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2018 年 5 月 6 日～5 月 13 日 第 13 回目世界ラート選手権大会がスイス（マックリンゲン）で開催されます。
日本からはラート部門にシニア 10 名ジュニア 4 名、計 14 名の選手が出場します。
日本選手団の抱負を紹介します。

【ラートジュニア選手】

五島 珠里 たまラートクラブ 高校 2 年
今回がジュニア選手として最後の世界大会になります。前回は、3 種目の力の配分が上手くいかず、自分
の力を十分に発揮することが出来ませんでした。その反省を生かして、残りの一回一回の練習を大事にし
て、大会ではジュニアとしての集大成の演技が出来るように頑張ります。
世界大会では、これからの自分の演技のために、海外の選手から学べることを沢山吸収してきたいです。
また、チームの一員として応援や係の役目を果たしていきたいと思います。

小原 瑞季 たまラートクラブ/遊学の里ラートクラブ 高校 2 年
2 回目の世界選手権に出場出来る事がとても嬉しいです。
前回はじめての世界選手権で大減点をしてしまって、とても悔しい思いをしました。
ですから、今回の大会では自分の力を出し切って納得の行く演技が出来るように頑張ります。

瀧澤 実梨 洞峰ラート教室/茗渓学園高等学校 高 1
今回初めて世界選手権に出場させていただくことになりました。憧れの選手の方々や、ご指導いただいた
先生方と共に日本代表として出場できることにとても喜びを感じています。初めての世界という大きな舞台で
緊張すると思いますが、その雰囲気を楽しみつつ自分の演技を精一杯できるように頑張ります。応援よろしく
お願いします。

丸山 夏未 たまラートクラブ 中 2
初めて世界選手権に出場します。応援してくださっているコーチ、学校の先生、友だち、家族に本当に感謝
しています。不安もありますが、たくさん練習してきたので、周りに圧倒されず、自分のやるべき事を達成し
て、たくさんの拍手をもらいたいです。
目標は二つ。
☆印象に残る演技をする
☆胸をはって演技をする
応援よろしくお願いします。

【ラートシニア選手】

及川 輝 松本大学ラート競技部 3 年
目標である世界大会出場は自分だけの力ではなく、様々な方に支えられて権利を獲得できたのだと思い
ます。この場を借りて御礼を申し上げます。
今まで大変お世話になった犬飼先生を始め、一緒に練習をしてくれた仲間達、いつも支えてくれた家族、
色々と教えてくださったラート界の大先輩方、ラート界を支えてくださる皆様にとても感謝しております。
また、初海外という不安はありますが、現地でも自分らしく振舞い良い演技をしていきたいと思います。皆
様応援よろしくお願い致します。
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小山 信博 筑波大学附属桐が丘特別支援学校
今大会で，５回目の世界選手権出場になります。日本代表に選出していただいたことで，再び，世界の舞
台に挑戦することができます。この機会を下さった関係のみなさまには，感謝の気持ちでいっぱいです。私
は，ここ数回の国際大会，最も力を入れてきた斜転で，納得の行く演技がなかなかできませんでした。前回の
アメリカ・シンシナティ大会では，個人種目別決勝にまで進みながら表彰台に届きませんでした。今大会で
は，必ずやこの悔しさを晴らし，メダルを手にするつもりです。日々の練習の成果を，世界選手権の舞台で発
揮できるよう，丁寧に準備を積み重ねていきます。ご声援いただけましたら，幸いです。

高橋 靖彦 洞峰ラート教室 （団体：跳躍・斜転）
今年も世界の舞台に立てることを、心の底から嬉しく思います。悔し涙と嬉し涙の前回大会からの 2 年とい
う期間、本当に多くの方々から力をいただき前進してきました。関わってくださった全ての皆様に、改めまして
感謝を申し上げます。全ての力を集約して、渾身の演技をしてきたいと思います。応援よろしくお願い致しま
す！

福原 一郎 カゴメ株式会社 （団体：斜転）
この度は 4 度目の世界大会に出場することができ、大変嬉しく思っています。
気付けばラートを始めて 14 年。その間、自分の能力に限界を感じたり、競技から離れた時期もありました
が、これほど長く続けられたもの支えたくださった皆様のおかげと感謝しています。今大会は私の中ではラー
ト人生の集大成のつもりですので、全力で挑みたいと思います！応援のほど、宜しくお願い致します。

