
＜２級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 山田 光穂 筑波大学 大１ 6.00

2 川上 裕樹 新潟大学 大３ 5.65

3 古田 直也 松本大学 大２ 5.20

＜３級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 佐藤 星夏 名古屋芸術大学 大３ 6.30

2 古川 綾乃 新潟大学 大３ 6.25

3 岡本 楓 名古屋芸術大学 大２ 5.85

4 松井 実保 名古屋芸術大学 大２ 5.35

5 大原 雅也 駿河台大学 大３ 5.30

6 中山 舜貴 松本大学 大３ 5.00

6 小栗 麻鈴 名古屋芸術大学 大２ 5.00

8 勝野 正視 松本大学 大１ 4.80

9 服部 航平 名古屋芸術大学 大１ 4.75

10 藤野 みさ 名古屋芸術大学 大２ 4.70

10 饗場 七子 松本大学 大３ 4.70

12 笠原 仁 東京藝術大学 大３ 4.65

12 小島 なつみ 名古屋芸術大学 大３ 4.65

14 仲門 海都 琉球大学 大１ 4.40

14 山本 理央 名古屋芸術大学 大１ 4.40

16 鍋嶋 優 名古屋芸術大学 大１ 4.15

17 矢島 茜 中京大学 大２ 3.70

第12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】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



＜４級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 塚原 彩香 松本大学 大１ 5.55

2 須藤 春喜 駿河台大学 大３ 4.00

3 川越 茜 駿河台大学 大１ 0.45

＜５級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 安達 聖華 松本大学 大１ 5.20

2 萩野 裕貴 名古屋芸術大学 大１ 5.05

3 三膳 綾花 新潟大学 大４ 4.85

4 石原 瞳 中京大学 大２ 4.75

5 石井 寛乃 中京大学 大２ 4.30

6 中川 結貴 新潟大学 大１ 4.25

7 渡辺 優菜 名古屋芸術大学 大１ 4.20

8 阿知波 佑香 名古屋芸術大学 大１ 4.10

9 安長 まりあ 新潟大学 大４ 3.85

10 細野 晃平 駿河台大学 大３ 3.50

11 夏目 沙佑美 駿河台大学 大１ 3.10

12 深谷 美友 名古屋芸術大学 大１ 2.85

13 小形 春輝 駿河台大学 大３ 2.60



＜２級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 冨名腰 真子 筑波大学 大２ 5.20

2 瓜兼 汐里 筑波大学 大２ 5.10

3 永井 咲季 琉球大学 大３ 4.45

4 中山 舜貴 松本大学 大３ 3.60

5 喜屋武 姫香 琉球大学 大２ 3.15

6 橘 智子 筑波大学 大３ 2.40

＜３級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 宮原 朱璃 松本大学 大２ 2.95

2 大石 淳貴 琉球大学 大３ 2.35

3 古田 裕介 名古屋芸術大学 大３ 2.05

4 伴 寛希 名古屋芸術大学 大３ 1.65

5 古田 直也 松本大学 大２ 0.45

＜４級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 山田 光穂 筑波大学 大１ 2.40

2 及川 輝 松本大学 大１ 1.70

2 勝野 正視 松本大学 大１ 1.70

4 中山 怜美 琉球大学 大１ 0.75

5 北添 航平 琉球大学 大１ 0.20

5 二村 崚介 名古屋芸術大学 大２ 0.20

5 萩野 裕貴 名古屋芸術大学 大１ 0.20

第12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】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



＜５級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 渡邉 はるか 中京大学 大２ 1.55

1 宮田 穂波 法政大学 大４ 1.55

3 小栗 麻鈴 名古屋芸術大学 大２ 1.35

4 小池 菖 中京大学 大２ 1.25

5 藤野 みさ 名古屋芸術大学 大２ 1.05

6 鍋嶋 優 名古屋芸術大学 大１ 1.00

7 服部 航平 名古屋芸術大学 大１ 0.55

8 山本 理央 名古屋芸術大学 大１ 0.20



＜伸身跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 佐藤 星夏 名古屋芸術大学 大３ 6.35

2 饗場 七子 松本大学 大３ 6.10

3 小栗 麻鈴 名古屋芸術大学 大２ 5.70

＜閉脚かかえこみ跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 川上 裕樹 新潟大学 大３ 7.40

