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  ラート情報誌「わっ！」 
第 47号 2017 年 3月 

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

 

第 22 回 全日本ラート競技選手権大会 
 

 
 

第 22 回全日本ラート競技選手権大会が 2016年 12 月 10 日～11 日茨城県つくば市で開催されました。 

大会の結果は以下の通りです。 

総合 男子    女子  

1 位 高橋 靖彦 ｱｸﾃｨﾌﾞつくば/洞峰ﾗｰﾄ教室 31.30  堀口 文 筑波大学（OG） 27.00 

2 位 安高 啓貴 筑波大学体操部（OB） 25.90  松浦 佑希 筑波大学体操部（院 2 年） 26.45 

3 位 森 大輔 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ 25.65  吉行 暢子 筑波大学（OG） 24.35 

直転部門       

1 位 江塚 和哉 ありのみ保育園 10.45  堀口 文 筑波大学体操部（OG） 10.65 

2 位 高橋 靖彦 ｱｸﾃｨﾌﾞつくば/洞峰ﾗｰﾄ教室 10.40  吉行 暢子 筑波大学体操部（OG） 9.85 

 3 位 福原 一郎 カゴメ株式会社 9.50  月岡 美穂 松本大学ﾗｰﾄ競技部（4 年) 9.35 

斜転部門       

1 位 高橋 靖彦 ｱｸﾃｨﾌﾞつくば/洞峰ﾗｰﾄ教室 10.15  松浦 佑希 筑波大学体操部（院 2 年） 8.70 

2 位 森 大輔 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ 9.65  堀口 文 筑波大学（OG） 8.30 

3 位 小山 信博 筑波大学附属桐が丘特別支援学校（教諭） 9.50  吉行 暢子 筑波大学体操部（OG） 7.50 

跳躍部門       

1 位 高橋 靖彦 ｱｸﾃｨﾌﾞつくば/洞峰ﾗｰﾄ教室 10.75  松浦 佑希 筑波大学体操部（院 2 年） 8.75 

2 位 田村 元延 常葉大学短期大学部（助教） 10.55  堀口 文 筑波大学（OG） 8.05 

3 位 吉永 直嗣 筑波大学（OB） 9.35  月岡 美穂 松本大学ﾗｰﾄ競技部（4 年) 7.55 

 

ジュニア結果は以下の通りです。 

直転部門       

1 位 服部 誉 上野の森ﾗｰﾄｻｰｸﾙ（高 2） 4.90  五島 珠里 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ（高 1） 8.55 

2 位 藤本 悠太郎 遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ（小 6） 4.80  安部 夏月 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ（高 2） 6.75 

3 位     小原 瑞季 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ/遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ（高 1） 5.90 

斜転部門       

1 位 西井 才蔵 小平第一小学校（小 4） 0.90  五島 珠里 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ（高 1） 4.30 

2 位     安部 夏月 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ（高 2） 3.35 

3 位     小原 瑞季 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ/遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ（高 1） 3.05 

跳躍部門       

1 位 西井 才蔵 小平第一小学校（小 4） 4.95  五島 珠里 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ（高 1） 5.70 

2 位 服部 誉 上野の森ﾗｰﾄｻｰｸﾙ（高 2） 3.95  瀧澤 実梨 

なし 
洞峰ラート教室（中 2） 5.00 

3 位 藤本 悠太郎 遊学の里ﾗｰﾄｻｰｸﾙ（小 6） 3.10  安部 夏月 たまﾗｰﾄｸﾗﾌﾞ（高 2） 4.70 

 

結果詳細： http://www.rhoenrad.jp/ri_benrato_xie_hui/in2016AJ.html 

http://www.rhoenrad.jp/
mailto:office@rhoenrad.jp
http://www.rhoenrad.jp/ri_benrato_xie_hui/in2016AJ.html
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第 8回世界チームカップラート競技選手権大会  
2017年 4月 22日オーストリアのザルツブルクにて、第 8回世界チームカップラート競技選手権大会

が開催されます。全日本選手権の結果より選出された日本代表選手は以下の通りです。 

選手団からコメントを紹介いたします。 
 

 小山 信博 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 （斜転）  

 

この度は，日本代表に選出していただき，ありがとうございます。世界選手権には 4 度出場させていただ

きましたが，チームカップへの出場は今回がはじめてとなります。また，会場は，私にとって大変に思い出

深い「ザルツブルグ」です。2 度目の世界選手権の会場であった「ザルツブルグ」ですが，

そのとき私ははじめて，跳躍と直転の決勝で演技をすることができました。しかし，そのと

きは斜転で決勝に進出することはかないませんでした。その会場に今回，再び訪れるこ

とができます。しかも，チームカップの斜転日本代表として――。とても感慨深く，日々の

練習にも熱が入っています。チームカップに個人戦はありませんが，ザルツブルグで精

一杯の演技をし，全力で日本チームに貢献したいと考えています。ご声援いただけました

ら幸いです。 

 高橋 靖彦 アクティブつくば・洞峰ラート教室 （斜転・跳躍・直転）  

 

「10 年前の世界選手権の会場と同じだって！！」 

この情報を知ってからというもの、出場できる喜びが 100 倍になっています。 

当時、先輩方や海外のすごい選手たちの演技を、「すごいな～！かっこいいな～！」と、

DVD を何度も何度も鑑賞していました。初めて行く会場ではありますが、自分の中では

既にイメージが出来上がっています！今回も日本から沢山の応援を賜りまして、心より

感謝申し上げます！3 種目とも、しっかりと自分の役割を果たして来たいと思います！ 

 堀口 文 筑波大学 OBＯG （直転）  

 

