
順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 7.85 2.85 8.85 19.55

2 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 7.60 0.20 8.45 16.25

3 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 5.70 0.20 8.15 14.05

4 後藤 龍一 新潟大学 大４ - - 9.40 9.40

5 北島 栄司 琉球大学 博１ - - 8.95 8.95

6 船木 結人 新潟大学 大２ 7.55 1.10 - 8.65

7 金子 亮雅 新潟大学 大２ 3.35 - 4.50 7.85

8 遠藤 柊人 新潟大学 大４ - 0.20 6.20 6.40

9 小平 鈴之助 新潟大学 大３ 5.05 - - 5.05

10 中山 拓磨 駿河台大学 大３ 3.50 - - 3.50

11 大野 琉星 駿河台大学 大３ 0.50 - - 0.50

12 田村 真輝 新潟大学 大４ - 0.20 - 0.20

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 萩原 沙里菜 筑波大学 大４ 8.40 7.40 8.95 24.75

2 森本 朝子 筑波大学 大３ 6.90 4.10 7.35 18.35

3 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 8.05 1.70 8.30 18.05

4 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 5.50 2.50 7.95 15.95

5 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 6.60 1.30 6.85 14.75

6 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 5.65 2.05 6.00 13.70

7 安部 優月 日本大学 大２ 6.15 0.80 6.60 13.55

8 深谷 仁美 新潟大学 大４ 7.05 1.35 4.50 12.90

9 安里 萌 琉球大学 大２ 5.00 1.05 6.25 12.30

10 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 4.45 1.10 4.65 10.20

11 井上 咲子 新潟大学 院１ 8.30 1.70 - 10.00

12 座間味 凜 筑波大学 大１ 4.45 - 4.00 8.45

13 堀江 里穂 琉球大学 大２ 2.45 0.45 3.75 6.65

14 嵯峨 彩水 筑波大学 大１ 5.90 - - 5.90

15 高橋 蓮 新潟大学 大１ 3.05 - - 3.05

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 チーム名 選手名 直転 斜転 跳躍 合計得点

萩原 沙里菜 8.40 7.40 8.95

森本 朝子 6.90 4.10 7.35

我喜屋 佑衣 5.50 2.50 7.95

合計点 20.80 14.00 24.25

本間 誠太郎 7.60 0.20 8.45

遠藤 茉奈実 5.65 2.05 6.00

深谷 仁美 7.05 1.35 4.50

船木 結人 7.55 1.10 -

合計点 22.20 4.50 18.95

髙橋 香介 5.70 0.20 8.15

赤坂 俊璃 7.85 2.85 8.85

大野 琉星 0.50 - -

中山 拓磨 3.50 - -

合計点 17.05 3.05 17.00

木暮 芽衣 4.45 1.10 4.65

黒澤 瑶季 6.60 1.30 6.85

嵯峨 彩水 5.90 - -

座間味 凜 4.45 - 4.00

合計点 16.95 2.40 15.50

安里 萌 5.00 1.05 6.25

堀江 里穂 2.45 0.45 3.75

北島 栄司 - - 8.95

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催

3 駿河台大学 37.10

5

1

琉球大学 27.90

2 新潟大学A 45.65

筑波大学A 59.05

4 筑波大学B 34.85



合計点 7.45 1.50 18.95

井上 咲子 8.30 1.70 -

後藤 龍一 - - 9.40

遠藤 柊人 - 0.20 6.20

田村 真輝 - 0.20 -

合計点 8.30 2.10 15.60

6 新潟大学B 26.00

5 琉球大学 27.90



順位 氏名 所属 学年 得点

1 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 7.30

2 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 5.95

3 船木 結人 新潟大学 大２ 5.75

4 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 4.45

5 中山 拓磨 駿河台大学 大３ 1.70

6 金子 亮雅 新潟大学 大２ 1.65

7 大野 琉星 駿河台大学 大３ 1.40

棄権 小平 鈴之助 新潟大学 大３ -

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 萩原 沙里菜 筑波大学 大４ 8.10

2 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 7.35

3 深谷 仁美 新潟大学 大４ 5.00

4 井上 咲子 新潟大学 院１ 4.60

5 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 4.55

6 森本 朝子 筑波大学 大３ 4.20

7 安部 優月 日本大学 大２ 4.05

8 嵯峨 彩水 筑波大学 大１ 3.95

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 5.00

2 船木 結人 新潟大学 大２ 0.80

3 田村 真輝 新潟大学 大４ 0.60

3 遠藤 柊人 新潟大学 大４ 0.60

5 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 0.55

6 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 0.40

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 萩原 沙里菜 筑波大学 大４ 4.40

2 森本 朝子 筑波大学 大３ 2.75

3 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 2.30

4 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 2.05

