
第 19回東京都武術太極拳選手権大会 種 目別入賞者一覧

24式太極拳A 男子

女子

24式太極拳B  男子

女子

24式太極拳C  男子 1位 自り|1悠 (し らかわ ゆう) 足立区武術太極拳連盟 8.65

2位 鈴木 龍彦 (すずき たつひこ) 全日本人極拳協会本部 8.61

3位 泉 貴則 (いずみ たかのり) 板橋区武術太極拳連盟 8.50

女子

総合太極拳AB i位 1山 田 充宏(やまだ みつひろ)1東京太極拳協会    1 患.06男子

女子 1イ立 丹生 愛子 (にぶ あいこ) 板橋区武術太極拳連盟 8.91

2位 梅沢 多賀子 (う めざわ たかこ 小平市武術太極拳連盟 8.85

3位 桂 田 麗 (かつ らだ れい ) ノヽ王子市武術太極拳連盟 8.80

総合太極拳C 男子―なし

女子 [i位 1加藤 慧菜(か とう けいな) 1足立区武術太極拳連盟 1 8.651

太極剣・ 刀 男 子

1位 真下 進 (ま しも すすむ ) 渋谷区太極拳連盟 8.76

2位 冨田 隆夫 (と みた たかお ) 東京太極拳協会 8.70

3位 高山 隆志 (たかや ま たか し) 武蔵野市武術太極拳連盟 8.60
4位 豊田 貴福 (と よだ  きよ し) 個 人 8.60

5位 松尾 康史 (ま つお やすふみ ) 西東京市太極拳協会 8.58

1位 小田井 典子 (おだい の りこ) 小平市武術太極拳連盟 8.88

2位 清水 一江 (しみず かずえ) 東京中国武術協会 8.70

3位 斉藤 恵美 (さ いとう えみ) 大田区武術太極拳連盟 8.66

4位 須永 員知子 (すなが まちこ) 台東区武術太極拳連盟 8.65

5位 松尾 依求子 (ま つお いくこ) 西東京支部太極拳連盟 8.55

1位 行田 亮 (こ うだ あきら) 日中太極拳交流協会 8。 76

2位 高野 克人 (たかの かつ と) 日中太極拳交流協会 8.73

3位 村上 雄治 (む らかみ ゆ うじ) 八王子市武術太極拳連盟 8.70

4位 中村 員二 (なかむら しんじ) 日中太極拳交流協会 8.65

5位 板橋 勇(いたばし いさむ) 東京中国武術協会 8.58

1位 高野 み どり(たかの み どり) 日中太極拳交流協会 8.78

2位 甲斐 由樹 (かい ゆき) 東京中国武術協会 8.75

3位 黒良 美里 (く ろら みさと) 東京中国武術協会 8.68

4位 山田 晃代 (やまだ あきよ) 岡1柔拳舎 8.65

5位 笠原 伊津子 (か さはら いつ こ 世田谷区武術太極拳連盟 8.61

1位 大田 恵美 (おおた えみ ) 足立区武術太極拳連盟 8.75

2位 藤原 輪 (ふ じわ ら りん) 人王子市武術太極拳連盟 8.71

3位 得字 弘美 (と くじ ひろみ) 小平市武術太極拳連盟 8.68

1位 竹内 健二 (た け うち けん じ) 東京太極拳 協会 42デ 貪ヽ1 8.83

2位 下川 和久 (し もかわ かずひさ杉並区太極拳連盟 楊式剣 8.75

3位 臼田 三良 (う すだ みつよし) 杉並区太極拳連盟 陳式会1 8.66

1イ立 那須 順子 (な す じゅんこ) 大田区武術太極拳連盟 42式会1 8.81

2位 陶山 志津子 (すやま しずこ 東京太極拳協会 呉式剣 8。 76

3位 木下 彩 (き の した あや ) 小平市武術太極拳連盟 42テ 倹ヽJ 8.75

4位 丸毛 エ リ(ま るも えり) 世田谷区武術太極拳連盟 42式会1 8.66

5位 榊原 三恵 (さ かきばら みつえ 台東区武術太極拳連盟 42式会1 8.66

太極会1・ 刀   女子



1位 鈴木 明人 (すずき あきひ と) 全 日本太極拳協会本部 48ラミ 8.56

2位 下田 善郎 (し もだ よしろう) 日中太極拳交流協会 48テヽ 8.50

3位 渡邊 一雄 (わたなべ かずお ) 日中太極拳交流協会 48テヽ 8.43

女子

楊式太極拳   男子