チームカップに日本代表として出場させていただきます、堀口文です。今年もチームカップの舞台に立て

ることをとても嬉しく思っております。日本チームは前大会のチャンピオンなので、もちろん今回も目指すと

ころは優勝です！そのために、まず本番で自分ができる最高の演技をする！ということを

目標に、チームメイトの力も借りながら日々練習に励んでいます。また、今回は元気いっ

ぱいの明るい曲に合わせた演技なので、日本チームはもちろん、観客の皆さんも一緒に

盛り上がれるようなパフォーマンスをしたいと思っています！残すところ約 1 ヶ月、応援し

てくださっている皆様に良いご報告ができるよう、精一杯顔晴って（がんばって）参ります

ので、ご声援の程よろしくお願いいたします。 

 松浦 佑希 筑波大学大学院 （直転）  

 

今回で 2 回目のチームカップへの参加となります。 

団体戦の優勝に向けて代表チームに貢献できるよう練習に励み，大会での 1 本に心

を込めて演技できるよう精進して参りたいと思います。 

こうしてラート競技に取り組める環境があること，応援して下さる方々がいることに心か

ら感謝しております。 

この場をお借りして感謝申し上げます。 

 宗 遼平 東海大学 OB （COACH）  

 

前回のチームカップから3年が経ち、その間世界の競技レベルはますます向上しています。日本におい

ても例外ではなく、当時と比べ競技者全体のレベルは大きく上がっています。 

その中で選ばれた代表選手4名とともに、再び優勝のトロフィーを日本へ持ち帰ることができるよう、日本

代表団のメンバーとして貢献していきます。 

また、選手にとって大きな力となる皆様からの応援を 、どうぞよろしくお願い致します。 

 吉行 暢子 筑波大学ＯG （COACH）  

 

今大会、コーチとして帯同させて頂くことになりました。昨年、一昨年と世界選手権に選手として出場した

際、コーチの方々の心配り、補助者のいる心強さのお陰で、安心して大会に集中することができました。そ

の経験を生かし、今大会はコーチとして、選手のみなさんが気持ちよく大会に望めるように、そして集中して

自分の力を発揮できるようにサポートしていきたいです。また、選手として出場しているとなかなか見られな

い他選手の演技を、じっくり真近で見ることで、今後の自分の競技生活にも生かしていければと思っていま

す。 

みなさん、日本からの熱い声援宜しくお願い致します！ 

 本谷 聡 筑波大学 （DELEGATION LEADER / INTERNATIONAL JUDGE）  
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前回の世界チームカップでは念願の初優勝をはたし、歴史的な記録を残した日本代表チーム。 

そのこともあって、国際的なイベントにおける日本の役割の重要性が一層高まってきています。 

大会で成績の残すことはもちろんのこと、様々な形で大会をサポートしながら、世界のラート仲間と深い

交流をしてきたいと思います。 

                            

 
【事務局便り】 
 

◎ 「第 22回全日本ラート競技選手権大会」の映像販売のお知らせ                                 
 

1 式 3,240 円＋送料  ※DVD 形式のみの販売になります。 

《お問い合わせ先：日本ラート協会事務局》 

〒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 

 

 

◎ 「こもねカップ 2017ラート競技大会」兼 第 8 回世界チームカップラート競技選手権大会 2017 壮行会          

 
日程： 2017 年 4月 2 日（日） 13：00～ 開会式 場所： 国立大学法人筑波大学附属桐が丘特別支援学校体育館 

 

世界チームカップ日本代表選手がこもねカップに出場します。競技会終了後、壮行会を行います。 

こもねカップは、こもねカップ運営委員会主催の大会です。国際大会の競技規則で行われます。 

こもねカップ詳細はコチラ→http://ameblo.jp/nobuhirokoyama/  

 

 

◎ 「第 8 回世界チームカップラート競技選手権大会」日本代表選手団サポーターの募集！                    
 

チームカップに出場する選手団の渡航や滞在に伴う費用の補助となる支援金をご援助いただける方を募集させていただき

ます。 

物心両面から選手団をサポートし、日本代表として活躍していただきましょう。ご支援いただいた資金は事務局を通して日

本代表選手団にお渡しさせていただきます。 

 

●支援金をご援助いただける方は以下の通りお願い致します。 
一口 ￥1,000 より    お振込先 郵便振替払込み 

 

00130-8-722012 

日本ラート協会 

〒187-0023 東京都小平市上水新町 2-27-30 

TEL：042-349-2024 
※1．支援金のお振込みの際、通信欄に「がんばれ！ラート日本チーム！」と、ご記入下さい。 

※2．締め切り 2017年 4月 16日（壮行会当日も受付けます。） 

 

 
【編集後記】 
 

花粉の季節になりましたね。マスク、ヨーグルト、薬、甜茶… 色々な対策方法を聞きますが、何をしたらよいやら… 私は症状の出る年と

出ない年があるので、今年はどうなることか… 皆さん、効き目のある予防策があれば教えてください！ 

日本ラート協会 広報部会委員  伹馬 絵美子 

 
 

http://jp.f1000.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=office@rhoenrad.jp&YY=55226&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
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