
[南拳規定套路] 男子
最 終

成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 南拳規定 317 鈴木 悠 大阪府武術太極拳連盟 8.830
２位 南拳規定 8 朝山 義隆 大阪府武術太極拳連盟 8.810
３位 南拳規定 292 庄司 全志 大阪府武術太極拳連盟 8.710

南拳規定 208 窪谷 孝行 北海道武術太極拳連盟 8.650
南拳規定 59 井上 竜和 滋賀県武術太極拳連盟 8.600
南拳規定 38 石井 明雄 埼玉県武術太極拳連盟 8.410
南拳規定 179 木内 海里 群馬県武術太極拳連盟 8.360
南拳規定 643 依田 光平 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 8.300
南拳規定 484 原 晃太郎 日本学生武術太極拳連盟・愛知大学 8.200
南拳規定 166 金村 孝太 神奈川県武術太極拳連盟 8.200
南拳規定 9 東 俊明 神奈川県武術太極拳連盟 7.930
南拳規定 61 今井 拓己 神奈川県武術太極拳連盟 7.900
南拳規定 48 磯和 章治 三重県武術太極拳連盟 7.700
南拳規定 31 飯塚 賢太 神奈川県武術太極拳連盟 7.660
南拳規定 441 中山 正太郎 神奈川県武術太極拳連盟 7.610
南拳規定 634 吉川 太陸 兵庫県武術太極拳連盟 7.480
南拳規定 599 柳島 匡樹 大阪府武術太極拳連盟 0.000
南拳規定 282 島 治希 大阪府武術太極拳連盟 0.000

[南拳規定套路] 女子

最 終
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 南拳規定 463 長塚 深結 埼玉県武術太極拳連盟 8.780

南拳規定 483 中山 美菜子 大阪府武術太極拳連盟 8.730
南拳規定 719 脇村 洸梨 大阪府武術太極拳連盟 8.700
南拳規定 541 肥爪 梨紗子 大阪府武術太極拳連盟 8.550
南拳規定 103 大熊 ひとみ 大阪府武術太極拳連盟 8.510
南拳規定 284 佐山 綾子 東京都武術太極拳連盟 8.300

[南刀規定套路] 男子

最 終
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 南刀規定 8 朝山 義隆 大阪府武術太極拳連盟 8.780
２位 南刀規定 317 鈴木 悠 大阪府武術太極拳連盟 8.660

南刀規定 292 庄司 全志 大阪府武術太極拳連盟 8.600
南刀規定 208 窪谷 孝行 北海道武術太極拳連盟 8.560
南刀規定 59 井上 竜和 滋賀県武術太極拳連盟 8.480
南刀規定 643 依田 光平 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 8.110
南刀規定 166 金村 孝太 神奈川県武術太極拳連盟 8.080
南刀規定 9 東 俊明 神奈川県武術太極拳連盟 8.030
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南刀規定 634 吉川 太陸 兵庫県武術太極拳連盟 7.510
南刀規定 328 代島 知見 千葉県武術太極拳連盟 7.460
南刀規定 484 原 晃太郎 日本学生武術太極拳連盟・愛知大学 0.000
南刀規定 599 柳島 匡樹 大阪府武術太極拳連盟 0.000
南刀規定 282 島 治希 大阪府武術太極拳連盟 0.000

[南刀規定套路] 女子

最 終
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 南刀規定 719 脇村 洸梨 大阪府武術太極拳連盟 8.680

南刀規定 483 中山 美菜子 大阪府武術太極拳連盟 8.630
南刀規定 463 長塚 深結 埼玉県武術太極拳連盟 8.610
南刀規定 541 肥爪 梨紗子 大阪府武術太極拳連盟 8.460
南刀規定 103 大熊 ひとみ 大阪府武術太極拳連盟 8.360

[南棍規定套路] 男子

最 終
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 南棍規定 292 庄司 全志 大阪府武術太極拳連盟 8.630
２位 南棍規定 8 朝山 義隆 大阪府武術太極拳連盟 8.600

南棍規定 317 鈴木 悠 大阪府武術太極拳連盟 8.560
南棍規定 59 井上 竜和 滋賀県武術太極拳連盟 8.430
南棍規定 38 石井 明雄 埼玉県武術太極拳連盟 8.200
南棍規定 643 依田 光平 日本学生武術太極拳連盟・追手門学院大学 7.960
南棍規定 166 金村 孝太 神奈川県武術太極拳連盟 7.630
南棍規定 328 代島 知見 千葉県武術太極拳連盟 0.000
南棍規定 599 柳島 匡樹 大阪府武術太極拳連盟 0.000
南棍規定 9 東 俊明 神奈川県武術太極拳連盟 0.000
南棍規定 282 島 治希 大阪府武術太極拳連盟 0.000
南棍規定 208 窪谷 孝行 北海道武術太極拳連盟 0.000

[南棍規定套路] 女子

最 終
成績順 種    目 背番号 氏　　　名   所　　　　　 属　 得 点
１位 南棍規定 463 長塚 深結 埼玉県武術太極拳連盟 8.660

南棍規定 719 脇村 洸梨 大阪府武術太極拳連盟 8.560
南棍規定 483 中山 美菜子 大阪府武術太極拳連盟 8.510
南棍規定 103 大熊 ひとみ 大阪府武術太極拳連盟 8.350
南棍規定 541 肥爪 梨紗子 大阪府武術太極拳連盟 8.300


