
つくばカピオアリーナ

2021.12.12

順　位 氏　名 得　点

1 宅和 花楓 洞峰ラート教室 高1 6.20

2 大塚 絢 秋田大学附属中学校/秋田ﾉｰｻﾞﾝﾊﾋﾟﾈｯﾂﾗｰﾄｽｸｰﾙ 中2 5.15

3 石垣 里彩子 遊学の里ラートサークル/洞峰ラート教室 中2 4.00

4 小野 りさ 洞峰ラート教室 中2 2.90

順　位 氏　名 得　点

1 宅和 花楓 洞峰ラート教室 高1 5.05

◆女子の部
所　属

2022世界ラート競技選手権大会 日本代表選手選考会

◆女子の部
所　属
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つくばカピオアリーナ

2021.12.12

順　位 氏　名 得　点

1 髙橋 靖彦 秋田ノーザンハピネッツ （株） 10.25

2 安高 啓貴 筑波大学体操部OB・OG 9.35

3 赤坂 俊璃 駿河台大学 大1 8.80

4 森 大輔 たまラートクラブ 8.75

5 本間 誠太郎 新潟大学リズム体操部 大4 8.60

6 伊佐 義史 沖縄県立那覇国際高校 教諭 8.15

7 鈴木 蒼太 駿河台大学OB 5.20

順　位 氏　名 得　点

1 堀口 文 筑波大学体操部 特任助教 10.75

2 山田 光穂 筑波大学体操部 修2 10.00

3 瓜兼 汐里 筑波大学体操部OB・OG 9.80

4 松浦 佑希 宇都宮大学 助教 8.75

5 井上 咲子 新潟大学リズム体操部 修1 8.65

6 萩原 沙里菜 筑波大学体操部 大4 8.60

7 大畠 未都来 筑波大学体操部 修1 8.55

8 丸山 夏未 たまラートクラブ 高3 8.35

9 原川 美涼 たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高3 7.85

10 小原 瑞季 たまラートクラブ/遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ/日本体育大学 大3 7.60

11 瀧澤 実梨 洞峰ラート教室 大2 7.20

12 渡辺 理沙 洞峰ラート教室 3.20

所　属

2022世界ラート競技選手権大会 日本代表選手選考会

◆女子の部

◆男子の部
所　属
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つくばカピオアリーナ

2021.12.12

順　位 氏　名 得　点

1 髙橋 靖彦 秋田ノーザンハピネッツ （株） 9.90

2 森 大輔 たまラートクラブ 9.15

3 安高 啓貴 筑波大学体操部OB・OG 9.10

4 小山 信博 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 教諭 7.55

5 伊佐 義史 沖縄県立那覇国際高校 教諭 7.25

6 赤坂 俊璃 駿河台大学 大1 5.75

順　位 氏　名 得　点

1 堀口 文 筑波大学体操部 特任助教 9.50

2 山田 光穂 筑波大学体操部 修2 8.20

3 松浦 佑希 宇都宮大学 助教 8.05

4 瓜兼 汐里 筑波大学体操部OB・OG 6.75

5 安部 夏月 たまラートクラブ/東京農工大学 大4 6.60

6 萩原 沙里菜 筑波大学体操部 大4 5.35

7 大畠 未都来 筑波大学体操部 修1 2.50

8 原川 美涼 たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高3 1.90

9 小原 瑞季 たまラートクラブ/遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ/日本体育大学 大3 1.85

所　属

2022世界ラート競技選手権大会 日本代表選手選考会

◆男子の部
所　属

◆女子の部
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つくばカピオアリーナ

2021.12.12

順　位 氏　名 得　点

1 後藤 龍一 新潟大学リズム体操部 大4 9.95

2 髙橋 靖彦 秋田ノーザンハピネッツ （株） 9.60

3 森 大輔 たまラートクラブ 7.10

4 赤坂 俊璃 駿河台大学 大1 6.80

5 伊佐 義史 沖縄県立那覇国際高校 教諭 6.60

6 安高 啓貴 筑波大学体操部OB・OG 6.10

順　位 氏　名 得　点

1 萩原 沙里菜 筑波大学体操部 大4 8.25

2 堀口 文 筑波大学体操部 特任助教 7.80

3 松浦 佑希 宇都宮大学 助教 7.15

4 山田 光穂 筑波大学体操部 修2 6.85

4 瓜兼 汐里 筑波大学体操部OB・OG 6.85

6 丸山 夏未 たまラートクラブ 高3 6.70

7 瀧澤 実梨 洞峰ラート教室 大2 6.60

8 原川 美涼 たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高3 6.05

9 大畠 未都来 筑波大学体操部 修1 5.15

10 小原 瑞季 たまラートクラブ/遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ/日本体育大学 大3 4.85

所　属

2022世界ラート競技選手権大会 日本代表選手選考会

◆男子の部
所　属

◆女子の部
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つくばカピオアリーナ

2021.12.12

順位 氏名 直転 斜転 跳躍 合計

1 髙橋 靖彦 秋田ノーザンハピネッツ （株） 10.25 9.90 9.60 29.75

2 森 大輔 たまラートクラブ 8.75 9.15 7.10 25.00

3 安高 啓貴 筑波大学体操部OB・OG 9.35 9.10 6.10 24.55

4 伊佐 義史 沖縄県立那覇国際高校 教諭 8.15 7.25 6.60 22.00

5 赤坂 俊璃 駿河台大学 大1 8.80 5.75 6.80 21.35

6 後藤 龍一 新潟大学リズム体操部 大4 - - 9.95 9.95

7 本間 誠太郎 新潟大学リズム体操部 大4 8.60 - - 8.60

8 小山 信博 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 教諭 - 7.55 - 7.55

9 鈴木 蒼太 駿河台大学OB 5.20 - - 5.20

順位 氏名 直転 斜転 跳躍 合計

1 堀口 文 筑波大学体操部 特任助教 10.75 9.50 7.80 28.05

2 山田 光穂 筑波大学体操部 修2 10.00 8.20 6.85 25.05

3 松浦 佑希 宇都宮大学 助教 8.75 8.05 7.15 23.95

4 瓜兼 汐里 筑波大学体操部OB・OG 9.80 6.75 6.85 23.40

5 萩原 沙里菜 筑波大学体操部 大4 8.60 5.35 8.25 22.20

6 大畠 未都来 筑波大学体操部 修1 8.55 2.50 5.15 16.20

7 原川 美涼 たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高3 7.85 1.90 6.05 15.80

8 丸山 夏未 たまラートクラブ 高3 8.35 - 6.70 15.05

9 小原 瑞季 たまラートクラブ/遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ/日本体育大学 大3 7.60 1.85 4.85 14.30

10 瀧澤 実梨 洞峰ラート教室 大2 7.20 - 6.60 13.80

11 井上 咲子 新潟大学リズム体操部 修1 8.65 - - 8.65

12 安部 夏月 たまラートクラブ/東京農工大学 大4 - 6.60 - 6.60

13 渡辺 理沙 洞峰ラート教室 3.20 - - 3.20

所属

◆女子の部
所属

2022世界ラート競技選手権大会 日本代表選手選考会

◆男子の部
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