
〈シニア男子・女子〉9月15日(日) 10:15　第2コート

番号 氏　名 都道府県 得点 番号 氏　名 都道府県 得点

1 比嘉　美智代 沖縄県 14 佐藤　美知友 岩手県

1 與那嶺　喜美 沖縄県 14 小澤　房枝 岩手県

2 小笠原　理恵 長崎県 15 新田　元子 福島県

2 帖佐　幸子 長崎県 15 新田　芳奈恵 福島県

3 德永　弘子 鹿児島県 16 日景　正広 埼玉県

3 玉川　律子 鹿児島県 16 澤口　知実 埼玉県

4 山本　かおり 岡山県 17 大田　裕子 滋賀県

4 福元　菜保子 岡山県 17 田中　美代子 滋賀県

5 伊藤　倫子 福岡県 18 小林　歩美 千葉県

5 坂本　真弓 福岡県 18 植木　智昭 千葉県

6 伊藤　千賀子 青森県 19 中山　智由 神奈川県

6 松山　貴子 青森県 19 島井　絵里子 神奈川県

7 中村　和子 愛知県 20 平林　実香 和歌山県

7 渡辺　こずえ 愛知県 20 菊池　江美子 和歌山県

8 大坪　由樹子 兵庫県 21 綿谷　昌明 山口県

8 酒井　令子 兵庫県 21 藏田　紀子 山口県

9 岸　美紀 長野県 22 伊東　千春 福井県

9 田中　美穂子 長野県 22 小林　敏枝 福井県

10 佐野　好美 静岡県 23 横山　明子 茨城県

10 桐山　千尋 静岡県 23 野中　雪子 茨城県

11 佐々木　和江 熊本県 24 向井　ゆかり 徳島県

11 遠山　美紀 熊本県 24 川上　景子 徳島県

12 手代木　典子 東京都 25 家門　俊平 大阪府

12 長谷川　恵津子 東京都 25 家門　由美 大阪府

13 浮田　文子 広島県 26 小田嶋　秀樹 岐阜県

13 舩場　由美 広島県 26 小田嶋　郁子 岐阜県

※競技日程および組合せ表は，変更となる場合があります。

競 技 編 成 表

【 太 極 拳 推 手 套 路 】



〈シニア男子・女子〉9月15日(日) 10:15　第2コート

番号 氏　名 都道府県 得点

27 堀田　和枝 栃木県

27 橋本　正美 栃木県

28 湊　和徳 三重県

28 高木　喜子 三重県

29 北尾　香代子 香川県

29 藤原　由美子 香川県

30 田中　真紀子 京都府

30 若狭　美奈 京都府

31 中嶋　芳子 秋田県

31 阿部　恵美子 秋田県

32 千田　美保 石川県

32 江村　真梨子 石川県

33 中尾　典子 宮城県

33 叶　良子 宮城県

34 山口　いづみ 新潟県

34 山口　勝巳 新潟県

35 亀田　真親 群馬県

35 田辺　由里子 群馬県

※競技日程および組合せ表は，変更となる場合があります。

競 技 編 成 表

【 太 極 拳 推 手 套 路 】



番号 氏　名 都道府県 得点

30 田中　真紀子 京都府

30 若狭　美奈 京都府

31 中嶋　芳子 秋田県

31 阿部　恵美子 秋田県

32 千田　美保 石川県

32 江村　真梨子 石川県

33 中尾　典子 宮城県

33 叶　良子 宮城県

34 山口　いづみ 新潟県

34 山口　勝巳 新潟県

35 亀田　真親 群馬県

35 田辺　由里子 群馬県

〈成年男子〉9月15日(日) 14:50　第2コート 〈成年女子〉9月16日(月) 10:00　第2コート

番号 氏　名 都道府県 得点 番号 氏　名 都道府県 得点

1 田野実　翔 栃木県 1 権藤　有紀 福岡県

2 金丸　拳也 神奈川県 2 鈴木　雅美 埼玉県

