
[楊式太極拳] 男子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 楊式太極拳 547 松野 良治 大阪府武術太極拳連盟 9.000
２位 楊式太極拳 20 荒井 伸次 大阪府武術太極拳連盟 8.950
３位 楊式太極拳 361 立石 朝輝 東京都武術太極拳連盟 8.860
４位 楊式太極拳 220 小池 義則 埼玉県武術太極拳連盟 8.780
５位 楊式太極拳 373 谷口 敏昭 兵庫県武術太極拳連盟 8.710
６位 楊式太極拳 175 川島 壽一 埼玉県武術太極拳連盟 8.700

楊式太極拳 656 渡辺 賢周 新潟県武術太極拳連盟 8.660
楊式太極拳 353 竹岡 太 神奈川県武術太極拳連盟 8.650
楊式太極拳 409 永江 智 神奈川県武術太極拳連盟 8.630
楊式太極拳 572 向原 慎治 奈良県武術太極拳連盟 8.610
楊式太極拳 376 玉城 光徳 大阪府武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 120 大鷲 哲郎 広島県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 319 関 忠良 東京都武術太極拳連盟 8.560
楊式太極拳 577 村松 正亮 静岡県武術太極拳連盟 8.560
楊式太極拳 446 成瀬 真 千葉県武術太極拳連盟 8.560
楊式太極拳 218 桑原 進 群馬県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 658 渡部 利明 千葉県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 192 木原 茂 東京都武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 542 松尾 修一 兵庫県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 535 増田 敦 北海道武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 60 伊吹 豊 滋賀県武術太極拳連盟 8.530
楊式太極拳 526 星野 吉雄 群馬県武術太極拳連盟 8.530
楊式太極拳 650 若林 敦志 香川県武術太極拳連盟 8.510
楊式太極拳 642 吉用 和史 大分県武術太極拳連盟 8.500
楊式太極拳 431 中畑 秀一 福岡県武術太極拳連盟 8.480
楊式太極拳 657 綿貫 龍一 長野県武術太極拳連盟 8.460
楊式太極拳 609 山口 晴朗 滋賀県武術太極拳連盟 8.450
楊式太極拳 227 小嶋 清勝 石川県武術太極拳連盟 8.450
楊式太極拳 249 坂口 正一 大阪府武術太極拳連盟 8.450
楊式太極拳 164 金子 昭雄 静岡県武術太極拳連盟 8.430
楊式太極拳 74 植竹 紳晃 茨城県武術太極拳連盟 8.410
楊式太極拳 196 清谷 博 徳島県武術太極拳連盟 8.400
楊式太極拳 188 北村 重次 京都府武術太極拳連盟 8.380
楊式太極拳 519 布施 公一 京都府武術太極拳連盟 8.350
楊式太極拳 161 加藤 智正 福井県武術太極拳連盟 8.310
楊式太極拳 97 大澤 武 福岡県武術太極拳連盟 8.250
楊式太極拳 510 藤沢 満 長野県武術太極拳連盟 0.000
楊式太極拳 386 立木 了一 愛知県武術太極拳連盟 0.000

[楊式太極拳] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 楊式太極拳 312 甚野 益子 大阪府武術太極拳連盟 9.200
２位 楊式太極拳 288 志田 典子 兵庫県武術太極拳連盟 9.160
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３位 楊式太極拳 548 平田 京子 埼玉県武術太極拳連盟 9.030
４位 楊式太極拳 394 棚橋 真由美 大阪府武術太極拳連盟 8.910
５位 楊式太極拳 295 島田 明日美 北海道武術太極拳連盟 8.860
６位 楊式太極拳 488 奈良橋 俊子 群馬県武術太極拳連盟 8.850
７位 楊式太極拳 361 高橋 冨美子 兵庫県武術太極拳連盟 8.750
８位 楊式太極拳 277 佐藤 節子 東京都武術太極拳連盟 8.730

楊式太極拳 724 渡辺 こずえ 愛知県武術太極拳連盟 8.730
楊式太極拳 691 山田 照代 群馬県武術太極拳連盟 8.710
楊式太極拳 224 栗野 淳子 東京都武術太極拳連盟 8.700
楊式太極拳 389 田中 久代 京都府武術太極拳連盟 8.700
楊式太極拳 560 福島 純子 岩手県武術太極拳連盟 8.700
楊式太極拳 334 関口 清美 神奈川県武術太極拳連盟 8.680
楊式太極拳 291 篠田 恵子 埼玉県武術太極拳連盟 8.680
楊式太極拳 177 川口 ひろみ 京都府武術太極拳連盟 8.660
楊式太極拳 120 大塚 幸枝 栃木県武術太極拳連盟 8.650
楊式太極拳 679 山縣 裕子 山口県武術太極拳連盟 8.650
楊式太極拳 447 中井 肇子 福岡県武術太極拳連盟 8.650
楊式太極拳 515 橋本 久美子 大阪府武術太極拳連盟 8.630
楊式太極拳 686 山下 千賀子 宮城県武術太極拳連盟 8.630
楊式太極拳 370 竹内 キヌ 滋賀県武術太極拳連盟 8.630
楊式太極拳 441 土肥 恵子 宮崎県武術太極拳連盟 8.630
楊式太極拳 42 石川 直子 栃木県武術太極拳連盟 8.630
楊式太極拳 439 徳永 舞子 長野県武術太極拳連盟 8.610
楊式太極拳 17 阿部 千恵子 岩手県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 720 和田 寿美 千葉県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 559 福岡 和恵 神奈川県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 335 関口 祐子 埼玉県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 587 北條 裕子 長野県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 521 服部 紀代 福島県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 186 川名 紀子 千葉県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 408 近田 菊江 三重県武術太極拳連盟 8.600
楊式太極拳 580 佛圓 藤栄 広島県武術太極拳連盟 8.580
楊式太極拳 506 沼澤 祐子 福島県武術太極拳連盟 8.580
楊式太極拳 57 井手 敬子 佐賀県武術太極拳連盟 8.560
楊式太極拳 609 松尾 正子 兵庫県武術太極拳連盟 8.560
楊式太極拳 611 松田 和子 宮城県武術太極拳連盟 8.560
楊式太極拳 269 相良 紅 福岡県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 191 菊地 冴子 秋田県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 6 赤澤 宜子 奈良県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 87 宇田 純子 香川県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 16 安部 純江 大分県武術太極拳連盟 8.550
楊式太極拳 175 川岸 榮子 愛知県武術太極拳連盟 8.530
楊式太極拳 428 寺川 えり子 茨城県武術太極拳連盟 8.530
楊式太極拳 4 青山 和子 三重県武術太極拳連盟 8.530
楊式太極拳 383 辰田 真理子 岡山県武術太極拳連盟 8.510
楊式太極拳 683 山崎 啓子 石川県武術太極拳連盟 8.510
楊式太極拳 126 大鷲 一美 広島県武術太極拳連盟 8.500
楊式太極拳 220 窪谷 満子 静岡県武術太極拳連盟 8.500
楊式太極拳 584 古田 和子 滋賀県武術太極拳連盟 8.500
楊式太極拳 503 二宮 早百合 大分県武術太極拳連盟 8.500
楊式太極拳 80 植村 さとみ 香川県武術太極拳連盟 8.480



楊式太極拳 452 中川 昌子 茨城県武術太極拳連盟 8.480
楊式太極拳 550 平田 蓉子 山口県武術太極拳連盟 8.480
楊式太極拳 532 日浦 園子 静岡県武術太極拳連盟 8.450