女子

陳式太極拳   男子

女子

呉式太極拳   男子

女子

孫式太極拳 f位 1橋本 俊一(は しもと しゅんVJノ 王ヽ子市武術太極拳連盟 1 8.66

1位 武田 幸子 (たけだ さちこ 東京中国武術協会 8.76

2位 松家 糸真 (ま つか しま) 品川区武術太極拳連盟 8.66

3位 有田 正子 (あ りた まさこ 小平市武術太極拳連盟 8.60

ジュニア太極拳2 男子 1位 1白川 悠 (し らかわ ゆう) 1星 立区武術太

女子=出 場 な し

ジュニア太極拳1 男子

女子 1位 1荒り|| イヨ(あ らかわ いよ) 足立区武術太極拳連盟  1 8.58

子

　

子

男

　

女

ねんりん

対練

i位 1多摩市大極拳連盟      1多 摩市大極拳

1位 内堀 奈保美 (う ちばり なおみ 小平市武術太極拳連盟 48デヽ 8.86

2位 榎本 由美子 (えのもと ゆみこ 世田谷区武術太極拳連盟 48デt 8.78

3位 松田 朱美 (ま つだ あけみ) 東京太極拳協会 48式 8.68

1位 立石 朝輝 (たてい し あさてる 渋谷区太極拳連盟 8.86

2位 大上 忠昭 (おお うえ ただあき 人王子市武術太極拳連盟 8.71

3位 関 忠良 (せ き ちゆうりょう) 西東京市太極拳連盟 8.68

1位 佐藤 節子 (さ とう せつこ 東京太極拳協会 8.85

2イ立 栗野 淳子 (く りの じゅんこ) 日中太極拳交流協会 8.76

3位 林 初江 (はや し はつえ ) 小平市武術太極拳連盟 8.68

1イ立 長谷川 淳 (はせがわ じゅん) 三鷹市武術太極拳連盟 8.81

2位 徐 広林 (じ ょ こうりん) 台東区武術太極拳連盟 8.75

3位 大島 正城 (おおしま まさき) 個 人 8.6C

1位 渡部 快枝 (わたなべ よしえ) 小平市武術太極拳連盟 8.85

2位 長谷川 玲子 (はせがわ れいこ品川区武術太極拳連盟 8.73

3位 佐藤 公子 (さ とう きみこ) 東京中国武術協会 8.60

1位 白石 健 (し らい し けん) 調布市武術太極拳連盟 8.70

2位 千葉 泰幸 (ち ば やすゆき) 大 田区武術太極拳連盟 8.65

3位 斉藤 正高 (さ いとう まさたカ 八王子市武術太極拳連盟 8.55

1位 渡邊 典子 (わたなべ の りこ 東京太極拳協会 8.81

2位 吉田 朋子 (よ しだ  ともこ) 日中太極拳交流 協会 8.76

3位 広瀬 純子 (ひ ろせ  じゅん こ) 大田区武術太極拳連盟 8.71

1イ立 大竹 雅大 (おおたけ まさひろ 足立区武術太極拳連盟 8.63

2位 松下 未潮 (ま つ した み しお) 日本女子太極拳クラブ 8.48

3位 小山田 亜弘(おやまだ _壁 日本女子太極拳 クラブ 8.45

立区武術太極拳連盟

杉並区太極拳連盟



集団

推手

70歳以上79歳以下 男子

80歳以上

女子

男子

女子

0入賞者数
各競技種 目は、エン トリー人数に比例 して下表の通 り入賞者を定める

エン トリー選手数 入賞者数
21名 以上 5名

6名 以上20名 以下 3名

5名 以下 1名

」
Ｌ 世 田谷 区武 術 5 盟 8.75

2 /ヽ

鰤一』
U 8.65

3 ト 8.63

腱亜劃 堀 明美・大城具知子    1調 布市武術太極拳連盟  1 8.681

11 松 田 正勝 (ま つ だ  ま かゝ つ ) 1極 8.61
2( 田中 誠 (たなか  ま こ 武 8.6(〕

3f 笛 木  一 雄 (ふ 夕 汽 か II市武 術 8_55

1イ立 児玉  道 子 (こ だ ま み ち こ 日中太極 拳 交流 協会 8.65
2イ立 小高  み ど り(おだ か  み ど り) | 盟 8.55
3位 ]田  博子 (は くた  ひ ろ こ さ悼 閣 8.53

1位 1石川 ふみ子 C｀ しJヽわ 基みこ1重蔵野市武術太極拳連盟 1 3.60


