
＜２級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 白川 敦士 筑波大学 大２ 2.85

＜３級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 田畑 憧汰 名古屋芸術大学 大１ 6.55

2 Xuan Anh Nguyen 筑波大学 大３ 6.20

3 松井 実保 名古屋芸術大学 大４ 5.90

4 江守 真生子 新潟大学 大１ 5.85

5 川添 安希子 松本大学 大２ 5.80

6 萩原 沙里奈 筑波大学 大１ 5.70

7 石原 崇寛 駿河台大学 大２ 5.65

8 菊池 月 筑波大学 大１ 5.60

9 遠藤 茉奈実 新潟大学 大１ 5.40

10 加納 舜佳 琉球大学 大１ 5.35

10 南雲 彩香 松本大学 大２ 5.35

12 高橋 侑希 駿河台大学 大２ 5.30

13 溝口 諒真 琉球大学 大１ 5.25

13 比屋根 美涼 琉球大学 大１ 5.25

13 森 陽菜 松本大学 大２ 5.25

16 小宮山 真衣 松本大学 大２ 5.20

17 尾崎 百 琉球大学 大２ 4.90

18 佐藤 凪 琉球大学 大１ 4.65

19 安慶名 朋花 琉球大学 大１ 4.55

20 森 文乃 名古屋芸術大学 大１ 4.30

21 阿久津 開 筑波大学 院１ 4.25

第14回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　級別直転結果

【期間】2018年8月18日(土) ・ 19日(日)　　【会場】つくば市 桜総合体育館



＜４級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 高橋 香介 駿河台大学 大１ 4.75

2 伊藤 寛弥 駿河台大学 大１ 4.60

＜５級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 清水 爽香 東京農工大学 大２ 4.90

2 深谷 妃菜 名古屋芸術大学 大１ 4.85

3 川口 悦世 名古屋芸術大学 大１ 4.65

4 加藤 蘭 名古屋芸術大学 大１ 4.60

5 内山 元稀 駿河台大学 大１ 4.40

6 長澤 知宏 東京農工大学 院２ 4.35

7 林 芽生 駿河台大学 大１ 4.20

8 匂坂 仁 東京農工大学 大１ 3.95

9 深澤 哲 駿河台大学 大１ 2.80



＜２級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 狩野 莉奈 筑波大学 大２ 3.75

2 古田 直也 松本大学 大４ 3.50

3 二村 崚介 名古屋芸術大学 大４ 3.00

4 山口 章太 琉球大学 大３ 2.40

＜３級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 安部 夏月 東京農工大学 大１ 4.10

2 米子 佳蓮 筑波大学 大２ 3.35

3 大畠 未都来 筑波大学 大２ 3.25

4 新庄 祥弘 筑波大学 大２ 3.00

5 尾崎 百 琉球大学 大２ 2.50

＜４級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 鈴木 菜桜 国際基督教大学 大２ 3.20

2 森 陽菜 松本大学 大２ 2.90

2 塚原 彩香 松本大学 大３ 2.90

4 加藤 玲 新潟大学 大２ 2.70

5 川添 安希子 松本大学 大２ 2.60

6 井上 咲子 新潟大学 大２ 1.55

7 酒井 美岬 東京家政学院大学 大２ 0.70

第14回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　級別斜転結果

【期間】2018年8月18日(土) ・ 19日(日)　　【会場】つくば市 桜総合体育館



＜５級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 中村 楓佳 新潟大学 大２ 2.05

2 鈴木 蒼太 駿河台大学 大２ 1.80

2 北島 栄司 琉球大学 大４ 1.80

4 比屋根 美涼 琉球大学 大１ 1.65

5 佐藤 凪 琉球大学 大１ 1.60

6 白川 敦士 筑波大学 大２ 1.55

6 萩原 沙里奈 筑波大学 大１ 1.55

8 服部 航平 名古屋芸術大学 大３ 1.50

9 田畑 憧汰 名古屋芸術大学 大１ 0.95

10 安慶名 朋花 琉球大学 大１ 0.80

10 加納 舜佳 琉球大学 大１ 0.80

10 南雲 彩香 松本大学 大２ 0.80

13 阿久津 開 筑波大学 院１ 0.65

14 溝口 諒真 琉球大学 大１ 0.20

14 川口 悦世 名古屋芸術大学 大１ 0.20

14 菊池 月 筑波大学 大１ 0.20

14 森 文乃 名古屋芸術大学 大１ 0.20

14 深谷 妃菜 名古屋芸術大学 大１ 0.20



＜開脚支持転回跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 古田 直也 松本大学 大４ 6.80

＜開脚屈身跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 北添 航平 琉球大学 大３ 8.45

2 大畠 未都来 筑波大学 大２ 7.60

3 尾崎 百 琉球大学 大２ 7.25

4 狩野 莉奈 筑波大学 大２ 7.20

5 佐藤 千浩 新潟大学 大４ 7.10

5 二村 崚介 名古屋芸術大学 大４ 7.10

5 井上 咲子 新潟大学 大２ 7.10

8 安部 夏月 東京農工大学 大１ 6.95

9 加藤 玲 新潟大学 大２ 6.75

10 南雲 彩香 松本大学 大２ 6.70

11 森 陽菜 松本大学 大２ 6.70

12 川添 安希子 松本大学 大２ 6.45

13 小宮山 真衣 松本大学 大２ 5.95

＜伸身跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 新庄 祥弘 筑波大学 大２ 7.20

2 白川 敦士 筑波大学 大２ 7.05

3 阿久津 開 筑波大学 院１ 7.00

4 鈴木 蒼太 駿河台大学 大２ 6.15

5 服部 航平 名古屋芸術大学 大３ 6.00

第14回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　級別跳躍結果

【期間】2018年8月18日(土) ・ 19日(日)　　【会場】つくば市 桜総合体育館



5 岡本 楓 名古屋芸術大学 大４ 6.00

7 田畑 憧汰 名古屋芸術大学 大１ 5.95

8 中村 楓佳 新潟大学 大２ 5.75

＜閉脚かかえこみ跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 溝口 諒真 琉球大学 大１ 6.45

＜開脚座り＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 石原 崇寛 駿河台大学 大２ 5.45

2 内山 元稀 駿河台大学 大１ 5.40

3 高橋 香介 駿河台大学 大１ 5.30

4 伊藤 寛弥 駿河台大学 大１ 5.05

5 匂坂 仁 東京農工大学 大１ 4.85

6 江守 真生子 新潟大学 大１ 4.60

7 佐藤 凪 琉球大学 大１ 4.50

8 長澤 知宏 東京農工大学 院２ 4.45

9 森 文乃 名古屋芸術大学 大１ 4.25

10 安慶名 朋花 琉球大学 大１ 4.20

10 松井 実保 名古屋芸術大学 大４ 4.20

12 加納 舜佳 琉球大学 大１ 4.05

13 深谷 妃菜 名古屋芸術大学 大１ 3.95

13 加藤 蘭 名古屋芸術大学 大１ 3.95

15 林 芽生 駿河台大学 大１ 3.95

16 清水 爽香 東京農工大学 大２ 3.90

17 比屋根 美涼 琉球大学 大１ 3.90


