
 

 

２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度    
第第第第４３４３４３４３回大和市総合回大和市総合回大和市総合回大和市総合スポーツスポーツスポーツスポーツ選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会    

第第第第２１２１２１２１回大和市太極拳選手権大会回大和市太極拳選手権大会回大和市太極拳選手権大会回大和市太極拳選手権大会    

２０１１年 ７月３１日（日） 

１０：００～１６：００ （予定） 

大和スポーツセンター ３階 第三体育室 

主催 大和市教育委員会 

     大和市体育協会 

主管 大和市太極拳協会 

後援 神奈川県武術太極拳連盟 
  



日程日程日程日程表表表表    
    

 ９：００ ＡＭ 受付受付受付受付    

１０：００ ＡＭ 開会式開会式開会式開会式 

■開会挨拶  大和市太極拳協会会長   佐藤 衛 

■審判団紹介 

１０：１５ ＡＭ 集団集団集団集団    

 男子男子男子男子    ２４２４２４２４式式式式太極拳Ｓ太極拳Ｓ太極拳Ｓ太極拳Ｓ    

 女子女子女子女子    ２４式太極拳２４式太極拳２４式太極拳２４式太極拳ＳＳＳＳ    

 男子男子男子男子    ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ    

 女子女子女子女子    ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ    

１２：００ ＰＭ 昼休み昼休み昼休み昼休み    

１２：４０ ＰＭ 男子男子男子男子    伝統伝統伝統伝統太極拳太極拳太極拳太極拳    

 男子男子男子男子    ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ    

 女子女子女子女子    ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ    

２：００ ＰＭ 休憩休憩休憩休憩    

２：１５ ＰＭ 男子男子男子男子    ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ    

 女子女子女子女子    ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ    

 男子男子男子男子    ４８式・８８式太極拳４８式・８８式太極拳４８式・８８式太極拳４８式・８８式太極拳    

 女子女子女子女子    ４８式・８８式太極拳４８式・８８式太極拳４８式・８８式太極拳４８式・８８式太極拳    

 男子男子男子男子    ３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣    

 女子女子女子女子    ３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣    

 男子男子男子男子    ４２式太極剣４２式太極剣４２式太極剣４２式太極剣    ／／／／    女子女子女子女子    ４２式剣４２式剣４２式剣４２式剣    

 女子女子女子女子    陳式剣陳式剣陳式剣陳式剣    

 男子男子男子男子    総合太極拳ＡＢ総合太極拳ＡＢ総合太極拳ＡＢ総合太極拳ＡＢ    

３：３０ ＰＭ 閉会閉会閉会閉会式式式式 

■表彰式 

■講評    審判長          矢島 孝一郎 

■閉会挨拶  大和市太極拳協会副会長  海井 廣義 

 



 ９９９９::::００００００００    開場開場開場開場        選手受付開始 

 

１０１０１０１０::::００００００００    開会式開会式開会式開会式    

 

開会挨拶  大和市太極拳協会会長 佐藤 衛 

審判団紹介 

総審判長 佐藤 衛 

審判長 矢島 孝一郎 

執行審判員 １号  金井 逸郎 

  ２号  河村 南里 

  ３号  小須田 正孝 

  ４号  椎名 功 

  ５号  鈴木 京子 

套路審判員 延原 登美子 

計時  佐藤 明 

 

 

１０１０１０１０::::１５１５１５１５    競技開始競技開始競技開始競技開始    

集団集団集団集団                １０：１５～１０１０：１５～１０１０：１５～１０１０：１５～１０：：：：５５５５５５５５                                ５５５５チームチームチームチーム    

順番順番順番順番    種目／団体名種目／団体名種目／団体名種目／団体名    選手名選手名選手名選手名    得点得点得点得点    

赤松 貞美 峰  裕子 市川 一乃 

近藤 昭子 小川 徳子 沼田 道子 

小菅 洋子 山下 幸江 執行 隆祠 

1 ４８式自選 

桜丘太極拳クラブ 

熟年の星 

 執行 叔子   

 

宇都宮徳久 廣島 雅子 山口 紀子 

小杉麻里子 中田 迪子 杉谷 美恵 

2 ２４式自選 

つきみ野太極拳クラブ 

つきみ野チーム    

 

下条  武 廣田 晴代 小野 教子 

中村 トク 森谷早百合 戸谷 康夫 

3 ２４式自選 

渋谷太極拳クラブ 

    

