
総合部⾨

男子総合部門
順位 氏　名 所　属 総合点

1 森 ⼤輔 筑波⼤学 （3年） 17.40

2 本⾕ 聡 東京芸術⼤学 （⾮講師） 17.35

3 松本 陽⼀ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 17.05

4 吉川 泰昭 琉球⼤学 （2年） 16.90

5 ⻄井 陽平 東芝ラートクラブ   16.45

6 ⼤平 秀徳 ⼭九株式会社   16.10

7 沖⽥ 祐蔵 筑波⼤学 （4年） 16.00

8 後藤 勇典 琉球⼤学 （2年） 16.00

9 渡辺 直也 コマツ東京株式会社   14.85

10 押⽥ 洋之 東海⼤学ラート部 （ＯＢ） 13.70

11 津村 健⼆ 阪南⼤学ラート研究会 （4年） 13.30

12 ⾼⼭ 真介 阪南⼤学ラート研究会 （3年） 12.50

13 余⽥ 亮太 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 12.45

14 ⻄井 啓介 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （3年） 12.15

女子総合部門
順位 氏　名 所　属 総合点

1 ⽵内 直美 県⽴湘南養護学校 （教諭） 17.90

2 ⾚嶺 綾乃 琉球⼤学 （院2年） 17.30

3 檜⽪ 貴⼦ 筑波⼤学 （2年） 17.20

4 若⼭ 厚⼦ つくば看護専⾨学校 （1年） 16.60

5 深瀬友⾹⼦ 筑波⼤学 （2年） 15.40

6 中吉 紘⼦ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （ＯＧ） 13.40

7 ⾚嶺 明乃 琉球⼤学 （2年） 13.05

8 ⽥原奈美恵 ⽇産⾞体コンピューターサービス（株）   10.45

9 ⼤⽥ 杏⼦ 琉球⼤学 （3年） 9.20

10 ⼭⽊ 栄美 新潟⼤学 （2年） 9.15

11 太⽥ 好美 聖徳⾼校 （1年） 棄権



直転部⾨

男子直転部門
順位 氏　名 所　属 得　点

1 渡辺 直也 コマツ東京株式会社   9.25

2 本⾕ 聡 東京芸術⼤学 （⾮講師） 9.20

3 沖⽥ 祐蔵 筑波⼤学 （4年） 8.90

4 森 ⼤輔 筑波⼤学 （3年） 8.85

4 松本 陽⼀ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 8.75

6 吉川 泰昭 琉球⼤学 （2年） 8.65

7 ⻄井 陽平 東芝ラートクラブ   8.65

8 ⼭⽥ 優⼀ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 8.40

9 後藤 勇典 琉球⼤学 （2年） 7.95

10 ⼤平 秀徳 ⼭九株式会社   7.50

11 笠井 雅史 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （2年） 7.20

12 余⽥ 亮太 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 7.05

13 押⽥ 洋之 東海⼤学ラート部 （ＯＢ） 6.80

14 ⻄井 啓介 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （3年） 6.50

15 ⾼⼭ 真介 阪南⼤学ラート研究会 （3年） 6.05

16 伊藤 ⼀英 阪南⼤学ラート研究会 （3年） 6.00

17 津村 健⼆ 阪南⼤学ラート研究会 （4年） 5.95

18 寺⼾洋⼀郎 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （3年） 5.65

19 丸岡 広明 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （2年） 5.50

20 遠藤 進亮 富⼠宮市体操協会   5.30

女子直転部門
順位 氏　名 所　属 得　点

1 ⽵内 直美 県⽴湘南養護学校 （教諭） 9.35

2 檜⽪ 貴⼦ 筑波⼤学 （2年） 9.05

3 ⾚嶺 綾乃 琉球⼤学 （院2年） 8.65

4 深瀬友⾹⼦ 筑波⼤学 （2年） 8.10

5 若⼭ 厚⼦ つくば看護専⾨学校 （1年） 7.80

6 中吉 紘⼦ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （ＯＧ） 7.70

7 吉⽥  望 ⽟川聖学院⾼等部 （1年） 7.25

8 下⼊佐暁⼦ 東海⼤学病院   7.20



9 岩崎 ま⾐ 聖徳⾼校 （1年） 6.70