3 奥谷　伶央 愛知県 3 佐藤　未樹 新潟県

4 山崎　誠彦 長野県 4 森　ことの 愛知県

5 小笠原　真斗 京都府 5 渡邉　琳 大阪府

6 春日　敏也 埼玉県 6 関本　早織 北海道

7 森　公崇 岩手県 7 栗原　結薫 神奈川県

8 佐藤　龍之介 茨城県 8 中山　美咲 東京都

9 中田　智浩 奈良県 9 齋藤　明希 岩手県

10 佐々木　一樹 福岡県 10 花野　宏美 兵庫県

11 樋口　晶子 高知県

12 吉田　李花 千葉県

13 坂井　茉莉 長野県

14 齋藤　香織 栃木県

15 野田　恵 静岡県

16 山口　智恵実 茨城県

17 内野　詩織 広島県

18 櫻井　渚 三重県

第74回国民体育大会 武術太極拳競技会
競技編成表

競技編成表
【 二 十 六 式 太 極 拳 】

〈成年男子〉9月15日（日） 14:50　第2コート 〈成年女子〉9月16日（月） 10:00　第2コート

※競技日程および組合せ表は， 変更となる場合があります。



〈成年男子〉9月16日（月） 13:00　第1コート 〈成年女子〉9月15日（日） 13:00　第1コート

番号 氏　名 都道府県 得点 番号 氏　名 都道府県 得点

1 脇田　圭佑 新潟県 1 森　美紅奈 群馬県

2 小林　賢哉 京都府 2 田中　茉友子 兵庫県

3 梅澤　寿明 岩手県 3 三浦　真紀子 東京都

4 奈良　龍斗 秋田県 4 西野　莉奈 大阪府

5 山根　仰慈 沖縄県 5 芹野　陽香 神奈川県

6 山本　大悟 北海道 6 中村　怜菜 岩手県

7 大野　雅也 千葉県 7 江藤　瑞姫 福岡県

8 中嶋　幸志 宮城県 8 中村　楓 愛知県

9 勝部　竜海 島根県 9 伊藤　聡美 鳥取県

10 冨岡　翔陽 奈良県 10 髙木　千弘 京都府

11 布　一馬 神奈川県 11 森　鈴夏 宮城県

12 瑤寺　裕 埼玉県

13 渡邉　毅士 福岡県

14 鵜飼　匠海 愛知県

15 内野　弘毅 滋賀県

16 三島　海斗 富山県

17 松野　浩輝 香川県

18 西村　秀一 大阪府

第74回国民体育大会 武術太極拳競技会
競技編成表

競技編成表
【 国 際 第 一 套 路 長 拳 】

〈成年男子〉9月16日（月） 13:00　第1コート 〈成年女子〉9月15日（日） 13:00　第1コート

※競技日程および組合せ表は， 変更となる場合があります。



〈成年男子〉9月16日（月） 13:00　第1コート 〈成年女子〉9月15日（日） 13:00　第1コート

番号 氏　名 都道府県 得点 番号 氏　名 都道府県 得点

1 脇田　圭佑 新潟県 1 森　美紅奈 群馬県

2 小林　賢哉 京都府 2 田中　茉友子 兵庫県

3 梅澤　寿明 岩手県 3 三浦　真紀子 東京都

4 奈良　龍斗 秋田県 4 西野　莉奈 大阪府

5 山根　仰慈 沖縄県 5 芹野　陽香 神奈川県

6 山本　大悟 北海道 6 中村　怜菜 岩手県

7 大野　雅也 千葉県 7 江藤　瑞姫 福岡県

8 中嶋　幸志 宮城県 8 中村　楓 愛知県

9 勝部　竜海 島根県 9 伊藤　聡美 鳥取県

10 冨岡　翔陽 奈良県 10 髙木　千弘 京都府

11 布　一馬 神奈川県 11 森　鈴夏 宮城県

12 瑤寺　裕 埼玉県

13 渡邉　毅士 福岡県

14 鵜飼　匠海 愛知県

15 内野　弘毅 滋賀県

16 三島　海斗 富山県

17 松野　浩輝 香川県

18 西村　秀一 大阪府