＜開脚座り跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 塚原 彩香 松本大学 大１ 5.85

2 川越 茜 駿河台大学 大１ 5.45

3 岡本 楓 名古屋芸術大学 大２ 5.25

4 佐々木 萌笑 琉球大学 大１ 5.15

5 中山 怜美 琉球大学 大１ 5.10

6 服部 航平 名古屋芸術大学 大１ 5.05

7 安達 聖華 松本大学 大１ 4.75

8 松井 実保 名古屋芸術大学 大２ 4.55

9 鍋嶋 優 名古屋芸術大学 大１ 4.05

第12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】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 大島 暢 松本大学 大４ 8.65

2 安藤 啓太 松本大学 大４ 8.60

3 及川 輝 松本大学 大１ 8.05

4 伴 寛希 名古屋芸術大学 大３ 8.00

5 森本 修多 筑波大学 大４ 7.80

6 古田 裕介 名古屋芸術大学 大３ 7.70

7 増島 勇翔 松本大学 大３ 7.40

8 北添 航平 琉球大学 大１ 6.70

9 二村 崚介 名古屋芸術大学 大２ 5.90

10 川上 裕樹 新潟大学 大３ 5.65

11 大原 雅也 駿河台大学 大３ 5.30

12 古田 直也 松本大学 大２ 5.20

13 中山 舜貴 松本大学 大３ 5.00

14 勝野 正視 松本大学 大１ 4.80

15 服部 航平 名古屋芸術大学 大１ 4.75

16 笠原 仁 東京藝術大学 大３ 4.65

17 仲門 海都 琉球大学 大１ 4.40

18 鍋嶋 優 名古屋芸術大学 大１ 4.15

19 須藤 春喜 駿河台大学 大３ 4.00

20 細野 晃平 駿河台大学 大３ 3.50

21 小形 春輝 駿河台大学 大３ 2.60

21 大石 淳貴 琉球大学 大３ 2.60

23 榊原 和也 名古屋芸術大学 大３ 1.50

棄権 中田 悠飛 筑波大学 大３ -

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　男子直転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 月岡 美穂 松本大学 大４ 9.10

2 渡辺 理沙 筑波大学 大３ 8.55

3 瓜兼 汐里 筑波大学 大２ 8.30

4 百瀬 香織 松本大学 大４ 8.00

5 横井 雅子 獨協大学 大４ 7.60

5 宮原 朱璃 松本大学 大２ 7.60

7 永井 咲季 琉球大学 大３ 7.55

8 宮田 穂波 法政大学 大４ 6.90

9 佐藤 星夏 名古屋芸術大学 大３ 6.30

10 古川 綾乃 新潟大学 大３ 6.25

11 日高 春奈 琉球大学 大４ 6.05

12 山田 光穂 筑波大学 大１ 6.00

13 小池 菖 中京大学 大２ 5.95

14 岡本 楓 名古屋芸術大学 大２ 5.85

15 塚原 彩香 松本大学 大１ 5.55

16 中山 怜美 琉球大学 大１ 5.50

17 松井 実保 名古屋芸術大学 大２ 5.35

18 安達 聖華 松本大学 大１ 5.20

18 渡邉 はるか 中京大学 大２ 5.20

20 萩野 裕貴 名古屋芸術大学 大１ 5.05

21 小栗 麻鈴 名古屋芸術大学 大２ 5.00

22 三膳 綾花 新潟大学 大４ 4.85

23 石原 瞳 中京大学 大２ 4.75

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　女子直転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