9 ⼿塚 ⽂⼦ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （2年） 6.65

11 ⾚嶺 明乃 琉球⼤学 （2年） 6.45

12 平⼭ 祐⼦ 聖徳⼤学短期⼤学部 （1年） 6.20

13 磯野  悠 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （2年） 6.05

14 千⽊ 珠理 東京芸術⼤学 （1年） 5.75

15 ⽥原奈美恵 ⽇産⾞体コンピューターサービス（株）   5.55

16 染⾕めぐみ 聖徳⾼校 （3年） 5.25

17 ⾼⾒⿇梨亜 鶴来中学校 （3年） 4.70

18 井上絵理果 ⾵早中学校 （3年） 4.50

19 ⼤⽥ 杏⼦ 琉球⼤学 （3年） 4.50

20 ⼭⽊ 栄美 新潟⼤学 （2年） 4.15

21 関  和美 東海⼤学ラート部 （1年） 4.10

22 太⽥ 好美 聖徳⾼校 （1年） 棄権
 



斜転部⾨

女子斜転部門
順位 氏　名 所　属 得　点

1 若⼭ 厚⼦ つくば看護専⾨学校 （1年） 8.80

2 ⾚嶺 綾乃 琉球⼤学 （院2年） 8.65

3 ⽵内 直美 県⽴湘南養護学校 (教諭） 8.55

4 檜⽪ 貴⼦ 筑波⼤学 （2年） 8.15

5 深瀬友⾹⼦ 筑波⼤学 （2年） 7.30

6 ⾚嶺 明乃 琉球⼤学 （2年） 6.60

7 中吉 紘⼦ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （ＯＧ） 5.70

8 ⼭⽊ 栄美 新潟⼤学 （2年） 5.00

9 ⽥原奈美恵 ⽇産⾞体コンピューターサービス（株）   4.90

10 ⼤⽥ 杏⼦ 琉球⼤学 (3年） 4.70

10 原⽥ 真美 阪南⼤学ラート研究会 （4年） 3.50

12 太⽥ 好美 聖徳⾼校 （1年） 棄権

男子斜転部門
順位 氏　名 所　属 得　点

1 ⽵⽥ 隆⼆ 東芝セラミックス株式会社   8.90

2 ⼤平 秀徳 ⼭九株式会社   8.60

3 森 ⼤輔 筑波⼤学 (3年） 8.55

4 本村 成寿 パシフィックテクノカレッジ学院 (2年） 8.35

5 松本 陽⼀ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 8.30

6 吉川 泰昭 琉球⼤学 (2年） 8.25

7 本⾕ 聡 東京芸術⼤学 （⾮講師） 8.15

8 後藤 勇典 琉球⼤学 (2年） 8.05

9 ⻄井 陽平 東芝ラートクラブ   7.80

10 本⽥ 歩 ⾼萩⼯業⾼校 （教諭） 7.50

11 本村 三男 琉球⼤学 （教官） 7.35

12 津村 健⼆ 阪南⼤学ラート研究会 （4年） 7.35

13 沖⽥ 祐蔵 筑波⼤学 （4年） 7.10

14 押⽥ 洋之 東海⼤学ラート部 （ＯＢ） 6.90

15 徳⽥ 佳成 東海⼤学開発⼯学部ラート部 (2年） 6.70

16 ⾼⼭ 真介 阪南⼤学ラート研究会 (3年） 6.45



17 ⻄井 啓介 東海⼤学開発⼯学部ラート部 (3年） 5.65

18 渡辺 直也 コマツ東京株式会社   5.60

19 余⽥ 亮太 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 5.40

⼩⼭ 信博 筑波⼤学 (1年） 5.00

⼩川 真澄 （株）ピー・エス   棄権
 



跳び越し部⾨

本⼤会ではデモンストレーションとして⾏われたため順位づけは⾏われなかった。

跳び越し部門
Ｎｏ 氏　名 所　属 得　点

1 宮部 哲居 東京芸術⼤学 （4年） 6.20

2 下⼊佐暁⼦ 東海⼤学病院   3.65

3 関 和美 東海⼤学ラート部 （1年） 5.20

4 ⻄井 啓介 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （3年） 6.55

5 深瀬友⾹⼦ 筑波⼤学 （2年） 6.30

6 ⼩⼭ 信博 筑波⼤学 （1年） 4.35

7 ⼭⽥ 優⼀ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 6.45

8 檜⽪ 貴⼦ 筑波⼤学 （2年） 8.05

9 松本 陽⼀ 東海⼤学開発⼯学部ラート部 （4年） 7.10

10 沖⽥ 祐蔵 筑波⼤学 （4年） 8.00

11 押⽥ 洋之 東海⼤学ラート部 （ＯＢ） 7.95

12 森 ⼤輔 筑波⼤学 （3年） 4.65

12 ⼤平 秀徳 ⼭九株式会社   7.95

14 ⻄井 陽平 東芝ラートクラブ   8.35

15 渡辺 直也 コマツ東京株式会社   8.30

16 本⾕ 聡 東京芸術⼤学 （⾮講師） 9.05
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