
【　集　団　演　武　】 No.1
No.

総合太極拳26式 取手武術太極拳協会
中川　昌子 小村　正子 藤井　洋子 沢登　幸子 田中　住枝
宮本　靖子 山田　悠子 中村喜美代 伊藤　弘子 寺井満寿子
三島　正子 大坪加代子 渡辺三枝子 吉田　三鈴 渡辺　政子
土井　勝江 野中　雪子 二宮　弘子 須田恵美子 鈴木千恵子
大久保 くに 小座間昌枝 横山　明子 竹内　せつ 中村真由美
目黒　恵子 後藤 ゆみ子 谷崎　千恵 塚本　光子 蔵　登志子
武田　岸子 井上美登利 鈴木美和子 成田ヨシ子 本多　洋美
佐久間圭子 米山 はる江 田中　紀子 高嶋ますみ 柳井貴代子
竹内　安子 山口知恵子 初沢　幸子 塚本　裕子 沢辺　孝子
柴多  恵子 山口美穂子 野尻　恭子 廣沢　祐子 川又　峰保

32式太極剣 日 養 会
松田　智子 近藤　牧子 鎌塚　幸代 加藤　永子 小高源太郎
田中　晃子 高嶺　桂子 秋山　敬子 澤口賢太郎 松尾　康文
清尾　葉子 林 　初 江 前島　恵子 松尾依求子 吉村　正昭

2 須藤　瑞代 申　 希 媛 伊藤　恭子 藤代　みえ 原  　美 静
小高 みどり 二ノ城英介

32式太極剣      港区武術太極拳連盟
久保田公美子 池田　靖枝 小泉　邦子 諏訪　節子 大島　 朔

24式太極拳      千早アウル
葛山　清子 伊藤　治子 田島　貴子 鈴木由利子 安部　美織
山本　和子 吉森　澄子 馬来　義武 浜野 　靖 市原カツ子
高橋喜和子 山口　孝子 戸田千恵子 松家　糸真

24式太極拳      南大井太極拳
春木喜和子　 安井　加奈

24式太極拳 大田区武術太極拳連盟
大吉瑠美子 多田三枝子 山本 　忍 松本　洋子 小林　智子
斎藤 さちよ 稲吉　幸記 矢花　智子 山崎　 亮 山崎　幸子
山崎　雪藏 湯朝　直子 湯朝　菜摘 湯朝 くるみ 平田　俊介
秋山　 修 朝倉　英典 朝倉　菊子 半田　隆子 藤江　淑恵
武田　陽子 武田　美恵 新井 　泉 染谷　央江

陳式自選 メイプル品川・夜間
丸山　映子 植田　寿子 村田　美籠 猪谷　純子 大賀さち子
坂上　利章 須藤　瑞代 谷口　京子 鈴木理恵子

陳式自選 本牧陳式教室
　 木村　律子 鈴木　和美 鈴木 　夢 鈴木いづみ
陳式扇18式 大陸武術協会

鈴木やよい 西村　尚子 丸山　智子 小笠原千枝子 竹森　玲花
陳式双刀 取手武術太極拳協会

高嶋ますみ 藤井　洋子 佐久間圭子 横山　明子
24式太極拳 太極拳美龍会／上野木拳倶楽部

苅田　晃衣 佐藤　文子 古川　知子 万治　弘子 相馬佐代子
宍野　吉美 髙井　裕子 木全　典子 佐藤　秀子 小金井静枝
清水　涼子 田中　快枝

24式太極拳 メイプル品川・夕方 高橋　重子
24式太極拳 あゆみの会

菅原　由紀 本間美智子 武田　鷹士 井戸由紀子 瀬野　静江
水野　秀美

24式太極拳 健 游 会
高橋　和子 村澤千代子 大久保恭子 末永　政子 野刈　泰子
側見　昌子 二ノ城英介 川東　浩子 野村外喜子 須賀かず江
安達　純子 立木　成美 西志　恵子 寺澤　邦子 山本美和子

　　　　　　　　種　目 　　　 /  　　  所　属　団　体　 　　 /　　　  出　場　者
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【　集　団　演　武　】 No.２

No.
42式太極剣 日 養 会

川口　敏子 大谷　恵子 武藤佳代子 茂呂　和子 定家みさ子
長島富貴夫 松田　智子 藤城　みえ 山下　幸雄 伊藤　恭子

華武太極扇初級 千早アウル
葛山　清子 伊藤　治子 田島　貴子 鈴木由利子 阿部　美織
山本　和子 吉森　澄子 馬来　義武 浜野 　靖 市原カツ子
高橋喜和子 山口　孝子 戸田千恵子 松家　糸真 田島美代子

伝統武式太極拳 元気！ながさきの会
伊藤　 登 伊藤　紀世 立花　　剛 秋元　美子 大森　弘雄
大森　和子 渡辺　陽子 牧野　春子 最上恵美子

自選太極拳 エン太極拳学舎
吉田　賢司 湯沢　千佳 榎本　　舞 三原　珠紀 三原　和子
杉原　清司 佐藤　顕紀

24式太極拳      太極拳バンブー
片山　敏胤 井上　節子 大橋　章悟 増田　理佐 佐藤恵美子
安藤　　寿 小山　京子 小山　美幸 谷口　京子

楊式太極拳 太極拳美龍会／上野木拳倶楽部
権田　邦敏 木全　典子 清水　涼子 田中　快枝 中村美枝子
矢口　千会 宍野　吉美 有山由美子 佐藤　文子 相馬佐代子
石川　良美 髙井　裕子 吾郷美枝子

