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ラート情報誌「わっ！」 
 

第 32号 2012年 秋 
 

日本ラート協会オフィシャルホームページ http://www.rhoenrad.jp/main_flame.htm e-mail office@rhoenrad.jp 

 
 

全日本学生ラート競技選手権大会 
 

 
 

 8月 25日～26日、中京大学豊田キャンパスにて「第 8回全日本学生ラート選手権大会」が開催されました。 

今年は 7大学（駿河台大学・中京大学・筑波大学・東京藝術大学・松本大学・名古屋芸術大学・琉球大学）から 52名の選手

が参加しました。 

 

【結果】 

◎ 斜転 

1位 堀口 文 筑波大学 4年 7.20 
 

1位 安髙 啓貴 筑波大学 3年 7.35 

2位 松浦 佑希 筑波大学 2年 6.80 
 

2位 寺田 晶 琉球大学 4年 7.30 

3位 小出 奈実 筑波大学 3年 4.70 
 

3位 辻 隆太郎 名古屋芸術大学 4年 4.70 

◎ 直転 

1位 堀口 文 筑波大学 4年 9.15 
 

1位 寺田 晶 琉球大学 4年 7.40 

2位 松浦 佑希 筑波大学 2年 8.05 
 

2位 安髙 啓貴 筑波大学 3年 7.05 

3位 吉行 暢子 筑波大学 4年 8.00 
 

3位 井出 翔太 中京大学 院 1年 6.80 

◎ 跳躍 

1位 堀口 文 筑波大学 4年 7.85 
 

1位 寺田 晶 琉球大学 4年 8.40 

2位 松浦 佑希 筑波大学 2年 7.50 
 

2位 安髙 啓貴 筑波大学 3年 8.05 

3位 前原 千佳 筑波大学 4年 6.20 
 

3位 星野 崇 筑波大学 3年 8.00 

◎ 総合 

1位 堀口 文 筑波大学 4年 25.10 
 

1位 安髙 啓貴 筑波大学 3年 26.35  

2位 松浦 佑希 筑波大学 2年 24.25 
 

2位 寺田 晶 琉球大学 4年 25.95  

3位 吉行 暢子 筑波大学 4年 22.95 
 

3位 島田 遥介 琉球大学 4年 19.85  

◎ 団体 

1位 筑波大学 A 堀口 文、 前原 千佳、 吉行 暢子、 安髙 啓貴 73.85  

2位 琉球大学 寺田 晶、 田島 椋太、 宇田川 明日香、 島田 遥介  64.50  

3位 筑波大学 C 窪垣内 瑞希、 松浦 佑希、 相原 利恵 56.95  

（大会結果詳細 http://rhoenrad.blog.shinobi.jp/ ） 

 

大会実行委員長を務めた井出君の感想を紹介します。 

 中京大学  院 1年  井出 翔太  
初めての愛知県開催。いろんな方のご支援・ご協力があって無事に大会を終えることができたと感じています。この場を

借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

今大会は「可能性」というテーマで大会準備を行ってきました。去年までとの大きな変更点は新人賞と決勝進出者を 8 名

に増やすということでした。今回は決勝進出者も各大学から出て、大会自体も非常に盛り上がったと感じています。 

大会終了後の懇親会・講習会でも大学間の交流が盛んに行われていて、ラートインカレの目的が十分に達成できたと思

います。 

今後もラートインカレを通じて、学生間の「わっ」のつながりが深まるようにみんなでインカレを盛り上げていきましょう！ 

http://www.rhoenrad.jp/main_flame.htm
mailto:office@rhoenrad.jp
http://rhoenrad.blog.shinobi.jp/
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夏季ラート実技講習会 
 

  

8月 27～28日（学生） 

場所： 中京大学豊田キャンパス 

9月 8～9日（一般） 

場所： 千葉県立手賀の丘少年自然の家 

 

今年の夏も、沢山のラート愛好者の皆さんが集まり、充実した講習会が行われました。 

 

参加者の感想を紹介します。 

 

 ㈱ルネサンス  六鹿 弘子  

手賀の丘での講習会参加は 2回目です。食事も美味しくて、お風呂も広く、最高の環境です。 

こどもたちが多いことに驚きました。しかも上手！今後が楽しみです。 

講習中は、自分ができることのおさらいから始め、皆さんの練習する様子を見ながら、「あれ

やってみたいな」と、わくわくしながら取り組みました。跳躍の練習方法や、大ブリッジの技術を、

言葉でも教えてもらえ、目から鱗がおちました。斜転も、ぐったりするくらい練習できて、翌日の

筋肉痛は勲章です。 

また皆さんとラートができるのを楽しみにしています。 

ありがとうございました。 

 