 

中谷 美砂 昆 智恵子 清島 涼子 

山嵜たか子   

4 ４２式剣 

桜丘太極拳クラブ 

桜丘レインボー    

 

望月 則男 望月 葉子 明吉 洋子 

岩渕 泰子 三国 修一 中山 智子 

5 ２４式自選 

中会館太極拳クラブ 

花みずき    

 

 

 



男子男子男子男子    ２４式太極拳２４式太極拳２４式太極拳２４式太極拳 SSSS        １０：５５１０：５５１０：５５１０：５５～１１～１１～１１～１１：：：：００００５５５５                    ２２２２名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 佐藤 琢 相模台太極拳やわらぎ会  1 

B 松尾 洋三 下鶴間太極拳クラブ  

女子女子女子女子    ２４式太極拳２４式太極拳２４式太極拳２４式太極拳 SSSS        １１：０１１：０１１：０１１：０５～１１５～１１５～１１５～１１：：：：２０２０２０２０                                        ３３３３名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 祝 秀英 下和田太極拳クラブ  1 

B 佐野 奈美 下和田太極拳クラブ  

2 A 高橋 敦子 渋谷太極拳クラブ  

男子男子男子男子    ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ        １１：２０～１１１１：２０～１１１１：２０～１１１１：２０～１１：：：：４０４０４０４０                    ４４４４名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 峰 輝八郎 桜ヶ丘太極拳クラブ  1 

B 八塚 茂樹 太極拳十二  

A 菅谷 健夫 渋谷太極拳クラブ  2 

B 田窪 武彦 大和孔拳会  

女子女子女子女子    ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ２４式太極拳Ａ        １１：４１１：４１１：４１１：４００００～１２～１２～１２～１２：：：：００００００００                    ４４４４名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 濱 由紀子 林間太極拳クラブ  1 

B 天野 光 上草柳オーロラクラブ  

A 斎藤 君子 林間太極拳クラブ  2 

B 劉 文芳 下和田太極拳クラブ  

 

 

    

１２：００～１２：４１２：００～１２：４１２：００～１２：４１２：００～１２：４００００            昼食休憩昼食休憩昼食休憩昼食休憩            

 

    

 

 

 



男子男子男子男子    伝統伝統伝統伝統太極拳太極拳太極拳太極拳        １２：４０～１２１２：４０～１２１２：４０～１２１２：４０～１２：：：：５５５５５５５５                    ３３３３名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    種目種目種目種目    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 高橋 純臣 楊式 上草柳オーロラクラブ  1 

B 田中 曻 楊式 つきみ野太極拳クラブ  

2 A 中山 智由 陳式 大和孔拳会  

男子男子男子男子    ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ        １２：５５１２：５５１２：５５１２：５５～１３～１３～１３～１３：：：：１５１５１５１５                                        ４４４４名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 影山 博 大和太極拳同好会  1 

B 片岡 春樹 林間太極拳クラブ  

A 多田 傑 下鶴間太極拳クラブ  2 

B 桑原 信一 下鶴間太極拳クラブ  

女子女子女子女子    ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ２４式太極拳Ｂ        １３：１５１３：１５１３：１５１３：１５～１４～１４～１４～１４：：：：００００００００                                    １２１２１２１２名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 広島 雅子 つきみ野太極拳クラブ  1 

B 永田 千代美 中林拳周会  

A 酒井 ゆかり 林間太極拳クラブ  2 

B 高野 福子 南林間太極拳クラブ  

A 早野 陽子 太極拳十二  3 

B 庄司 澄江 南林間太極拳クラブ  

A 那須 登代美 下鶴間太極拳クラブ  4 

B 田代 弘子 相模台太極拳やわらぎ会  

A 横田 淳子 太極拳十二  5 

B 多田 美保子 下鶴間太極拳クラブ  

A 小原 洋子 林間太極拳クラブ  6 

B 佐々木 みちよ 上草柳オーロラクラブ  

 

 

１４：００～１４：１１４：００～１４：１１４：００～１４：１１４：００～１４：１５５５５            休憩休憩休憩休憩             

 

 



男子男子男子男子    ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ        １４：１５～１４１４：１５～１４１４：１５～１４１４：１５～１４：：：：２５２５２５２５                                        １名１名１名１名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

