
24式太極拳A

24式太極拳B

24式太極拳C

総合太極拳AB 男子

女 子

総合太極拳C 男子―なし

女 子

太極貪1・ 刀  男子

女子

48式・88式  男子

女子

楊式太極拳  男子

女子

陳式太極拳  男子

第29回全日本選手権大会東京都代表一覧

男子 真下 進 (ま しも す主聖を    1渋釜巨人極拳連盟   1 8,76

女子 小田井 典子 (お だしさ__2り 二) |イ地 菫衡木極拳連盟  1 8.88

男子 行百 亮てこぅだ あさら)  J日 宝A極拳変流協会  1 8.76

女子 隔再
~み

ごり(たかの 生どり) 1目 中太極拳交流協会  1 8.781

男子 白川 悠てしらかわ 空2)   1足立区武術木極拳連盟 1 8.65

女子 大田 恵美(おおた えみ2    1足立区菫術太極拳連盟 I  J75

山田 充宏 (やまだ みつひ ろ) 東京太極拳協会 8.96

増永 法義 (ま すなが の りよし) 個人 8.78

丹生 愛子 (にぶ あいこ) 板橋区武術太極拳連盟 8.91

梅沢 多賀子 (う めざわ たかこ) 小平市武術太極拳連盟 8.85

加藤 慧莱 (か とう けいな) 足立区武術太極拳連盟 8.65

陶山 優月 (と うやま ゆつき) 江戸川 区武術太極拳連盟 8.63

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

足立 宏光 (あ だち ひろみつ ) 杉並区太極拳連盟 呉式刀 8.66

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

陶山 志津子 (すやま しずこ) 東京太極拳協会 呉式会1 8,76

鈴木 明人 (すずき あきひと) 全 日本太極拳協会本部 48テヽ 8.56

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

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

榎本 由美子 (え のもと ゆみこ) 世田谷区武術太極拳連盟 48テヽ 8.78

立石 朝輝 (た てい し あさてる) 渋谷区太極拳連盟 8.86

大上 忠昭 (おお うえ ただあき) 八王子市武術太極拳連盟 8.71

佐藤 節子 (さ とう せつこ) 東京太極拳協会 8.85

栗野 淳子 (く りの じゅん こ) 日中太極拳交流協会 8.76

長谷り|1 淳 (はせがわ じゆん) 三鷹市武術太極拳連盟 8.81

徐 広林 (じ ょ こうりん) 台東区武術太極拳連盟 8.75

渡部 快枝 (わ たなべ よしえ) 小平市武術太極拳連盟 8.85

長谷り|1 玲子 (はせがわ れいこ 品川区武術太極拳連盟 8.73
女 子



白石 健(し らいし けた) 調布市武術太極拳連盟 8.70

千葉 泰幸(ちば tすゆき) 大田区武術太極拳連盟 8.65
呉式太極拳  男子

女子

孫式太極拳  男子

女子

ねんりん

対練

集団

推手

多摩市大極拳連盟 多摩市太極拳連盟   1 8.63

足立区武術太極拳連盟 対刺倹1 8.75

杉並区大極拳連盟 三才刀対練 8.70

世田谷区武術太極拳連盟 山西河南形意対練 8.63

世田谷区武術太極拳連 8.75

堀 明美 。大城真知子      団 布市武術太極拳連盟  1 8.6o

渡邊 典子 (わ たなべ 2型_⊇ 東京太極拳協会 8.81

吉田 朋子 (よ しだ ともこ) 日中太極拳交流協会 8.76

橋本 俊一(は しもと しゆ/●い旦 八王子市武術太極拳連盟 8.66

安藤 肇 (あ んどう はじめ) 日中太極拳交流協会 8.51

武田 幸子 (た けだ _さ ちこ) 東京中国武術協会 8.76

松家 糸真 (まつか しま) 品川区武術太極拳連盟 8.66