  

 
 

この夏、茨城県つくば市に新たにラートの輪が広がりました。洞峰ラート教室の発足です。 

毎回初心者から経験者まで、6～8 名の参加者が楽しく回っています。メインで指導している高橋靖彦さんからメッセージ

をいただきましたので紹介します。 

今回のラート教室発足は、洞峰公園側からの要望、自らの普及にか

ける想い、そして快くラートを貸して下さった大学の先生方の協力が

あって実現致しました。そして、参加して下さる方々のおかげで、10 月

以降も教室を継続できることになりました。関係の皆様方には本当に

感謝申し上げます。 

つくば市はラートが普及しているようで、まだ認知度自体が低いの

が実状です。これを皮切りに今後も継続的な活動を目指します。皆様

方には、是非温かく見守っていただければと思います。 

 

 
 

 

 

洞峰ラート教室 

場所：洞峰公園体育館 

日時：毎週月曜日（祝祭日を除く） 19：30～21：00 

定員：10名 

問い合わせ：高橋靖彦 yasu.takahashi.hiko@gmail.com 

 

mailto:yasu.takahashi.hiko@gmail.com
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【お知らせ】 

 

◇◆国際講習会◆◇ 
2013年 3月、ラートの国際講習会が開催されます。日程・内容は以下の通り。 

日程： 2013年 3月 25～29日 
 

場所： Taunusstein（ドイツ） 
 

内容： 

 

 

 

「ラート」「モノ・ラート」 

① トレーニングキャンプ 

② IRV コーチングコース 

③ IRV審判コース 

 

（世界選手権大会出場のための練習） 

 

 

参加資格：英語またはドイツ語のコミュニケーションが図れる人。 

参加希望者が定員に達した場合は、参加できません。 

興味のある方は 10月末 までにご連絡ください。詳細をお伝えします。 

 
 

◇◆国際規則の技の申請◆◇ 
国際規則の難度表に記載されていない技で、世界大会でＢ以上の難度を希望する技がある場合、国際ラート連盟

の技術部会に提出する必要があります。 

申請したい技のある選手は 10月 20日（土） までにご連絡ください。 

（25日には動画を送信できる状態にしていただきます。検討中の方はなるべく早めにお知らせください。） 

 
 

 
 

【事務局便り】 

 

◇◆『第 18回全日本ラート競技選手権大会』◆◇ 
12 月に『第 18 回全日本ラート競技選手権大会』が茨城県つくば市のつくばカピオアリーナにて開催されます。今大会

は『第 10回世界ラート競技選手権大会』の予選会も兼ねています。日程は下記の通りです。 

15日（土） 12：00～ 

16日（日） 10：30～ 

競技会予選， 開会式 

競技会決勝， デモンストレーション， 表彰式・閉会式 

前年度各種目上位 8名の選手は、シード選手として予選が免除されます。各種目の決勝は、シード選手及び予選上位

選手を合わせた 14名で行います。 

選手・審判・役員・観客… 沢山の方のご参加をお待ちしております。 

 

なお、選手エントリーの締め切りは 10月 20日（土）です。期日までに参加資格の 3級を取得と、新技の申請を行うよう

ご注意ください。 

《お問い合わせ先：日本ラート協会》 

〒187-0023 東京都小平市上水新町 2-27-30 

   電話：042-349-2024   FAX：042-349-2524   e-mail：office@rhoenrad.jp 
 

 
 

【編集後記】 

 
行楽の秋になりましたね。旅行でもしたいなぁ…などと思うのですが、結局、週末は体育館に足を運んでしまいます。皆さんはいかがで

しょうか？  

大会に向けて練習に励んでいる皆さん、怪我のないよう取り組んで下さいね。選手だけでなく、審判・役員・応援など、色々な形のラー

トの輪が広がり、沢山のわっか好きが会場に集いますように。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。 

 

ラート協会広報部会委員  伹馬 絵美子 

 

 

連絡先：日本ラート協会国際部会委員 伹馬 絵美子 rhoenrad_wa(at)yahoo.co.jp 

3日以内にお返事いたします。返信のない場合には日本ラート協会事務局までご連絡ください。 

連絡先：日本ラート協会国際部会委員 伹馬 絵美子 rhoenrad_wa(at)yahoo.co.jp 

3日以内にお返事いたします。返信のない場合には日本ラート協会事務局までご連絡ください。 

mailto:office@rhoenrad.jp

