
 

 

第６６回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会 

     選手権女子総合優勝  藤倉みき（３回目） 

    ジュニア女子総合優勝 大久保萌奈（初優勝） 

シニアソロダンス優勝 安達美有（初優勝） 

 

主催 日本ローラースポーツ連盟 

主管 徳島県ローラースポーツ連盟 

後援 （公財）徳島県体育協会・（一財）徳島市体

育協会・四国放送・徳島新聞社 

協力 徳島市ローラースポーツ連盟 

日程 平成３０年７月２８日（土）～２９日（日） 

場所 徳島県徳島市立スポーツセンター 

参加人数 男女２８名 

全日本選手権大会連続出場表彰者 

    ５年 松岡 紗紀（徳島県連盟）  

    ５年 松岡 麻衣（徳島県連盟） 

    ５年 熊澤 想音（徳島県連盟） 

      

◎成績                                        

＊選手権女子規定 

１ 岩片里会子   前田建設    215.4  

２ 藤倉 みき   川島病院     202.4 

３  安達 美有   上智大学   201.2 

＊選手権女子ショート 

１  藤倉 みき   川島病院      58.425 

２ 熊澤 悠亜  小松島西高校  55.35 

３ 櫛渕 英     徳島市立高校 54.30 

＊選手権女子ショート＆ロング 

１  藤倉 みき   川島病院      235.5 

２ 熊澤 悠亜   小松島西   216.0 

３ 櫛渕 英     徳島市立高校 215.85 

＊選手権女子総合 

１  藤倉 みき   川島病院      437.9 

 

＊ジュニア女子規定 

１ 松岡 紗妃   城東高校    173.8 

２ 榊本 唯華   鳴門高校    165.8 

３  大久保萌奈  城ノ内中学校 163.8 

４ 平岡美乃莉   武蔵丘高校    159.0 

  

＊ジュニア女子ショート 

１ 榊本 唯華  北島中学校   47.25 

２ 大久保萌奈  城ノ内中学校  47.625 

３ 松岡 紗妃   城東高校      42.45 

＊ジュニア女子ショート＆ロング 

１ 大久保萌奈  城ノ内中学校 193.45 

２ 榊本 唯華  北島中学校    187.425 

３ 松岡 紗妃   城東高校    172.950 

＊ジュニア女子総合 

１ 大久保萌奈  城ノ内中学校  357.225 

２ 榊本 唯華  北島中学校   353.225 

３  松岡 紗妃   城東高校     346.75 

＊エレメンタリー女子規定 

１  伊豫谷春乃 鳴門教育大付属小 169.2 

２  松岡 麻衣  上八万中学校  157.6 

３  青木 結芽   北島中学校    156.0 

４ 熊澤 想音  小松島中学校  150.6 

５ 勝原 琴水  赤塚小学校    139.4  

６ 岩下 遥香   淑徳高校   137.6 

７ 佐々木帆南  学芸大国際中  121.8 

＊エレメンタリー女子フリー 

１  伊豫谷春乃 鳴門教育大付属小 200.4 

２ 熊澤 想音  小松島中学校  184.5 

３ 青木 結芽   北島中学校    167.7 

４ 佐々木帆南  学芸大国際中  159.9 

５ 勝原 琴水  赤塚小学校    153.3  

＊エレメンタリー女子総合 

１  伊豫谷春乃 鳴門教育大付属小 369.6 

２ 熊澤 想音  小松島中学校   335.1 

３  青木 結芽   北島中学校     323.7 

４  勝原 琴水  赤塚小学校     292.7 

５ 佐々木帆南  学芸大国際中  281.7 

＊プライマリー男子規定 

１ 杉本 賢音 鳴門教育大付属小  35.2 

＊プライマリー男子フリー 

１ 杉本 賢音 鳴門教育大付属小  46.4 

＊プライマリー男子総合 

１ 杉本 賢音 鳴門教育大付属小  81.6 

 



 

＊プライマリー女子規定 

１ 原田 藍  徳島文理中学校   38.5  

２ 石丸 咲瑛 上八万小学校    36.4  

３ 千鳥 桜愛 鳴門教育大付属小  36.5 

４ 龍満 美有 同志社国際学院小 33.6 

５ 井田 結子 成増小学校     33.3 

６ 宮尾 佳帆 お茶の水小学校  31.1 

７ 久瀬 倫子 光和小学校    22.7 

＊プライマリー女子フリー 

１  千鳥 桜愛 鳴門教育大付属小 46.9 

２ 石丸 咲瑛 上八万小学校   42.1 

３ 原田 藍  徳島文理中学校   39.5 

４ 宮尾 佳帆 お茶の水小学校   40.0 

５ 井田 結子 成増小学校        37.2 

６ 久瀬 倫子 光和小学校    33.2 

７ 龍満 美有 同志社国際学院小 33.5 

＊プライマリー女子総合 

１  千鳥 桜愛 鳴門教育大付属小 83.4 

２ 石丸 咲瑛 上八万小学校   78.5 

３ 原田 藍  徳島文理中学校   78.0 

４ 宮尾 佳帆 お茶の水小学校   71.1 

５ 井田 結子 成増小学校        70.5 

６ 龍満 美有 同志社国際学院小  67.1 

７ 久瀬 倫子 光和小学校    55.9 

＊ソロダンス選手権スタイルダンス 

１  安達 美有   上智大学    42.8 

２ 平岡 美鈴  日本大学    41.3 

＊ソロダンス選手権フリーダンス 

１  安達 美有   上智大学    58.35 

２ 平岡 美鈴  日本大学    56.55 

＊ソロダンス選手権総合 

１  安達 美有   上智大学    101.15 

２ 平岡 美鈴  日本大学     97.85 

＊ソロダンスジュニアスタイルダンス 

１  馬場 実子   さいたまクラブ   39.2 

２ 平岡美乃莉   武蔵丘高校   35.7 

＊ソロダンスジュニアフリーダンス 

１  馬場 実子   さいたまクラブ   56.25 

２ 平岡美乃莉   武蔵丘高校    51.45 

 

＊ソロダンスジュニア総合 

１  馬場 実子   さいたまクラブ   95.45 

２ 平岡美乃莉   武蔵丘高校   87.15 

 

   

 


