
[剣術Ａ規定套路] 男子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 剣術Ａ規定 381 丹井 涼太郎 大阪府武術太極拳連盟 8.860
２位 剣術Ａ規定 145 小野 力 神奈川県武術太極拳連盟 8.860
３位 剣術Ａ規定 540 松浦 兼土 東京都武術太極拳連盟 8.350

剣術Ａ規定 469 蓮池 健男 栃木県武術太極拳連盟 8.350
剣術Ａ規定 432 永原 智聡 東京都武術太極拳連盟 8.230
剣術Ａ規定 475 花田 翔大 栃木県武術太極拳連盟 8.150
剣術Ａ規定 496 平沢 光 北海道武術太極拳連盟 8.080
剣術Ａ規定 653 和田 祐樹 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 8.000
剣術Ａ規定 135 奥村 兼司 東京都武術太極拳連盟 7.930
剣術Ａ規定 265 佐藤 直人 神奈川県武術太極拳連盟 7.900
剣術Ａ規定 613 山﨑 直人 福井県武術太極拳連盟 7.810
剣術Ａ規定 129 小川 智弘 兵庫県武術太極拳連盟 7.780
剣術Ａ規定 445 成瀬 圭佑 日本学生武術太極拳連盟・愛知大学 7.700
剣術Ａ規定 413 中川 誠 東京都武術太極拳連盟 7.700
剣術Ａ規定 633 吉川 宙来 兵庫県武術太極拳連盟 7.630
剣術Ａ規定 401 東内 陽介 兵庫県武術太極拳連盟 7.410
剣術Ａ規定 518 藤谷 剛基 個人 7.400
剣術Ａ規定 566 宮下 直人 埼玉県武術太極拳連盟 0.000
剣術Ａ規定 263 佐藤 大 東京都武術太極拳連盟 0.000

[剣術Ａ規定套路] 女子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 剣術Ａ規定 356 髙橋 知紗 埼玉県武術太極拳連盟 8.780
２位 剣術Ａ規定 156 柏熊 結姫 東京都武術太極拳連盟 8.730
３位 剣術Ａ規定 497 西村 くるみ 兵庫県武術太極拳連盟 8.710
４位 剣術Ａ規定 596 本多 彩夏 東京都武術太極拳連盟 8.680
５位 剣術Ａ規定 636 三原  萌 大阪府武術太極拳連盟 8.630
６位 剣術Ａ規定 198 競 恵梨菜 兵庫県武術太極拳連盟 8.610