24 藤野 みさ 名古屋芸術大学 大２ 4.70

24 饗場 七子 松本大学 大３ 4.70

26 小島 なつみ 名古屋芸術大学 大３ 4.65

27 喜屋武 姫香 琉球大学 大２ 4.50

28 山本 理央 名古屋芸術大学 大１ 4.40

29 橘 智子 筑波大学 大３ 4.35

30 石井 寛乃 中京大学 大２ 4.30

31 中川 結貴 新潟大学 大１ 4.25

32 渡辺 優菜 名古屋芸術大学 大１ 4.20

33 阿知波 佑香 名古屋芸術大学 大１ 4.10

34 安長 まりあ 新潟大学 大４ 3.85

35 矢島 茜 中京大学 大２ 3.70

36 夏目 沙佑美 駿河台大学 大１ 3.10

37 深谷 美友 名古屋芸術大学 大１ 2.85

38 川越 茜 駿河台大学 大１ 0.45

棄権 佐々木 萌笑 琉球大学 大１ -

棄権 冨名腰 真子 筑波大学 大２ -



順位 氏名 所属 学年 得点

1 大島 暢 松本大学 大４ 7.20

2 安藤 啓太 松本大学 大４ 6.65

3 増島 勇翔 松本大学 大３ 5.15

4 中山 舜貴 松本大学 大３ 3.60

5 大石 淳貴 琉球大学 大３ 2.35

6 古田 裕介 名古屋芸術大学 大３ 2.05

7 及川 輝 松本大学 大１ 1.70

7 勝野 正視 松本大学 大１ 1.70

9 伴 寛希 名古屋芸術大学 大３ 1.65

10 森本 修多 筑波大学 大４ 1.50

11 鍋嶋 優 名古屋芸術大学 大１ 1.00

12 服部 航平 名古屋芸術大学 大１ 0.55

13 古田 直也 松本大学 大２ 0.45

14 北添 航平 琉球大学 大１ 0.20

14 二村 崚介 名古屋芸術大学 大２ 0.20

棄権 榊原 和也 名古屋芸術大学 大３ -

棄権 中田 悠飛 筑波大学 大３ -

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　男子斜転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 月岡 美穂 松本大学 大４ 6.00

2 日高 春奈 琉球大学 大４ 5.55

3 冨名腰 真子 筑波大学 大２ 5.20

4 瓜兼 汐里 筑波大学 大２ 5.10

5 永井 咲季 琉球大学 大３ 4.45

6 渡辺 理沙 筑波大学 大３ 4.35

7 百瀬 香織 松本大学 大４ 4.20

8 喜屋武 姫香 琉球大学 大２ 3.15

9 宮原 朱璃 松本大学 大２ 2.95

10 山田 光穂 筑波大学 大１ 2.40

10 橘 智子 筑波大学 大３ 2.40

12 渡邉 はるか 中京大学 大２ 1.55

12 宮田 穂波 法政大学 大４ 1.55

14 小栗 麻鈴 名古屋芸術大学 大２ 1.35

15 小池 菖 中京大学 大２ 1.25

16 藤野 みさ 名古屋芸術大学 大２ 1.05

17 中山 怜美 琉球大学 大１ 0.75

18 山本 理央 名古屋芸術大学 大１ 0.20

18 萩野 裕貴 名古屋芸術大学 大１ 0.20

棄権 佐々木 萌笑 琉球大学 大１ -

棄権 小島 なつみ 名古屋芸術大学 大３ -

棄権 佐藤 星夏 名古屋芸術大学 大３ -

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　女子斜転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 安藤 啓太 松本大学 大４ 9.15