5 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 1.65

6 井上 咲子 新潟大学 院１ 1.20

7 深谷 仁美 新潟大学 大４ 1.00

8 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 0.90

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 後藤 龍一 新潟大学 大４ 8.60

2 北島 栄司 琉球大学 博１ 7.20

3 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 7.00

4 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 6.95

5 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 5.95

6 遠藤 柊人 新潟大学 大４ 4.35

7 金子 亮雅 新潟大学 大２ 3.75

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 萩原 沙里菜 筑波大学 大４ 7.55

2 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 6.15

3 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 5.95

4 森本 朝子 筑波大学 大３ 5.15

5 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 4.85

6 安部 優月 日本大学 大２ 4.25

7 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 3.95

8 安里 萌 琉球大学 大２ 3.85

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



＜２級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 6.60

2 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 5.50

＜３級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 嵯峨 彩水 筑波大学 大１ 5.90

2 安里 萌 琉球大学 大２ 5.00

3 座間味 凜 筑波大学 大１ 4.45

3 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 4.45

5 金子 亮雅 新潟大学 大２ 3.35

6 高橋 蓮 新潟大学 大１ 3.05

7 堀江 里穂 琉球大学 大２ 2.45

＜４級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 中山 拓磨 駿河台大学 大３ 3.50

＜５級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 大野 琉星 駿河台大学 大３ 0.50

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



＜２級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 森本 朝子 筑波大学 大３ 4.10

2 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 1.70

＜３級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 2.85

2 井上 咲子 新潟大学 院１ 1.70

＜４級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 2.50

2 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 2.05

3 船木 結人 新潟大学 大２ 1.10

4 堀江 里穂 琉球大学 大２ 0.45

＜５級＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 深谷 仁美 新潟大学 大４ 1.35

2 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 1.30

3 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 1.10

4 安里 萌 琉球大学 大２ 1.05

5 安部 優月 日本大学 大２ 0.80

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



6 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 0.20

6 田村 真輝 新潟大学 大４ 0.20

6 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 0.20

6 遠藤 柊人 新潟大学 大４ 0.20



＜開脚支持転回＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 森本 朝子 筑波大学 大３ 7.35

＜開脚屈身＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 6.85

2 安部 優月 日本大学 大２ 6.60

3 安里 萌 琉球大学 大２ 6.25

4 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 6.00

＜伸身跳び＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 遠藤 柊人 新潟大学 大４ 6.20

＜開脚座り＞

順位 氏名 所属 学年 得点

1 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 4.65

2 深谷 仁美 新潟大学 大４ 4.50

2 金子 亮雅 新潟大学 大２ 4.50

4 座間味 凜 筑波大学 大１ 4.00

5 堀江 里穂 琉球大学 大２ 3.75

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



＜新人賞2020 男子＞

順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 船木 結人 新潟大学 大２ 7.55 1.10 - 8.65

＜新人賞2021 男子＞

順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 金子 亮雅 新潟大学 大２ 3.35 - 4.50 7.85

＜新人賞2020 女子＞

順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 森本 朝子 筑波大学 大３ 6.90 4.10 7.35 18.35