剣術Ａ規定 178 川口 優 神奈川県武術太極拳連盟 8.580
剣術Ａ規定 659 森 遥香 兵庫県武術太極拳連盟 8.500
剣術Ａ規定 653 室井 菜花 栃木県武術太極拳連盟 8.450
剣術Ａ規定 477 中村 柊香 愛知県武術太極拳連盟 8.430
剣術Ａ規定 339 瀬戸口 瑞季 兵庫県武術太極拳連盟 8.430
剣術Ａ規定 591 堀井 ひより 兵庫県武術太極拳連盟 8.400
剣術Ａ規定 549 平田 優花 埼玉県武術太極拳連盟 8.330
剣術Ａ規定 217 久保 令花 埼玉県武術太極拳連盟 8.300
剣術Ａ規定 29 五十嵐 汀 北海道武術太極拳連盟 8.300
剣術Ａ規定 522 花野 宏美 兵庫県武術太極拳連盟 8.300
剣術Ａ規定 443 富川 彩香 埼玉県武術太極拳連盟 8.300
剣術Ａ規定 462 中田 葉子 奈良県武術太極拳連盟 8.280
剣術Ａ規定 76 岩田 梨乃 兵庫県武術太極拳連盟 8.250
剣術Ａ規定 60 伊藤 晴香 大阪府武術太極拳連盟 8.180
剣術Ａ規定 625 三栖 紗也香 北海道武術太極拳連盟 8.110
剣術Ａ規定 268 坂本 美緒 埼玉県武術太極拳連盟 8.100
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剣術Ａ規定 622 三浦 史織 愛知県武術太極拳連盟 8.000
剣術Ａ規定 699 山盛 由加里 日本学生武術太極拳連盟・愛知大学 7.910
剣術Ａ規定 402 玉本 亜樹 東京都武術太極拳連盟 7.800
剣術Ａ規定 245 駒木 志帆 岩手県武術太極拳連盟 7.780
剣術Ａ規定 425 寺内 徳子 兵庫県武術太極拳連盟 7.730
剣術Ａ規定 143 小田桐 咲 青森県武術太極拳連盟 7.730
剣術Ａ規定 272 佐々木 茅乃 兵庫県武術太極拳連盟 7.710
剣術Ａ規定 702 横田 翔子 東京都武術太極拳連盟 0.000
剣術Ａ規定 664 森 未樹 東京都武術太極拳連盟 0.000
剣術Ａ規定 104 大崎 未来 埼玉県武術太極拳連盟 0.000
剣術Ａ規定 386 田中 恵梨子 埼玉県武術太極拳連盟 0.000
剣術Ａ規定 682 山口 亮子 大阪府武術太極拳連盟 0.000
剣術Ａ規定 97 蝦名 緒美 北海道武術太極拳連盟 0.000
剣術Ａ規定 9 浅井 美佑紀 大阪府武術太極拳連盟 0.000

[刀術Ａ規定套路] 男子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 刀術Ａ規定 94 大川 智矢 北海道武術太極拳連盟 8.900
２位 刀術Ａ規定 522 別当 響 大阪府武術太極拳連盟 8.760
３位 刀術Ａ規定 194 木村 英樹 愛知県武術太極拳連盟 8.630
４位 刀術Ａ規定 307 杉原 健夫 埼玉県武術太極拳連盟 8.480
５位 刀術Ａ規定 387 塚本 右京 愛知県武術太極拳連盟 8.460

刀術Ａ規定 645 羅 劉星 日本学生武術太極拳連盟・早稲田大学 8.430
刀術Ａ規定 245 幸 健人 兵庫県武術太極拳連盟 8.380
刀術Ａ規定 497 平田 優太郎 埼玉県武術太極拳連盟 8.350
刀術Ａ規定 234 小原 渉 東京都武術太極拳連盟 8.330
刀術Ａ規定 624 山本 大悟 北海道武術太極拳連盟 8.330
刀術Ａ規定 128 小川 拓也 神奈川県武術太極拳連盟 8.310
刀術Ａ規定 57 井上 司 大阪府武術太極拳連盟 8.300
刀術Ａ規定 198 桐山 賢龍 静岡県武術太極拳連盟 8.280
刀術Ａ規定 19 網浦 奏論 大阪府武術太極拳連盟 8.250
刀術Ａ規定 583 森 大樹 東京都武術太極拳連盟 8.250
刀術Ａ規定 594 八木 歩 埼玉県武術太極拳連盟 8.200
刀術Ａ規定 595 薬師 雅彦 愛知県武術太極拳連盟 8.200
刀術Ａ規定 2 青木 則幸 滋賀県武術太極拳連盟 8.150
刀術Ａ規定 495 平沢 一 北海道武術太極拳連盟 8.100
刀術Ａ規定 158 勝部 竜海 島根県武術太極拳連盟 8.030
刀術Ａ規定 244 齋藤 嘉鳳 静岡県武術太極拳連盟 8.010
刀術Ａ規定 293 城内 裕志 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 7.760
刀術Ａ規定 29 飯田 哲朗 個人 7.700
刀術Ａ規定 229 小濱 久佳 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 7.500
刀術Ａ規定 514 藤永 和樹 大阪府武術太極拳連盟 0.000
刀術Ａ規定 392 津田 康彦 愛知県武術太極拳連盟 0.000
刀術Ａ規定 67 岩原 拓也 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 0.000