森本 修多 筑波大学体操部 修士 1 年
この度、初めて世界選手権に出場することとなりました。ほんの数か月前まで、このような機会をいただけ
るとは、全く想像もしていませんでした。曲付きの演技や新しい技への挑戦など、不安なこともたくさんありま
すが、今の自分にできることを一つずつ積み重ねて、本番に向けて準備していきたいと思います。そして、世
界の舞台で日頃より支えてくださっている方々への感謝の想いを胸に、自分らしい演技をやりきりたいと思い
ます。
応援の程、よろしくお願い致します。

月岡 美穂 松本大学 OG
今回で 2 度目の世界大会となります。
前回は学生でしたが、今年は社会人として出場させていただきます!学生の時にはなかった悩みや不安と
戦いつつ、自分らしい演技が本番で出来るよう、精一杯頑張ります！！応援よろしくお願いします！

冨名腰 真子 筑波大学 3 年
インカレを終えてから全日本大会まで色んなことに挑戦し、大会当日ではチャレンジする気持ちで臨みまし
た。本番ギリギリまでまとまらない種目もありましたが、チャレンジしたことが上手く結果に結びつき、今回代
表として世界大会に出場できることを嬉しく思います。そしてすでに世界で活躍されている先輩方々と一緒に
今大会に参加できることはとても光栄で、かつ心強いです。まだまだわからないこともたくさんありますが、ラ
ートを思う存分にできる環境や仲間に感謝しつつ、全日本大会同様、チャレンジの気持ちを忘れずに世界の
舞台での演技を楽しみたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。
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堀口 文 洞峰ラート教室 （団体：直転）
今回の世界選手権も日本代表として参加させていただくことになりました。
自分史上最高の演技をするため、 そしてチームカップで逃した団体戦でのメダルを奪還するために新しい
曲付き直転の演技作成を進めています。
今大会は、 5 月の GW が明けてからすぐの開会ということで、 これまでの大会と比べると本番まであまり
時間がなく、演技を新しくするというのは自分への挑戦でもあります。しかし、目指す演技ができれば結果は
ついてくると信じています。
皆様、日本選手団の応援を宜しくお願い致します。

松浦 佑希 筑波大学体操部 博士後期課程 （団体：跳躍）
まず初めに，このような機会をいただきありがとうございます。選手として大会に出場できるのは，本当に
多くの方々のサポートや気持ちがあってだとつくづく感じております。また，今回は世界選手権で，初めて団
体戦に出場させていただくこととなりました。少しでもチームに貢献できるよう精進して参りたいと思います。
今大会は，前回大会での悔しさをバネに，より高みを目指して精進して参りたいと思います。日本代表チーム
への応援をどうぞよろしくお願いいたします。

吉行 暢子 筑波大学 OG （団体：直転）
早いもので、今大会で 3 回目の世界選手権となりました。元来、熱しやすく冷めやすいタイプの私が、こん
なにも長く高いモチベーションを保って 1 つの競技に取り組めていることに、自分でもびっくりしております。こ
こまでこられたのは、どんな時も一緒に高めあってくれるメンバー、そしていつも応援してくれる方々の存在が
あったからです。今大会は、これまで培ってきたものを全て発揮できるような演技を披露できればと思ってい
ます。応援宜しくお願い致します。

【コーチ】

前原 千佳 日本スポーツ振興センター

今回、コーチとして帯同できることを大変嬉しく思います。選手がベストなパフォーマンスができるよう、全力
でサポートします！ 皆さん、日本チームへの応援、よろしくお願いします！

吉永 直嗣 筑波大学 OB
今回、3年ぶりにコーチとして世界大会に参加することになりました。
自身の環境の変化もあり、しばらく期間があいてしまいましたが、嬉しいことに選手の方から、ぜひ一緒に
来てほしいという言葉をかけていただき、同行する決意をしました。
なかなか練習を見る時間がとれず、選手の皆さんにはご不便をおかけしていると思いますが、大会当日演
技に集中できるように、そして各人の目標を達成できるように、今の自分にやれることを精一杯やりたいと思
います。

渡辺 理沙 筑波大学 4 年
2013 年シカゴの世界選手権にジュニア選手として出場してから二度目の世界選手権になります。コーチと
しては初めての世界選手権になりますが、選手が本番で十分に力を発揮できるよう最大限のサポートをした
いです。ジュニア時代に世界選手権に出た事も生かして、ジュニアの選手の力になれればと思います。また、
日本代表選手団として団結して大会を楽しめるような雰囲気を作りたいです。どうぞよろしくお願いします。
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【監督、国際審判員】