2 安部 優月 日本大学 大２ 6.15 0.80 6.60 13.55

3 安里 萌 琉球大学 大２ 5.00 1.05 6.25 12.30

4 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 4.45 1.10 4.65 10.20

5 堀江 里穂 琉球大学 大２ 2.45 0.45 3.75 6.65

＜新人賞2021 女子＞

順位 氏名 所属 学年 直転 斜転 跳躍 合計

1 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 5.50 2.50 7.95 15.95

2 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 6.60 1.30 6.85 14.75

3 座間味 凜 筑波大学 大１ 4.45 - 4.00 8.45

4 嵯峨 彩水 筑波大学 大１ 5.90 - - 5.90

5 高橋 蓮 新潟大学 大１ 3.05 - - 3.05

第16回全日本学生ラート競技選手権大会

規定演技の部　新人賞
【期間】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 団体名 得点

1 新潟大学 237

2 筑波大学 189

3 駿河台大学 121

4 東京農工大学 95

第16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】2021年8年29日(日) ・ 30日(月)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 7.85

2 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 7.60

3 船木 結人 新潟大学 大２ 7.55

4 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 5.70

5 小平 鈴之助 新潟大学 大３ 5.05

6 中山 拓磨 駿河台大学 大３ 3.50

7 金子 亮雅 新潟大学 大２ 3.35

8 大野 琉星 駿河台大学 大３ 0.50

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 萩原 沙里菜 筑波大学 大４ 8.40

2 井上 咲子 新潟大学 院１ 8.30

3 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 8.05

4 深谷 仁美 新潟大学 大４ 7.05

5 森本 朝子 筑波大学 大３ 6.90

6 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 6.60

7 安部 優月 日本大学 大２ 6.15

8 嵯峨 彩水 筑波大学 大１ 5.90

9 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 5.65

10 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 5.50

11 安里 萌 琉球大学 大２ 5.00

12 座間味 凜 筑波大学 大１ 4.45

12 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 4.45

14 高橋 蓮 新潟大学 大１ 3.05

15 堀江 里穂 琉球大学 大２ 2.45

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 2.85

2 船木 結人 新潟大学 大２ 1.10

3 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 0.20

3 田村 真輝 新潟大学 大４ 0.20

3 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 0.20

3 遠藤 柊人 新潟大学 大４ 0.20

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 萩原 沙里菜 筑波大学 大４ 7.40

2 森本 朝子 筑波大学 大３ 4.10

3 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 2.50

4 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 2.05

5 井上 咲子 新潟大学 院１ 1.70

5 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 1.70

7 深谷 仁美 新潟大学 大４ 1.35

8 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 1.30

9 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 1.10

10 安里 萌 琉球大学 大２ 1.05

11 安部 優月 日本大学 大２ 0.80

12 堀江 里穂 琉球大学 大２ 0.45

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 後藤 龍一 新潟大学 大４ 9.40

2 北島 栄司 琉球大学 博１ 8.95

3 赤坂 俊璃 駿河台大学 大１ 8.85

4 本間 誠太郎 新潟大学 大４ 8.45

5 髙橋 香介 駿河台大学 大４ 8.15

6 遠藤 柊人 新潟大学 大４ 6.20

7 金子 亮雅 新潟大学 大２ 4.50

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催



順位 氏名 所属 学年 得点

1 萩原 沙里菜 筑波大学 大４ 8.95

2 小原 瑞季 日本体育大学 大３ 8.30

3 我喜屋 佑衣 筑波大学 大２ 7.95

4 森本 朝子 筑波大学 大３ 7.35

5 黒澤 瑶季 筑波大学 大１ 6.85

6 安部 優月 日本大学 大２ 6.60

7 安里 萌 琉球大学 大２ 6.25

8 遠藤 茉奈実 新潟大学 大４ 6.00

9 木暮 芽衣 筑波大学 大３ 4.65

10 深谷 仁美 新潟大学 大４ 4.50

11 座間味 凜 筑波大学 大１ 4.00

12 堀江 里穂 琉球大学 大２ 3.75

第16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】2021年8月28日(土) ・ 29日(日)　　【会場】オンライン開催