[刀術Ａ規定套路] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 刀術Ａ規定 69 井花 寧音 埼玉県武術太極拳連盟 8.130

刀術Ａ規定 331 清宮 夕薫 埼玉県武術太極拳連盟 8.030
刀術Ａ規定 401 瑤寺 葵 埼玉県武術太極拳連盟 7.980



刀術Ａ規定 438 德永 直 兵庫県武術太極拳連盟 7.500

[槍術Ａ規定套路] 男子
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 槍術Ａ規定 145 小野 力 神奈川県武術太極拳連盟 8.810
２位 槍術Ａ規定 381 丹井 涼太郎 大阪府武術太極拳連盟 8.510
３位 槍術Ａ規定 540 松浦 兼土 東京都武術太極拳連盟 8.500

槍術Ａ規定 432 永原 智聡 東京都武術太極拳連盟 8.350
槍術Ａ規定 496 平沢 光 北海道武術太極拳連盟 8.300
槍術Ａ規定 454 日里 恭一 栃木県武術太極拳連盟 8.280
槍術Ａ規定 401 東内 陽介 兵庫県武術太極拳連盟 8.280
槍術Ａ規定 413 中川 誠 東京都武術太極拳連盟 8.150
槍術Ａ規定 320 関口 諭 個人 8.000
槍術Ａ規定 68 岩藤 誠 京都府武術太極拳連盟 7.910
槍術Ａ規定 22 新井 善行 栃木県武術太極拳連盟 7.900
槍術Ａ規定 613 山﨑 直人 福井県武術太極拳連盟 7.850
槍術Ａ規定 135 奥村 兼司 東京都武術太極拳連盟 7.760
槍術Ａ規定 633 吉川 宙来 兵庫県武術太極拳連盟 6.930
槍術Ａ規定 195 行田 有輝 東京都武術太極拳連盟 0.000
槍術Ａ規定 469 蓮池 健男 栃木県武術太極拳連盟 0.000
槍術Ａ規定 263 佐藤 大 東京都武術太極拳連盟 0.000
槍術Ａ規定 566 宮下 直人 埼玉県武術太極拳連盟 0.000

[槍術Ａ規定套路] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 槍術Ａ規定 356 髙橋 知紗 埼玉県武術太極拳連盟 8.860
２位 槍術Ａ規定 156 柏熊 結姫 東京都武術太極拳連盟 8.710
３位 槍術Ａ規定 116 大津 こころ 兵庫県武術太極拳連盟 8.700

槍術Ａ規定 178 川口 優 神奈川県武術太極拳連盟 8.700
槍術Ａ規定 636 三原  萌 大阪府武術太極拳連盟 8.610
槍術Ａ規定 339 瀬戸口 瑞季 兵庫県武術太極拳連盟 8.460
槍術Ａ規定 497 西村 くるみ 兵庫県武術太極拳連盟 8.410
槍術Ａ規定 659 森 遥香 兵庫県武術太極拳連盟 8.350
槍術Ａ規定 625 三栖 紗也香 北海道武術太極拳連盟 8.310
槍術Ａ規定 596 本多 彩夏 東京都武術太極拳連盟 8.230
槍術Ａ規定 622 三浦 史織 愛知県武術太極拳連盟 8.100
槍術Ａ規定 402 玉本 亜樹 東京都武術太極拳連盟 8.080
槍術Ａ規定 217 久保 令花 埼玉県武術太極拳連盟 7.980
槍術Ａ規定 60 伊藤 晴香 大阪府武術太極拳連盟 7.960
槍術Ａ規定 443 富川 彩香 埼玉県武術太極拳連盟 7.430
槍術Ａ規定 9 浅井 美佑紀 大阪府武術太極拳連盟 0.000
槍術Ａ規定 29 五十嵐 汀 北海道武術太極拳連盟 0.000
槍術Ａ規定 97 蝦名 緒美 北海道武術太極拳連盟 0.000
槍術Ａ規定 682 山口 亮子 大阪府武術太極拳連盟 0.000

