 点
１位 三人対打 3名 岩本 淳也 静岡県武術太極拳連盟 8.750
２位 盾牌刀対三節棍・棍 3名 小川 拓也 神奈川県武術太極拳連盟 8.480
３位 八極拳対打 2名 高木 絵里子 大阪府武術太極拳連盟 8.460
４位 単刀対槍 2名 新井 善行 栃木県武術太極拳連盟 8.430

太極拳対練 2名 木村 洋子 神奈川県武術太極拳連盟 8.430
対刺剣 2名 三島 海斗 千葉県武術太極拳連盟 8.430

八極拳対打 2名 藤淵 一夫 大阪府武術太極拳連盟 8.410
双鈎対双鉞 2名 陸 瑶 東京都武術太極拳連盟 8.410
太極拳対練 2名 竹村 裕子 千葉県武術太極拳連盟 8.400

対手拳 2名 谷門 進士 静岡県武術太極拳連盟 8.400
梢子棍対槍 2名 石井 明雄 埼玉県武術太極拳連盟 8.400
三人対打 3名 山口 拳児 滋賀県武術太極拳連盟 8.400
酔拳対練 2名 李 隆吉 兵庫県武術太極拳連盟 8.400

太極拳対練 2名 野田 悟 神奈川県武術太極拳連盟 8.360
八卦掌対練 2名 中野 賢一 埼玉県武術太極拳連盟 8.350
太極剣対練 2名 松橋 セツ 岩手県武術太極拳連盟 8.350
八極拳対打 2名 趙 鏞光 兵庫県武術太極拳連盟 8.350
八極対練 2名 今野 剛 栃木県武術太極拳連盟 8.310

三才刀対練 2名 臼田 三良 東京都武術太極拳連盟 8.310
棍術 3名 田中 賢治 宮城県武術太極拳連盟 8.200

太極功夫扇 2名 大沼 陽子 宮城県武術太極拳連盟 8.200
三合対剣 2名 青山 捷三 三重県武術太極拳連盟 8.000
三人進棍 3名 堀口 冬香 埼玉県武術太極拳連盟 7.930

双刀対双槍 3名 佐藤 実莉以 東京都武術太極拳連盟 0.000

[集団]

成績順 種    目 人 数 代 表 者 氏 名   所　　　　　 属　 得 点
１位 太極功夫扇 9名 伊藤 彰子 山口県武術太極拳連盟 9.110
２位 太極拳 6名 吉永 麻里子 神奈川県武術太極拳連盟 9.050
３位 総合と推手 8名 大塚 恵子 大阪府武術太極拳連盟 8.910
４位 陳式太極拳 9名 橋本 和子 奈良県武術太極拳連盟 8.860
５位 太極拳 8名 長塚 裕美 埼玉県武術太極拳連盟 8.860

太極剣 9名 川崎 芳枝 広島県武術太極拳連盟 8.830
太極拳 6名 宮原 真優子 鹿児島県武術太極拳連盟 8.780
太極扇 7名 竹林 せい子 北海道武術太極拳連盟 8.700

総合拳術 6名 渡部 快枝 東京都武術太極拳連盟 8.680
陳式双刀 5名 高嶋 ますみ 茨城県武術太極拳連盟 8.680
太極拳 9名 西村 佳子 京都府武術太極拳連盟 8.650
太極剣 9名 谷本 里美 岡山県武術太極拳連盟 8.630
太極拳 8名 山田 泰子 岩手県武術太極拳連盟 8.600
梅花扇 6名 松井 正直 兵庫県武術太極拳連盟 8.580
太極拳 7名 坪井 由紀子 福岡県武術太極拳連盟 8.560
太極剣 7名 佐藤 由佳 愛知県武術太極拳連盟 8.560
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自選太極拳 8名 板倉 なな子 千葉県武術太極拳連盟 8.550
太極拳 7名 熊谷 裕見子 宮城県武術太極拳連盟 8.550
太極扇 9名 折田 久代 和歌山県武術太極拳連盟 8.550
功夫扇 4名 横田 頼子 新潟県武術太極拳連盟 8.530

24式太極拳 6名 吉井 恵美子 群馬県武術太極拳連盟 8.510
太極剣 7名 松林 知子 長崎県武術太極拳連盟 8.500
太極剣 7名 安東 淳 大分県武術太極拳連盟 8.450

自選太極刀 8名 山田 時三 福井県武術太極拳連盟 8.430
太極拳 7名 望月 章子 静岡県武術太極拳連盟 8.410

総合太極拳 4名 小堀 美津子 滋賀県武術太極拳連盟 8.380
24式太極拳 10名 西村 明美 三重県武術太極拳連盟 8.380

太極拳 9名 吉田 公子 長野県武術太極拳連盟 8.380

[太極拳推手規定套路]

成績順 種    目   所　　　　　 属　 得 点
１位 太極拳推手規定套路 神奈川県武術太極拳連盟 9.000
２位 太極拳推手規定套路 東京都武術太極拳連盟 8.750
３位 太極拳推手規定套路 京都府武術太極拳連盟 8.750

太極拳推手規定套路 奈良県武術太極拳連盟 8.660
太極拳推手規定套路 静岡県武術太極拳連盟 8.650
太極拳推手規定套路 埼玉県武術太極拳連盟 8.600
太極拳推手規定套路 大阪府武術太極拳連盟 8.600
太極拳推手規定套路 滋賀県武術太極拳連盟 8.550
太極拳推手規定套路 千葉県武術太極拳連盟 8.530
太極拳推手規定套路 兵庫県武術太極拳連盟 8.500
太極拳推手規定套路 茨城県武術太極拳連盟 8.460
太極拳推手規定套路 長野県武術太極拳連盟 8.430
太極拳推手規定套路 福岡県武術太極拳連盟 8.430
太極拳推手規定套路 広島県武術太極拳連盟 8.410
太極拳推手規定套路 長崎県武術太極拳連盟 8.360
太極拳推手規定套路 大分県武術太極拳連盟 8.360
太極拳推手規定套路 三重県武術太極拳連盟 8.360
太極拳推手規定套路 新潟県武術太極拳連盟 0.000

重村 充恵
織田 隆行
安部 正勝
堀江 留美子
相波 洋子

田中 美代子
信岡 歌子
田中 正紀
松丸 洋子
小出 義宗
河野 久規

木原 茂
佐々木 晴美
伊藤 善子
伊東 健
小池 利江
福島 質彦

氏　　名
加藤　雅代


