
武 術 太 極 拳

順位 氏　　名 所　属 得点
＜１日目成績＞
●少年男子：国際第一套路長拳
1	 品川　歩夢	 兵庫県	 8.790
	 2	 中田　琉月	 大阪府	 8.780
	 3	 高梨　航希	 島根県	 8.770
	 4	 榮野川王雅	 神奈川県	 8.760
	 5	 福島　沙憲	 群馬県	 8.680
	 6	 東　孝大朗	 岐阜県	 8.660
	 7	 高山　　蓮	 栃木県	 8.600
	 8	 辻野　太聖	 福岡県	 8.530
	 9	 風祭　　奏	 岩手県	 8.510
	10	 竹内　郁斗	 静岡県	 8.500
	11	 林　　愛斗	 千葉県	 8.470
	12	 小川　颯也	 三重県	 8.400
●成年女子：自選長拳
1	 池内　佳奈	 埼玉県	 8.850
2	 中村　里香	 千葉県	 8.710
3	 小田桐　咲	 青森県	 8.610
4 芹野　陽香 神奈川県 8.560
5 木村　　心 香川県 8.340
6 西野　莉奈 大阪府 8.210
●シニア男子・女子：ペア24式太極拳（自選）

1	
家門　俊平

大阪府	 8.780
家門　由美	

2	
中山　智由

神奈川県	 8.650
島井絵里子	

3	
綿谷　昌明

山口県	 8.520
藏田　紀子	

4	
渡辺こずえ

愛知県	 8.440
浅野　真紀	

5	
鎌田　典子

東京都	 8.350
森岡　みな	

6	
江尻　貞暢

埼玉県	 8.110
小島ゆかり	

7 
北川真由美

群馬県 8.060
前田　惠子 

8 
湊　　和徳

三重県 8.050
高木　喜子 

9 
赤松　志保

千葉県 7.970
齋藤富美子 

 10 
坂口　照美

長崎県 7.960
手島　敦子 

 11 
樋口佳奈子

岩手県 7.950
齋藤　淳子 

 12 
倉嶋真理子

富山県 7.890
馬渡　明美 

●少年女子：ジュニア太極拳２
1	 棟方ひより 北海道	 8.670
2	 織田　友花	 千葉県	 8.330
3	 松本　有彩	 栃木県	 8.320
4	 与倉いぶき	 島根県	 8.310
5 村上　妃那 兵庫県 8.250
6 大澤　菜摘 群馬県 8.210
7 橋本千桜姫 徳島県 8.070
8 南　　遙夏 広島県 8.060
＜２日目成績＞
●少年女子：国際第一套路長拳
1	 小櫻　　果	 広島県	 8.800
2	 和野　　絢	 岩手県	 8.510
3	 望月野乃香	 静岡県	 8.430
4	 小川　純佳	 富山県	 8.410
5 安田　美時 香川県 8.400
6 大橋　美月 東京都 8.290
7 小阪　妃夏 石川県 8.270
8 山田ももこ 岐阜県 8.160
●成年男子：自選長拳
1	 高　　龍大	 大阪府	 8.940
2	 稲垣　璃樹	 栃木県	 8.530
3	 中村　大斗	 千葉県	 8.470
4	 森　　可瑛	 兵庫県	 8.280
5 小松　　資 埼玉県 8.240
6 山地　悠敬 香川県 8.230
7 奥谷　伶央 愛知県 8.200
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8 薬師　雅彦 福岡県 8.170
●成年女子：総合太極拳（自選）
1	 平田　優花	 埼玉県	 8.750
2	 花野　宏美	 兵庫県	 8.640
3	 樋口　郁乃	 愛知県	 8.610
4	 毛塚　来美	 栃木県	 8.490
5 野田　　恵 静岡県 8.440
6 加藤佐和子 神奈川県 8.410
7 森田紗和子 東京都 8.370
8 森　風姫子 岩手県 8.350

●成年男子：総合太極拳（自選）
1	 王　　駿亮	 兵庫県	 8.760
2	 田野実　翔	 栃木県	 8.710
3	 香取　尚弥	 神奈川県	 8.650
4 吉永　黄河 佐賀県 8.250
5 佐藤龍之介 茨城県 8.230
6 中田　智浩 奈良県 8.110
●少年男子：ジュニア太極拳２
1	 樋ノ口大翔	 岩手県	 8.380
2	 佐村木政宗	 富山県	 8.120
3 向田　柊夷 北海道 8.090

及川　佳織
中村　　剛 
青木　カヤ 王　　　輝 勝部　典子

河村　南里 小山　晶子
竹中　保仁 原口　昭教

神庭　裕里 
修　　振傑 
堀米　昭義 宮村　みほ 山田　泰子
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●審判団名簿●

吉田由美子
岩佐　育代
河原　美紀
武田　　久
三船　　英
早川真知子
室井　祐子
寺下　泰子 　（50音順）




