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個人競技

男子　総合太極拳AＢ 1位 大見川　匡人 日中太極拳交流協会

2位 伊藤　正 蕨市武術太極拳連盟

女子　総合太極拳AＢ 1位 清水　理佐 東京太極拳協会

2位 武石　英子 川口市武術太極拳連盟

3位 瑤寺　理恵子 所沢市太極拳連盟

女子　総合太極拳C 1位 伊藤　悠希 寄居町武術太極拳協会

2位 斉藤　萌 寄居町武術太極拳協会

男子　２４式太極拳A 1位 岡田　幸雄 さいたま市太極拳連盟

2位 渡部　靖昭 ふじみ野市武術太極拳連盟

3位 北村　敏雄 東京中国武術協会

4位 大野　泰史 蓮田市太極拳協会

5位 佐藤　潔 上尾市武術太極拳連盟

6位 小川　雅敬 東京中国武術協会

7位 仙田　忠雄 ふじみ野市武術太極拳連盟

７位 斉藤　哲夫 越谷市武術太極拳連盟

女子　２４式太極拳A 1位 三苫　展子 さいたま市太極拳連盟

2位 遠山　美枝子 東京中国武術協会

3位 大類　礼子 狭山市武術太極拳連盟

4位 江橋　佳恵 さいたま市太極拳連盟

5位 姚　雅琴 所沢市太極拳連盟

6位 増田　八重子 久喜市武術太極拳連盟

7位 石川　典子 越谷市武術太極拳連盟

8位 鈴木　千津子 寄居町武術太極拳協会

9位 大澤　大美 深谷市武術太極拳連盟

10位 齋藤　邦子 所沢市太極拳連盟

11位 藤元　久美子 狭山市武術太極拳連盟

12位 深谷　節子 寄居町武術太極拳協会
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男子　２４式太極拳B 1位 宮寺　浩一 飯能市武術太極拳連盟

2位 松尾　洋平 寄居町武術太極拳協会

3位 斉藤　浩史 和光市武術太極拳連盟

女子　２４式太極拳B 1位 真尾　久美子 寄居町武術太極拳協会

2位 関　眞理子 飯能市武術太極拳連盟

3位 片桐　浩子 個人 板橋区武術太極拳連盟

4位 須鎗　久実 川口市武術太極拳連盟

5位 染宮　晶子 日中太極拳交流協会

6位 佐藤　香苗 東京中国武術協会

7位 大熊　佐知子 蓮田市太極拳協会

8位 内田　真紀 深谷市武術太極拳連盟

男子　２４式太極拳C 1位 江尻　貞暢 さいたま市太極拳連盟

2位 石垣　祐介 越谷市武術太極拳連盟

女子　２４式太極拳C 1位 野々瀬　里香 戸田市武術太極拳連盟

1位 藤波　樹花 寄居町武術太極拳協会

3位 石井　はるか 越谷市武術太極拳連盟

1位 舟木　美波 所沢市太極拳連盟

2位 坪木　由彩 所沢市太極拳連盟

男子　太極剣・刀 1位 徳田　嘉男 和光市武術太極拳連盟

2位 茂木　賢二 さいたま市太極拳連盟

3位 佐藤　忠司 行田市武術太極拳連盟

4位 会田　博之 越谷市武術太極拳連盟

5位 塩沢　栄一 久喜市武術太極拳連盟

女子　太極剣・刀 1位 久慈　静子 春日部市武術太極拳連盟

2位 金子　惠子 越谷市武術太極拳連盟

3位 中込　薫 蕨市武術太極拳連盟

4位 藤谷　珠江 狭山市武術太極拳連盟

5位 宇野　三津子 さいたま市太極拳連盟

6位 瀬戸　庸子 寄居町武術太極拳協会

7位 古川　三恵子 さいたま市太極拳連盟

8位 外川　みゆき 越谷市武術太極拳連盟

女子　ジュニア太極拳１
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男子　４８式・８８式太極拳 1位 鈴木　明人 全日本太極拳協会本部

2位 新井　一彦 日中太極拳交流協会

女子　４８式・８８式太極拳 1位 野口　薫 越谷市武術太極拳連盟

2位 前田　穏子 寄居町武術太極拳協会

3位 佐藤　みどり 行田市武術太極拳連盟

4位 井田　智子 春日部市武術太極拳連盟

5位 小池　利江 和光市武術太極拳連盟

男子　楊式太極拳 1位 川島　壽一 ふじみ野市武術太極拳連盟

2位 伊藤　利晶 宮代町太極拳連盟

女子　楊式太極拳 1位 篠田　恵子 越谷市武術太極拳連盟

2位 大山　佐智子 上尾市武術太極拳連盟

3位 片田　明子 行田市武術太極拳連盟

4位 長塚　裕美 寄居町武術太極拳協会

5位 永井　康子 和光市武術太極拳連盟

男子　陳式太極拳 1位 杉山　忠弘 東京太極拳協会

2位 林　弘高 越谷市武術太極拳連盟

女子　陳式太極拳 1位 伊東　幸子 東京太極拳協会

2位 横田　優子 飯能市武術太極拳連盟

3位 羽根田　淳子 東京中国武術協会

4位 岩井　たい子 さいたま市太極拳連盟

5位 矢島　宏子 幸手市武術太極拳連盟

男子　呉式太極拳 1位 小池　義則 和光市武術太極拳連盟

2位 内田　雅己 さいたま市太極拳連盟

3位 打田　雅昭 蓮田市太極拳協会

女子　呉式太極拳 1位 柴田　典代 越谷市武術太極拳連盟

2位 関口　祐子 東京中国武術協会

男子　孫式太極拳 1位 上田　哲也 蕨市武術太極拳連盟

2位 藤田　雄也 寄居町武術太極拳協会

女子　孫式太極拳 1位 持田　廣子 久喜市武術太極拳連盟

2位 小島　恵子 幸手市武術太極拳連盟

3位 菅野　久美子 蓮田市太極拳協会
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団体

対練 森高菜月

舟木美波

中野賢一 

黒田純子

集団 1位 真尾　久美子他7名 寄居町武術太極拳協会

2位 内山　光恵他5名 川口市武術太極拳連盟

3位 古川　三恵子他5名 さいたま市太極拳連盟

太極拳推手規定套路 川田まゆ子

久慈静子

小池義則

小池利江

鈴木明人

大沼大輔

弘澤成美

矢向美知子

後藤芳江

大類礼子

和光市武術太極拳連盟

全日本太極拳協会本部

1位 和光市武術太極拳連盟

2位 宮代町太極拳連盟

1位 さいたま市太極拳連盟

2位

3位

4位 全日本太極拳協会本部

5位 狭山市武術太極拳連盟
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