2 及川 輝 松本大学 大１ 9.05

3 森本 修多 筑波大学 大４ 8.90

3 大島 暢 松本大学 大４ 8.90

5 増島 勇翔 松本大学 大３ 8.80

6 北添 航平 琉球大学 大１ 8.65

7 大石 淳貴 琉球大学 大３ 8.50

8 勝野 正視 松本大学 大１ 8.40

8 中山 舜貴 松本大学 大３ 8.40

10 古田 裕介 名古屋芸術大学 大３ 7.85

11 大原 雅也 駿河台大学 大３ 7.60

12 仲門 海都 琉球大学 大１ 7.55

13 川上 裕樹 新潟大学 大３ 7.40

13 伴 寛希 名古屋芸術大学 大３ 7.40

15 小形 春輝 駿河台大学 大３ 7.10

16 須藤 春喜 駿河台大学 大３ 7.00

17 二村 崚介 名古屋芸術大学 大２ 6.95

17 榊原 和也 名古屋芸術大学 大３ 6.95

19 古田 直也 松本大学 大２ 6.85

20 細野 晃平 駿河台大学 大３ 6.75

21 服部 航平 名古屋芸術大学 大１ 5.05

22 鍋嶋 優 名古屋芸術大学 大１ 4.05

棄権 中田 悠飛 筑波大学 大３ -

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　男子跳躍結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 月岡 美穂 松本大学 大４ 9.15

2 瓜兼 汐里 筑波大学 大２ 8.80

3 冨名腰 真子 筑波大学 大２ 8.35

4 宮原 朱璃 松本大学 大２ 8.25

5 日高 春奈 琉球大学 大４ 8.20

6 宮田 穂波 法政大学 大４ 8.15

7 永井 咲季 琉球大学 大３ 7.85

8 渡辺 理沙 筑波大学 大３ 7.80

9 山田 光穂 筑波大学 大１ 7.75

9 横井 雅子 獨協大学 大４ 7.75

9 百瀬 香織 松本大学 大４ 7.75

12 小池 菖 中京大学 大２ 7.25

13 渡邉 はるか 中京大学 大２ 6.95

14 橘 智子 筑波大学 大３ 6.35

14 佐藤 星夏 名古屋芸術大学 大３ 6.35

16 喜屋武 姫香 琉球大学 大２ 6.25

17 饗場 七子 松本大学 大３ 6.10

18 塚原 彩香 松本大学 大１ 5.85

19 小栗 麻鈴 名古屋芸術大学 大２ 5.70

20 川越 茜 駿河台大学 大１ 5.45

21 岡本 楓 名古屋芸術大学 大２ 5.25

22 佐々木 萌笑 琉球大学 大１ 5.15

23 中山 怜美 琉球大学 大１ 5.10

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　女子跳躍結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



24 安達 聖華 松本大学 大１ 4.75

25 松井 実保 名古屋芸術大学 大２ 4.55

棄権 萩野 裕貴 名古屋芸術大学 大１ -

棄権 山本 理央 名古屋芸術大学 大１ -



順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 大島 暢 松本大学 大４ 8.65 7.20 8.90 24.75

