
少年男子：初級長拳 2019/09/16

第 1 コート 取手グリーンスポーツセンター

18 0 0

順位 背番号 氏　名 ふりがな 所属連盟・会館名 得点 競技種目名 賞

1 益川　和久 ますかわ　かずひさ 埼玉県 8.58 初級長拳 初級長拳

2 稲垣　璃樹 いながき　りき 栃木県 8.46 初級長拳 初級長拳

3 大塚　麟太朗 おおつか　りんたろう 福岡県 8.35 初級長拳 初級長拳

4 中村　大斗 なかむら　だいと 千葉県 8.34 初級長拳 初級長拳

5 奥村　瑛仁 おくむら　あきひと 静岡県 8.33 初級長拳 初級長拳

6 鬼追　元 きおい　はじめ 奈良県 8.32 初級長拳 初級長拳

7 松川　爽人 まつかわ　あきと 石川県 8.31 初級長拳 初級長拳

8 庄野　翔太郎 しょうの　しょうたろう 兵庫県 8.27 初級長拳 初級長拳

9 馬場　天都 ばば　てんと 愛知県 8.26 初級長拳 初級長拳

10 山田　優樹 やまだ　ゆうき 岐阜県 8.24 初級長拳 初級長拳

11 森　耀慧 もり　ようけい 島根県 8.12 初級長拳 初級長拳

12 杉山　徹朗 すぎやま　てつろう 神奈川県 8.09 初級長拳 初級長拳

13 松下　翔平 まつした　しょうへい 長崎県 8.05 初級長拳 初級長拳

14 古川　太一 ふるかわ　たいち 大分県 8.04 初級長拳 初級長拳

15 小野原　巧大 おのはら　こうた 三重県 8.01 初級長拳 初級長拳

16 泉谷　優介 いずみや　ゆうすけ 秋田県 7.96 初級長拳 初級長拳

17 西垣　春之介 にしがき　はるのすけ 大阪府 7.89 初級長拳 初級長拳

18 小川　瑛紀 おがわ　えいき 青森県 7.79 初級長拳 初級長拳

19 山地　悠敬 やまじ　ゆたか 香川県 7.78 初級長拳 初級長拳

20 髙村　優成 たかむら　ゆうせい 福井県 7.76 初級長拳 初級長拳

21 前田　琉晟 まえた　りゅうせい 鳥取県 7.70 初級長拳 初級長拳

22 大森　雅弘 おおもり　まさひろ 岡山県 7.69 初級長拳 初級長拳

23 鶴田　基起 つるた　もとき 広島県 7.64 初級長拳 初級長拳

24 古謝　泰斗 こじゃ　たいと 沖縄県 7.55 初級長拳 初級長拳

25 廣瀬　大己 ひろせ　たいき 富山県 7.46 初級長拳 初級長拳

26 原口　海 はらぐち　かい 群馬県 7.37 初級長拳 初級長拳

27 佐藤　慎之介 さとう　しんのすけ 北海道 7.23 初級長拳 初級長拳

28 及川　大夢 おいかわ　ひろむ 宮城県 7.08 初級長拳 初級長拳
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29 森　俊亮 もり　しゅんすけ 京都府 6.75 初級長拳 初級長拳

30 西山　晴喜 にしやま　はるのぶ 佐賀県 6.00 初級長拳 初級長拳

総審判長：

JustTool - Your Best Tool

発行時間：2019/09/16 11:39 2/2



成年男子：国際第一套路長拳 2019/09/16

取手グリーンスポーツセンター

14 0 0

順位 背番号 氏　名 ふりがな 所属連盟・会館名 得点 競技種目名 賞

1 大野　雅也 おおの　まさや 千葉県 8.96 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

2 勝部　竜海 かつべ　たつみ 島根県 8.53 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

3 布　一馬 ぬの　かずま 神奈川県 8.52 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

4 渡邉　毅士 わたなべ　つよし 福岡県 8.45 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

5 瑤寺　裕 たまでら　ゆたか 埼玉県 8.38 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

6 鵜飼　匠海 うかい　たくみ 愛知県 8.31 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

7 内野　弘毅 うちの　ひろき 滋賀県 8.19 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

8 西村　秀一 にしむら　ひでかず 大阪府 8.13 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

9 松野　浩輝 まつの　ひろき 香川県 8.06 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

10 三島　海斗 みしま　かいと 富山県 8.05 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

11 山本　大悟 やまもと　だいご 北海道 7.92 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

12 冨岡　翔陽 とみおか　しょうよう 奈良県 7.75 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

13 小林　賢哉 こばやし　けんや 京都府 7.32 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

14 奈良　龍斗 なら　りゅうと 秋田県 7.25 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

15 山根　仰慈 やまね　こうじ 沖縄県 6.60 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

棄権 脇田　圭佑 わきた　けいすけ 新潟県 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

棄権 梅澤　寿明 うめざわ　としあき 岩手県 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

棄権 中嶋　幸志 なかじま　こうし 宮城県 国際第一套路長拳 国際第一套路長拳

総審判長：

JustTool - Your Best Tool
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成年女子：二十六式太極拳 2019/09/16