本谷 聡 筑波大学体育系
今回の世界選手権は、これまでと同様の大会フォーマットで開催される最後の大会になります。日本代表
団が試合での演技のみならず、様々な場面でこれまで以上に活躍できるようサポートできればと考えており
ます。現地ならびに日本からの応援をお願いできれば幸いです。
また、本号にあるように、2019 年にはついにワールドカップが日本で開催される運びとなりました。これは
国内においてラートをさらに普及・発展させる好機となります。是非、ラートファミリーの協力を得ながら、大会
を盛り上げ、日本におけるラートの「輪」を広げていきたいと思っております。まずは、今世界選手権におい
て、ワールドカップでの団体戦への出場権を獲得してきます。今後ともご支援・ご協力の程、よろしくお願い致
します。
日本ラート協会オフィシャルホームページに選手プロフィールを掲載しております。ぜひ、ご覧ください。
http://www.rhoenrad.jp/ri_benrato_xie_hui/2018japan.html
また、日本代表メンバーの情報は、Facebook 上の特設ページからご覧いただけます。
https://www.facebook.com/2018rhoenradJPN

【お知らせ】

こもねカップ２０１８運営委員会より大会のお知らせがあります。
国際規則で行われる競技会です。
5 月の世界選手権大会に出場する選手による演技も行われます。
全日本選手権大会では見ることのできない、音楽に合わせた直転も観戦できます♪♪♪

【こもねカップ２０１８開催のご連絡】

今年も，関係各所のご協力をいただきまして，国際競技規則による競技会を開催いたします。
音楽つき直転の競技も行われます。
国際競技規則で競技力を試してみたい方，採点や審判に興味のある方，そしてラート観戦に興味のあ
る方，どうぞふるってご参加下さい！
また，今大会は世界選手権日本代表壮行会を兼ねております。
壮行会では，日本代表メンバーに温かい声援をいただけましたら幸いです。
2018 年 3 月 31 日(土)
4 月 1 日(日)

公開自由練習 及び
競技会

及び

於 筑波大学附属桐が丘特別支援学校
（東京都板橋区

国際競技規則勉強会

世界選手権日本代表壮行会
体育館

最寄り駅：有楽町線・副都心線小竹向原駅）

観戦のみの場合，お申し込みは必要ありません。お気をつけてご来場下さい。
公開自由練習，国際競技規則勉強会，競技会についてはお申し込みが必要です。
お申し込み〆切は，3/24(土)まで。
お申し込み方法等の詳細は，www.wheelgymnastics.net をご覧下さい。
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【事務局便り】
◎ 「第 13 回世界競技選手権大会」日本代表チームサポーターの募集！
世界選手権に出場する選手団の渡航や滞在、審判員依頼等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。
物心両面から選手をサポートし、日本代表選手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 00130-8-722012
払込み
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 2018 年 4 月 1 日（壮行会当日も会場にて受付けます。）

◎ 「第 9 回世界ラートチームカップサポートメンバーの募集」
この度、第 9 回世界ラートチームカップ開催（2019 年 4 月下旬 ・週末）に向けて準備をするにあたり、
ご協力いただけるサポートメンバーの募集をさせていただきます。
その内容は、大会組織委員、広報係、会場設営係、音響係、写真撮影係など、多岐に渡ります。
「この役割を担ってみたい」「観戦ついでにできることがあれば関わりたい」など、
関心をお持ちの方は、下記のアドレスまでご連絡いただけますと幸いです。
なお、大変恐縮ですが、基本的にボランティアでの協力をお願いすることになります。
交通費、宿泊費、アルバイト代の支払いなどについては、予算に余裕ができた場合に検討致します。
現在、予算や運営について秋田県から支援を前向きに検討していただいており、
サポートしてくださる地元企業も少しずつ増えている状況です。
皆様にもお力添えを賜りたくよろしくお願い致します。
第 9 回世界ラートチームカップ組織委員会
委員長 本谷聡 （日本ラート協会 副会長）
副委員長 高橋靖彦 （日本ラート協会 国際部会委員）
第 9 回世界ラートチームカップ問い合わせ先
wtc2019akita@gmail.com

【編集後記】
先日 てぬぐいマーケットに行きました。てぬぐいが大好きで、毎日使っています。ハンカチ、タペストリー、お弁当包み、台所
布巾、テーブルランナー、のれん、パソコンの埃よけ、ストール… 用途は沢山！ てぬぐいコレクションがまた増えました。最近
は風呂敷も増え始めていて…布がいっぱい☆ かわいいてぬぐい＆風呂敷のプレゼント、いつでもお待ちしております♪♪♪
ラート協会広報部会委員
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伹馬 絵美子