2 安藤 啓太 松本大学 大４ 8.60 6.65 9.15 24.40

3 増島 勇翔 松本大学 大３ 7.40 5.15 8.80 21.35

4 及川 輝 松本大学 大１ 8.05 1.70 9.05 18.80

5 森本 修多 筑波大学 大４ 7.80 1.50 8.90 18.20

6 古田 裕介 名古屋芸術大学 大３ 7.70 2.05 7.85 17.60

7 伴 寛希 名古屋芸術大学 大３ 8.00 1.65 7.40 17.05

8 中山 舜貴 松本大学 大３ 5.00 3.60 8.40 17.00

9 北添 航平 琉球大学 大１ 6.70 0.20 8.65 15.55

10 勝野 正視 松本大学 大１ 4.80 1.70 8.40 14.90

11 大石 淳貴 琉球大学 大３ 2.60 2.35 8.50 13.45

12 二村 崚介 名古屋芸術大学 大２ 5.90 0.20 6.95 13.05

12 川上 裕樹 新潟大学 大３ 5.65 - 7.40 13.05

14 大原 雅也 駿河台大学 大３ 5.30 - 7.60 12.90

15 古田 直也 松本大学 大２ 5.20 0.45 6.85 12.50

16 仲門 海都 琉球大学 大１ 4.40 - 7.55 11.95

17 須藤 春喜 駿河台大学 大３ 4.00 - 7.00 11.00

18 服部 航平 名古屋芸術大学 大１ 4.75 0.55 5.05 10.35

19 細野 晃平 駿河台大学 大３ 3.50 - 6.75 10.25

20 小形 春輝 駿河台大学 大３ 2.60 - 7.10 9.70

21 鍋嶋 優 名古屋芸術大学 大１ 4.15 1.00 4.05 9.20

22 榊原 和也 名古屋芸術大学 大３ 1.50 - 6.95 8.45

23 笠原 仁 東京藝術大学 大３ 4.65 - - 4.65

棄権 中田 悠飛 筑波大学 大３ - - - -

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　男子総合結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 月岡 美穂 松本大学 大４ 9.10 6.00 9.15 24.25

2 瓜兼 汐里 筑波大学 大２ 8.30 5.10 8.80 22.20

3 渡辺 理沙 筑波大学 大３ 8.55 4.35 7.80 20.70

4 百瀬 香織 松本大学 大４ 8.00 4.20 7.75 19.95

5 永井 咲季 琉球大学 大３ 7.55 4.45 7.85 19.85

6 日高 春奈 琉球大学 大４ 6.05 5.55 8.20 19.80

7 宮原 朱璃 松本大学 大２ 7.60 2.95 8.25 18.80

8 宮田 穂波 法政大学 大４ 6.90 1.55 8.15 16.60

9 山田 光穂 筑波大学 大１ 6.00 2.40 7.75 16.15

10 横井 雅子 獨協大学 大４ 7.60 - 7.75 15.35

11 小池 菖 中京大学 大２ 5.95 1.25 7.25 14.45

12 喜屋武 姫香 琉球大学 大２ 4.50 3.15 6.25 13.90

13 渡邉 はるか 中京大学 大２ 5.20 1.55 6.95 13.70

14 冨名腰 真子 筑波大学 大２ - 5.20 8.35 13.55

15 橘 智子 筑波大学 大３ 4.35 2.40 6.35 13.10

16 佐藤 星夏 名古屋芸術大学 大３ 6.30 - 6.35 12.65

17 小栗 麻鈴 名古屋芸術大学 大２ 5.00 1.35 5.70 12.05

18 塚原 彩香 松本大学 大１ 5.55 - 5.85 11.40

19 中山 怜美 琉球大学 大１ 5.50 0.75 5.10 11.35

20 岡本 楓 名古屋芸術大学 大２ 5.85 - 5.25 11.10

21 饗場 七子 松本大学 大３ 4.70 - 6.10 10.80

22 安達 聖華 松本大学 大１ 5.20 - 4.75 9.95

23 松井 実保 名古屋芸術大学 大２ 5.35 - 4.55 9.90

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　女子総合結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