第 2 コート 取手グリーンスポーツセンター

14 0 0

順位 背番号 氏　名 ふりがな 所属連盟・会館名 得点 競技種目名 賞

1 齋藤　明希 さいとう　あき 岩手県 8.88 二十六式太極拳 二十六式太極拳

2 吉田　李花 よしだ　りか 千葉県 8.72 二十六式太極拳 二十六式太極拳

3 関本　早織 せきもと　さおり 北海道 8.63 二十六式太極拳 二十六式太極拳

4 野田　恵 のだ　めぐみ 静岡県 8.57 二十六式太極拳 二十六式太極拳

5 花野　宏美 はなの　ひろみ 兵庫県 8.48 二十六式太極拳 二十六式太極拳

6 中山　美咲 なかやま　みさき 東京都 8.44 二十六式太極拳 二十六式太極拳

7 齋藤　香織 さいとう　かおり 栃木県 8.33 二十六式太極拳 二十六式太極拳

8 栗原　結薫 くりはら　ゆいか 神奈川県 8.23 二十六式太極拳 二十六式太極拳

9 渡邉　琳 わたなべ　りん 大阪府 8.12 二十六式太極拳 二十六式太極拳

10 内野　詩織 うちの　しおり 広島県 7.98 二十六式太極拳 二十六式太極拳

11 鈴木　雅美 すずき　みやび 埼玉県 7.97 二十六式太極拳 二十六式太極拳

12 坂井　茉莉 さかい　まり 長野県 7.90 二十六式太極拳 二十六式太極拳

13 櫻井　渚 さくらい　なぎさ 三重県 7.90 二十六式太極拳 二十六式太極拳

14 山口　智恵実 やまぐち　ちえみ 茨城県 7.86 二十六式太極拳 二十六式太極拳

15 佐藤　未樹 さとう　みき 新潟県 7.72 二十六式太極拳 二十六式太極拳

16 権藤　有紀 ごんどう　ゆき 福岡県 7.64 二十六式太極拳 二十六式太極拳

16 樋口　晶子 ひぐち　あきこ 高知県 7.64 二十六式太極拳 二十六式太極拳

18 森　ことの もり　ことの 愛知県 7.46 二十六式太極拳 二十六式太極拳

総審判長：
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少年男子：ジュニア太極拳2 2019/09/16

取手グリーンスポーツセンター

12 0 0

順位 背番号 氏　名 ふりがな 所属連盟・会館名 得点 競技種目名 賞

1 松野内　稔史 まつのうち　としふみ 神奈川県 8.71 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

2 田中　翔月 たなか　かづき 岩手県 8.50 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

3 王　駿亮 おう　しゅんすけ 兵庫県 8.43 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

4 門脇　翼 かどわき　つばさ 埼玉県 8.31 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

5 小島　光博 こじま　みつひろ 愛知県 7.91 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

6 中川　瑛介 なかがわ　えいすけ 群馬県 7.73 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

7 久保　春翔 くぼ　はると 滋賀県 7.58 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

8 松本　健 まつもと　たける 福岡県 7.57 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

9 西山　龍成 にしやま　たつなり 佐賀県 6.80 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

10 西野　智貴 にしの　ともき 奈良県 6.78 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

棄権 山崎　貴彦 やまざき　たかひこ 長野県 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

総審判長：

JustTool - Your Best Tool

発行時間：2019/09/16 13:43 1/1

第74回国民体育大会 武術太極拳競技会

結果発表

第 2 コート



少年女子：ジュニア太極拳2 2019/09/16

取手グリーンスポーツセンター

14 0 0

順位 背番号 氏　名 ふりがな 所属連盟・会館名 得点 競技種目名 賞

1 山田　優音 やまだ　ゆいね 宮城県 8.63 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

2 鵜飼　瑚子 うがい　ここ 北海道 8.42 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

3 原山　夏那 はらやま　かな 長野県 8.40 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

4 宮田　真有 みやた　まゆ 富山県 8.36 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

5 平田　恵時 ひらた　けいと 奈良県 8.35 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

6 三船　ひなた みふね　ひなた 福岡県 8.33 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

7 高木　波南 たかぎ　はな 三重県 8.31 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

8 岸　真優 きし　まひろ 大阪府 8.19 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

9 菊永　真子 きくなが　まこ 鹿児島県 8.17 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

10 阪野　仁美 ばんの　ひとみ 愛知県 8.02 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

11 石原　ほしの いしはら　ほしの 沖縄県 8.00 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

12 舟木　美波 ふなき　みなみ 埼玉県 7.95 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

13 稗田　咲良 ひえだ　さくら 宮崎県 7.87 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

14 古川　紗帆 ふるかわ　すずほ 福島県 7.86 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

15 垣内　春美 かきうち　はるみ 和歌山県 7.81 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

16 前田　瀬里 まえだ　せり 兵庫県 7.74 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

17 加藤　明花 かとう　さやか 東京都 7.58 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

18 新居　直央 にい　なお 徳島県 7.32 ジュニア太極拳2 ジュニア太極拳2

総審判長：

JustTool - Your Best Tool

発行時間：2019/09/16 15:04 1/1
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