第74回国民体育大会 武術太極拳競技会
競技編成表

〈少年男子〉9月16日（月） 13:00　第2コート 〈少年女子〉9月16日（月） 13:55　第2コート

番号 氏　名 都道府県 得点 番号 氏　名 都道府県 得点

1 西山　龍成 佐賀県 1 阪野　仁美 愛知県

2 松野内　稔史 神奈川県 2 稗田　咲良 宮崎県

3 小島　光博 愛知県 3 新居　直央 徳島県

4 王　駿亮 兵庫県 4 垣内　春美 和歌山県

5 門脇　翼 埼玉県 5 菊永　真子 鹿児島県

6 中川　瑛介 群馬県 6 山田　優音 宮城県

7 西野　智貴 奈良県 7 古川　紗帆 福島県

8 松本　健 福岡県 8 加藤　明花 東京都

9 田中　翔月 岩手県 9 原山　夏那 長野県

10 山崎　貴彦 長野県 10 三船　ひなた 福岡県

11 久保　春翔 滋賀県 11 高木　波南 三重県

12 岸　真優 大阪府

13 前田　瀬里 兵庫県

14 宮田　真有 富山県

15 舟木　美波 埼玉県

16 平田　恵時 奈良県

17 鵜飼　瑚子 北海道

18 石原　ほしの 沖縄県

第74回国民体育大会 武術太極拳競技会
競技編成表

競技編成表
【 ジ ュ ニ ア 太 極 拳 2 】

〈少年男子〉9月16日（月） 13:00　第2コート 〈少年女子〉9月16日（月） 13:55　第2コート

※競技日程および組合せ表は， 変更となる場合があります。



〈少年男子〉9月16日（月） 10:00　第1コート 〈少年女子〉9月15日（日） 10:15　第1コート

番号 氏　名 都道府県 得点 番号 氏　名 都道府県 得点

1 奥村　瑛仁 静岡県 1 河原　美優 島根県

2 前田　琉晟 鳥取県 2 鎌田　明日香 宮城県

3 稲垣　璃樹 栃木県 3 休井　美空 兵庫県

4 小野原　巧大 三重県 4 若松　咲里 鹿児島県

5 森　俊亮 京都府 5 淺川　美月 群馬県

6 益川　和久 埼玉県 6 八重樫　華凛 岩手県

7 古謝　泰斗 沖縄県 7 横町　真実 広島県

8 馬場　天都 愛知県 8 後藤　咲稀 北海道

9 庄野　翔太郎 兵庫県 9 大塚　咲良 福島県

10 山田　優樹 岐阜県 10 岩﨑　萌 埼玉県

11 西山　晴喜 佐賀県 11 片山　千佳子 鳥取県

12 大塚　麟太朗 福岡県 12 小舩　愛賀 福岡県

13 杉山　徹朗 神奈川県 13 山中　颯月 静岡県

14 泉谷　優介 秋田県 14 安藤　里紗 富山県

15 小川　瑛紀 青森県 15 松下　晴香 岐阜県

16 鬼追　元 奈良県 16 伊藤　せら 愛知県

17 佐藤　慎之介 北海道 17 宮中　愛海 宮崎県

18 中村　大斗 千葉県 18 木村　心 香川県

19 西垣　春之介 大阪府 19 井崎　望生 京都府

20 古川　太一 大分県 20 石橋　美空 青森県

21 廣瀬　大己 富山県

22 大森　雅弘 岡山県

23 及川　大夢 宮城県

24 鶴田　基起 広島県

25 森　耀慧 島根県

26 松川　爽人 石川県

27 原口　海 群馬県

28 松下　翔平 長崎県

29 山地　悠敬 香川県

30 髙村　優成 福井県

第74回国民体育大会 武術太極拳競技会
競技編成表

競技編成表
【 初 級 長 拳 】

〈少年男子〉9月16日（月） 10:00　第1コート 〈少年女子〉9月15日（日） 10:15　第1コート

※競技日程および組合せ表は， 変更となる場合があります。