楊式太極拳 メイプル品川・夕方
武田喜世美 岡村　賢治 進土　弘子 杉山　幸子 中田　路子
宮村　晃子 屋代　節子 栢原　康郎 小池　景子 高橋　重子

呉式太極拳 太極拳社　呉式・武式倶楽部
山口　弘子 高橋　春江 大場　孝子 高橋　繁雄

・・・・　休　憩　・・・・

42式太極拳 日 養 会
松田　智子 鎌塚　幸代 加藤　永子 原　　美 静 吉村　正昭
田中　晃子 林　　初 江 長島富貴夫 澤口賢太郎 藤城　みえ
小田　寿子 武藤佳代子 茂呂　和子 大谷　恵子 定家みさ子
松尾まゆ美 川口　敏子 山下　幸雄 長谷川玲子 申　 希 媛

総合太極拳 世田谷区武術太極拳連盟
飛矢崎顕六 岩崎　幹夫 石井　利一 石井　光子 森本　キン
飯田　良子 坂本　房子 麦　　玉 子

陳式太極拳 一如会／メイプル品川・夜間／ひまわりの会
奥　登代子 関　　ア ヤ 秋友　邦子 大野　愛子 草場斗音流
山口　静江 植田　寿子 丸山　映子 鈴木理恵子 服部　嘉子

陳式太極拳 青 龍／南大井太極拳
河村　南里 杉本　清子 石部　恵子 菅原　晶子 佐々木征子
浜田　恵子 佐久間圭子 竹山　一子 関根まゆみ

入門太極拳 エン太極拳学舎
杉原　清司 佐藤　顕紀 吉田　賢司 湯澤　千佳 榎本　　舞
三原　珠紀 三原　和子

３２式太極剣 メイプル品川・夕方
武田喜世美 岡村　賢治 進土　弘子 杉山　幸子 中田　路子
栢原　康郎 小池　景子 高橋　重子

３２式太極剣 太極拳美龍会／上野木拳倶楽部
権田　邦敏 木全　典子 佐藤　秀子 清水　涼子 田中　快枝
中村美枝子 矢口　千会 有山由美子 石川　良美 苅田　晃衣
小金井静枝 佐藤　文子 宍野　吉美 相馬佐代子 髙井　裕子
古川　知子 吾郷美枝子

32式太極剣      ホ ワ ロ ン 青木　俊夫 石井ゆり子 田中三恵子
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　　　　　　　　種　目 　　　 /  　　  所　属　団　体　 　　 /　　　  出　場　者
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【　集　団　演　武　】 No.３

No.
楊式太極拳 日 養 会

小高源太郎 小高 みどり 手塚　泰子 小田倉幸子 野田美津子
千葉 かずえ 星野　成子 岸川　洋子 秋山　敬子 長谷川玲子
西下　勝義 伊山　幸雄 柳生　安江

楊式太極拳　 一如会／メイプル品川・夜間／ひまわりの会
秋友　邦子 阿部　節 奥　登代子 関　　ア ヤ 福岡　暁美
矢澤千津江 門屋　節子 大野　愛子 猪谷　純子 大賀さち子
服部　嘉子

楊式太極拳　 青 龍
石部　恵子 佐々木征子 菅原　晶子 杉本　清子

24式太極拳 ホ ワ ロ ン
青木　俊夫 阿野まゆみ 安藤ふさ子 小式澤啓子 田中須美江
村田　早苗 茂木　洋子 中島由紀子 相原　洋子 石井 ゆり子
柴田 ゆり子 杉山　和男 杉山　孝子 瀬川 さとみ 戸川　真澄
田中三恵子 鶴谷　裕子 渕上裕美子 梅川　英恵 荒谷　幸子
須田　貞子

24式太極拳 祥 龍
沼野　　洋 石田久美子 太田　一恵 田辺　史子 中川　利子
森田　　稔 横瀬　清子 石向佐代子 野中　君子 久保　佳子
藤田　　敬 荻原　祥雄 吉田　　裕 曽禰　光子 迫田　道代
大山サチ子 山　　明代 佐藤　希一

陳式剣 メイプル品川・夜間
丸山　映子 村田　美籠 猪谷　純子 植田　寿子 大賀さち子
坂上　利章 谷口　京子 須藤　瑞代 鈴木理恵子

陳式剣 太極拳美龍会／上野木拳倶楽部
有山由美子 石川　良美 権田　邦敏 佐藤　秀子 矢口　千会
中村美枝子 吾郷美枝子

陳式槍 陳式普及会　横浜本部
横澤　仁志 横澤　隆子 中澤　勝喜 竹山　一子 関根まゆみ
河村　南里 鈴木いづみ

24式太極拳      日 養 会
立花　　剛 牧野　春子 最上恵美子 大森　和子 大森　弘雄
白井　政子 田中　和子 伊山　幸雄 長谷川玲子 山下　幸雄
長島　貞郎 小田　寿子 武藤佳代子 茂呂　和子 生沢　久美
松尾まゆ美 川口　敏子 大谷　恵子 金子　典子 伊藤　恭子
山口　純子 斉藤　光子 高山三智子 阪上　恭行 高山昇太郎
長島　牧郎 大竹　一彦 清尾　葉子 高嶺　桂子 松尾依求子
松尾　康文 前島　恵子 村田　直樹 川口　春子 鎌塚　幸代
近藤　牧子 加藤　永子 原　　美 静 吉村　正昭 田中　晃子
林　　初 江 長島富貴夫 秋山　敬子 澤口賢太郎 手塚　泰子
小田倉幸子 千葉 かずえ 野田美津子 星野　成子 小高源太郎
小高 みどり 松田　純子 岸川　洋子 西下　勝義 高野　慶子
玉田　栄子 古賀　良知 二ノ城英介 柳生　安江

　　　　　　　　種　目 　　　 /  　　  所　属　団　体　 　　 /　　　  出　場　者
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