1 A 岩部 一宏 つきみ野拳周会  

女子女子女子女子    ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ２４式太極拳Ｃ        １４：２５～１４１４：２５～１４１４：２５～１４１４：２５～１４：：：：４０４０４０４０                                    ３３３３名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 長澤 千鶴 大和孔拳会  1 

B 下西ノ園 理恵 大和太極拳同好会  

2 A 平山 直美 太極拳十二  

男男男男子子子子    ４４４４８８８８式式式式・８８式太極拳・８８式太極拳・８８式太極拳・８８式太極拳        １４：４０～１４１４：４０～１４１４：４０～１４１４：４０～１４：：：：５０５０５０５０                                        ２２２２名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 宇都宮 徳久 つきみ野太極拳クラブ  1 

B 金平 征 つきみ野拳周会  

女子女子女子女子    ４４４４８８８８式式式式・８８式太極拳・８８式太極拳・８８式太極拳・８８式太極拳        １１１１４：５０～１４４：５０～１４４：５０～１４４：５０～１４：：：：５５５５５５５５                                        １名１名１名１名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

1 A 島井 絵里子 大和孔拳会  

男子男子男子男子    ３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣        １４：５５～１５１４：５５～１５１４：５５～１５１４：５５～１５：：：：０５０５０５０５                                        １名１名１名１名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

1 A 仲戸川 栄 下和田太極拳クラブ  

女女女女子子子子    ３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣３２式太極剣        １５：０５～１５１５：０５～１５１５：０５～１５１５：０５～１５：：：：１０１０１０１０                                        ２名２名２名２名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 和田 百合子 大和孔拳会  1 

B 長谷川 あつみ 下鶴間太極拳クラブ  

 

 

 



男子男子男子男子４２式剣／女子４２式剣４２式剣／女子４２式剣４２式剣／女子４２式剣４２式剣／女子４２式剣    １５１５１５１５：１０～１５：１０～１５：１０～１５：１０～１５：：：：１５１５１５１５                                            １１１１名名名名／１名／１名／１名／１名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

A 長澤 英雄 大和太極拳同好会  1 

B 昆 智恵子 下和田太極拳クラブ  

女子女子女子女子    陳式剣陳式剣陳式剣陳式剣            １５：１５～１５１５：１５～１５１５：１５～１５１５：１５～１５：：：：２０２０２０２０                                        １１１１名名名名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

1 A 斉藤 明子 南林間太極拳クラブ  

男子男子男子男子    総合太極拳総合太極拳総合太極拳総合太極拳 ABABABAB        １５：２０～１５：３０１５：２０～１５：３０１５：２０～１５：３０１５：２０～１５：３０                                        １名１名１名１名    

順番順番順番順番    選手名選手名選手名選手名    所属所属所属所属    得点得点得点得点    

1 A 立花 隆輝 つきみ野拳周会  

    

    

１１１１５５５５：：：：３０３０３０３０    閉会式閉会式閉会式閉会式    

 表彰式 

講評  審判長   矢島 孝一郎 

閉会挨拶  大和市太極拳協会副会長 海井 廣義 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

大和市太極拳協会大和市太極拳協会大和市太極拳協会大和市太極拳協会    
http://www.geocities.jp/yamatotaichi1980/ 

 

 

 

 
    

☯    ２０２０２０２０１１１１１１１１年度年度年度年度    大和市太極拳選手権大会実行委員大和市太極拳選手権大会実行委員大和市太極拳選手権大会実行委員大和市太極拳選手権大会実行委員    ☯    
 

大会実行委員長 大野 麻美 

大会副委員長  片岡 春樹 

競技進行 

コート主任 山田 辰吉 

召集  椎名 紀子・野崎 和賀子 

スコア掲示 竹口 節子・安西 喜恵 

受付   河野 桂子・金子 ヤエ子 

弁当   三浦 雅子・大谷 トキ子 

放送   古川 和子・東海林 吉子・吉本 たか子 

設営   片岡 春樹・早野 陽子・平山 直美・八塚 茂樹・高瀬 健治・西 千代子 

   服部 陽子・渡辺 正信・渡辺 眞理子・荒木 孝信・影山 博 

審判   海井 廣義 

記録   中山 智由・立花 隆輝 

表彰   田口 則子・松尾 洋三・丸山 次人・小杉 麻里子 

広報   多田 傑・市塚 信夫 

事務   高橋 純臣・中山 智由 

会計   永田 千代美 

懇親会  永田 千代美・片岡 春樹 
 