24 古川 綾乃 新潟大学 大３ 6.25 - - 6.25

25 川越 茜 駿河台大学 大１ 0.45 - 5.45 5.90

26 藤野 みさ 名古屋芸術大学 大２ 4.70 1.05 - 5.75

27 萩野 裕貴 名古屋芸術大学 大１ 5.05 0.20 - 5.25

28 佐々木 萌笑 琉球大学 大１ - - 5.15 5.15

29 三膳 綾花 新潟大学 大４ 4.85 - - 4.85

30 石原 瞳 中京大学 大２ 4.75 - - 4.75

31 小島 なつみ 名古屋芸術大学 大３ 4.65 - - 4.65

32 山本 理央 名古屋芸術大学 大１ 4.40 0.20 - 4.60

33 石井 寛乃 中京大学 大２ 4.30 - - 4.30

34 中川 結貴 新潟大学 大１ 4.25 - - 4.25

35 渡辺 優菜 名古屋芸術大学 大１ 4.20 - - 4.20

36 阿知波 佑香 名古屋芸術大学 大１ 4.10 - - 4.10

37 安長 まりあ 新潟大学 大４ 3.85 - - 3.85

38 矢島 茜 中京大学 大２ 3.70 - - 3.70

39 夏目 沙佑美 駿河台大学 大１ 3.10 - - 3.10

40 深谷 美友 名古屋芸術大学 大１ 2.85 - - 2.85



順位 チーム名 選手名 直転 斜転 跳躍 合計得点

安藤 啓太 8.60 6.65 9.15

大島 暢 8.65 7.20 8.90

月岡 美穂 9.10 6.00 9.15

百瀬 香織 8.00 4.20 7.75

合計点 26.35 19.85 27.20

森本 修多 7.80 1.50 8.90

渡辺 理沙 8.55 4.35 7.80

瓜兼 汐里 8.30 5.10 8.80

冨名腰 真子 - 5.20 8.35

合計点 24.65 14.65 26.05

増島 勇翔 7.40 5.15 8.80

宮原 朱璃 7.60 2.95 8.25

及川 輝 8.05 1.70 9.05

合計点 23.05 9.80 26.10

日高 春奈 6.05 5.55 8.20

永井 咲季 7.55 4.45 7.85

喜屋武 姫香 4.50 3.15 6.25

北添 航平 6.70 0.20 8.65

合計点 20.30 13.15 24.70

伴 寛希 8.00 1.65 7.40

古田 裕介 7.70 2.05 7.85

岡本 楓 5.85 - 5.25

二村 崚介 5.90 0.20 6.95

合計点 21.60 3.90 22.20

松本大学B 58.953

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
規定演技の部　団体総合結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館