[棍術Ａ規定套路] 男子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 棍術Ａ規定 94 大川 智矢 北海道武術太極拳連盟 8.860
２位 棍術Ａ規定 522 別当 響 大阪府武術太極拳連盟 8.610



３位 棍術Ａ規定 57 井上 司 大阪府武術太極拳連盟 8.430
４位 棍術Ａ規定 387 塚本 右京 愛知県武術太極拳連盟 8.400
５位 棍術Ａ規定 645 羅 劉星 日本学生武術太極拳連盟・早稲田大学 8.380

棍術Ａ規定 128 小川 拓也 神奈川県武術太極拳連盟 8.360
棍術Ａ規定 19 網浦 奏論 大阪府武術太極拳連盟 8.330
棍術Ａ規定 595 薬師 雅彦 愛知県武術太極拳連盟 8.280
棍術Ａ規定 234 小原 渉 東京都武術太極拳連盟 8.200
棍術Ａ規定 245 幸 健人 兵庫県武術太極拳連盟 8.160
棍術Ａ規定 624 山本 大悟 北海道武術太極拳連盟 8.130
棍術Ａ規定 115 大部 聖也 福岡県武術太極拳連盟 8.110
棍術Ａ規定 198 桐山 賢龍 静岡県武術太極拳連盟 8.080
棍術Ａ規定 288 下田 駿樹 埼玉県武術太極拳連盟 8.010
棍術Ａ規定 2 青木 則幸 滋賀県武術太極拳連盟 7.960
棍術Ａ規定 12 阿部 和綺 栃木県武術太極拳連盟 7.900
棍術Ａ規定 495 平沢 一 北海道武術太極拳連盟 7.880
棍術Ａ規定 653 和田 祐樹 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 7.830
棍術Ａ規定 293 城内 裕志 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 7.600
棍術Ａ規定 244 齋藤 嘉鳳 静岡県武術太極拳連盟 7.560
棍術Ａ規定 388 塚本 玲王 愛知県武術太極拳連盟 7.330
棍術Ａ規定 67 岩原 拓也 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 7.160
棍術Ａ規定 605 山口 拳児 大阪府武術太極拳連盟 0.000
棍術Ａ規定 514 藤永 和樹 大阪府武術太極拳連盟 0.000
棍術Ａ規定 392 津田 康彦 愛知県武術太極拳連盟 0.000
棍術Ａ規定 229 小濱 久佳 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 0.000

[棍術Ａ規定套路] 女子

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 棍術Ａ規定 331 清宮 夕薫 埼玉県武術太極拳連盟 8.330
２位 棍術Ａ規定 303 下田 愛璃 埼玉県武術太極拳連盟 8.210

棍術Ａ規定 297 島田 優菜 埼玉県武術太極拳連盟 8.100
棍術Ａ規定 285 三田 惠利佳 東京都武術太極拳連盟 8.060
棍術Ａ規定 351 高巣 知明 神奈川県武術太極拳連盟 8.000
棍術Ａ規定 30 池内 佳奈 埼玉県武術太極拳連盟 7.900
棍術Ａ規定 64 伊藤 羊子 愛知県武術太極拳連盟 7.760
棍術Ａ規定 534 樋口 郁乃 岩手県武術太極拳連盟 7.760
棍術Ａ規定 438 德永 直 兵庫県武術太極拳連盟 7.130
棍術Ａ規定 86 薄井 啓子 兵庫県武術太極拳連盟 7.000
棍術Ａ規定 693 山田 萌々 愛知県武術太極拳連盟 0.000
棍術Ａ規定 529 原田 久未 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 0.000