1 松本大学A 73.40

2 筑波大学A 65.35

4 琉球大学A 58.15

5 名古屋芸術大学A 47.70



中山 舜貴 5.00 3.60 8.40

古田 直也 5.20 0.45 6.85

勝野 正視 4.80 1.70 8.40

合計点 15.00 5.75 23.65

榊原 和也 1.50 - 6.95

佐藤 星夏 6.30 - 6.35

小栗 麻鈴 5.00 1.35 5.70

服部 航平 4.75 0.55 5.05

合計点 16.05 1.90 19.00

大石 淳貴 2.60 2.35 8.50

仲門 海都 4.40 - 7.55

佐々木 萌笑 - - 5.15

中山 怜美 5.50 0.75 5.10

合計点 12.50 3.10 21.20

小池 菖 5.95 1.25 7.25

渡邉 はるか 5.20 1.55 6.95

矢島 茜 3.70 - -

石井 寛乃 4.30 - -

合計点 15.45 2.80 14.20

饗場 七子 4.70 - 6.10

塚原 彩香 5.55 - 5.85

安達 聖華 5.20 - 4.75

合計点 15.45 0.00 16.70

橘 智子 4.35 2.40 6.35

中田 悠飛 - - -

山田 光穂 6.00 2.40 7.75

合計点 10.35 4.80 14.10

9 中京大学 32.45

10 松本大学D 32.15

11 筑波大学B 29.25

8 琉球大学B 36.80

7 名古屋芸術大学B 36.95

6 松本大学C 44.40



大原 雅也 5.30 - 7.60

小形 春輝 2.60 - 7.10

川越 茜 0.45 - 5.45

合計点 8.35 0.00 20.15

藤野 みさ 4.70 1.05 -

松井 実保 5.35 - 4.55

鍋嶋 優 4.15 1.00 4.05

山本 理央 4.40 0.20 -

合計点 14.45 2.25 8.60

細野 晃平 3.50 - 6.75

須藤 春喜 4.00 - 7.00

夏目 沙佑美 3.10 - -

合計点 10.60 0.00 13.75

三膳 綾花 4.85 - -

安長 まりあ 3.85 - -

古川 綾乃 6.25 - -

川上 裕樹 5.65 - 7.40

合計点 16.75 0.00 7.40

阿知波 佑香 4.10 - -

萩野 裕貴 5.05 0.20 -

深谷 美友 2.85 - -

渡辺 優菜 4.20 - -

合計点 13.35 0.20 0.00

15 新潟大学 24.15

12 駿河台大学A 28.50

14

13 名古屋芸術大学C 25.30

16 名古屋芸術大学D 13.55

駿河台大学B 24.35



順位 氏名 所属 学年 得点

1 森本修多 筑波大学 大４ 8.55

2 及川輝 松本大学 大１ 7.65

3 安藤啓太 松本大学 大４ 6.80

4 大島暢 松本大学 大４ 6.25

5 伴寛希 名古屋芸術大学 大３ 5.55

6 古田裕介 名古屋芸術大学 大３ 3.90

7 増島勇翔 松本大学 大３ 3.40

8 北添航平 琉球大学 大１ 2.40

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
自由演技の部　男子直転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 月岡 美穂 松本大学 大４ 7.50

2 渡辺 理沙 筑波大学 大３ 7.20

3 瓜兼 汐里 筑波大学 大２ 5.90

4 百瀬 香織 松本大学 大４ 5.85

5 横井 雅子 獨協大学 大４ 5.75

6 宮原 朱璃 松本大学 大２ 3.00

7 永井 咲季 琉球大学 大３ 2.20

8 宮田 穂波 法政大学 大４ 2.00

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
自由演技の部　女子直転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 大島暢 松本大学 大４ 6.25

2 増島勇翔 松本大学 大３ 4.20

3 中山舜貴 松本大学 大３ 3.00

4 及川輝 松本大学 大１ 2.75

5 安藤啓太 松本大学 大４ 2.20

6 大石淳貴 琉球大学 大３ 2.00

7 勝野正視 松本大学 大１ 1.90

8 古田裕介 名古屋芸術大学 大３ 1.80

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
自由演技の部　男子斜転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 月岡 美穂 松本大学 大４ 6.10

2 瓜兼 汐里 筑波大学 大２ 4.35

3 百瀬 香織 松本大学 大４ 4.00

4 日高 春奈 琉球大学 大４ 3.70

5 渡辺 理沙 筑波大学 大３ 3.60

6 冨名腰 真子 筑波大学 大２ 3.20

7 喜屋武 姫香 琉球大学 大２ 2.00

8 永井 咲季 琉球大学 大３ 1.80

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
自由演技の部　女子斜転結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 安藤 啓太 松本大学 大４ 7.60

2 及川 輝 松本大学 大１ 7.55

3 大島 暢 松本大学 大４ 7.10

4 増島 勇翔 松本大学 大３ 7.05

5 北添 航平 琉球大学 大１ 7.00

6 大石 淳貴 琉球大学 大３ 6.25

7 森本 修多 筑波大学 大４ 6.00

8 中山 舜貴 松本大学 大３ 5.75

9 勝野 正視 松本大学 大１ 4.15

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
自由演技の部　男子跳躍結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 氏名 所属 学年 得点

1 瓜兼汐里 筑波大学 大２ 6.70

2 永井咲季 琉球大学 大３ 5.80

3 月岡美穂 筑波大学 大４ 5.50

4 冨名腰真子 筑波大学 大２ 5.40

5 日高春奈 琉球大学 大４ 5.30

6 宮原朱璃 松本大学 大２ 5.20

7 渡辺理沙 筑波大学 大３ 4.95

8 宮田穂波 法政大学 大４ 4.15

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
自由演技の部　女子跳躍結果

【期間】2016年8年27日(土) ・ 28日(日)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館



順位 団体名 得点

1 松本大学 77

2 新潟大学 61

3 名古屋芸術大学 49

4 We are 相棒 48

5 筑波大学体操部 34

6 佐々木 大地 14

7 駿河台大学 12

第12回全日本学生ラート競技選手権大会
デモ演技の部　結果

【期間】2016年8年28日(日) ・ 29日(月)　　【会場】名古屋芸術大学西キャンパス第１体育館
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