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矢部 龍希 SSC大泉 一生懸命な姿がとても印象的でした。決めポーズも最高でした。

和合谷 繁満 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 技も繋ぎも姿勢が美しくて丁寧！

赤坂 俊璃 駿河台大学 さすがの安定感でした！

竹園考太朗 -
今大会開催にあたって映像編集のほとんどを担ってくださいました！また、メダル、楯も作成してくださいまし

た！たけちゃん無しにラーソルカップの開催はなかったです！ありがとう！！

技ができた時の喜びが伝わりました！！！

新さんの大斜転ができた時の喜びを見て、自分も初めて大斜転ができた時のことを思い出し、嬉しい気持

ちになれました。新しい技に取り組む際、補助にも頼りすぎることなく、諦めずに技に挑戦していた姿が素晴

らしかったです。そのガッツでこれからもシル頑張ってください！

安高 啓貴 筑波大学OBOG このような素敵なイベントを開催するためにご尽力頂いたところです。本当にありがとうございました！

北島 瑛二 筑波大学OBOG シンプルにオチに笑いました

ラートをまたやってくれていることが拝見でき、とても嬉しく思いました。またチアのダンスを見せて下さい。

久々に大会に出場してくれたことがとてもうれしかったです！

かっこよかったです

斜転の新技、てんとうレースの上輪スタートがさすがだなと思いました！パパに駆け寄る娘さんのかわいさも

強く印象に残りました！

斜転の新技たくさんで、すごかったです

疲れていても難しい技をしっかりこなしていて迫力があった

シルホイールを座り跳びできるのにビックリしました！いつか教えてほしです。あと、タイトルがナイスでした。

シルホイールを転がして上に乗る技が印象的

何年ぶりかに動画を通して動いてるところを見ました。ぜひ買ったからには回り続けてください！

最初のシルホイールの飛越が凄すぎて、度肝を抜かれました！ また、野外でシルをやっていて、屋内だけに

囚われないシルの良さを引き出していました。斜転も片手(しかも両手から片手移行ではなく、いきなり片手

スタート)が成功していて、技術力の高さを感じました。

場所のインパクトと演技の融合が素晴らしかったです！
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進 真希 -

小池 菖 中京大学OGOB/名古屋学院大学

伊佐 義史 沖縄県立那覇国際高校

堀江 正太 名古屋芸術大学OB
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サークル活動が制限されているなか、素晴らしい演技でした！実施減点に気をつけて演技している姿が印

象的でした。

初大会出場おつかれさま！

姿勢も綺麗でラートの扱いも良かったです。農工応援していますので頑張って下さい。

安部 夏月 東京農工大学/たまラートクラブ 回るときの姿勢が美しく、安心して見ていられる演技でした！勉強になりました

原川 美涼 たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 技が全部きれい

アメリカでも頑張ってる姿を見ることができ、嬉しかったです！

アメリカでラートのできる場所をみつけ、またラート フレンドと一緒に技を楽しむ姿が素敵でした。ラートの輪、

もっともっとひろげてください。

グローバルを感じた

山本 奈実
たまラートクラブ/ジャパン・リニューアブル・エナジー

株

一度怪我をした経験のある技(コインスピン)を克服し、それを複数の技を連続で行う演技の中に取り入れ

ていることが素晴らしかったです。ワルツからコインスピンへ入る際の回転スピードの調節もバッチリでした。シル

ホイールでもう酔わなくなったとのことで、峠を超えましたね、おめでとうございます！これからは存分にシルを

楽しんじゃってください！

はじめてのラートとっても癒されました！

はじめてのラート楽しそうでした！

ようこそラート界へ！！！

小さい頃から楽しそうにラートに乗る姿にほっこりしました。

癒されました

小野 一朗 洞峰ラート教室 毎日の肩のストレッチの成果が発揮できた素晴らしい完璧な演技だと思いました。

松原 正樹 洞峰ラート教室 まだ始めて数ヶ月、素晴らしいです

俵 和志 洞峰ラート教室 また大会で会えるのを楽しみにしています。

技にこだわりを感じました！周辺系が増えていてすごいです！

惜しかったです！

B難度の前方小ブリッジ大成功！

継続は力なり！小ブリッジすごかったです！

かわいいです

シーソーや腹打ちといった基本的な技の上達が見られたから！世界選手権がんば！

星野 雅子
Commonwealth Circus Center／たまラート

クラブ

柏木 小雪 東京農工大学

洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル宅和 花楓

山本 晃太朗
たまラートクラブ/ジャパン・リニューアブル・エナジー

株

古川 圭介

松木 やよい 洞峰ラート教室

洞峰ラート教室
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水野 智仁 名古屋学院大学 水野くんをきっかけに名古屋学院の学生が練習に集まるようになりました！ありがとう⭐︎

とてもお上手な演技で驚きました。特に斜転が印象的でした。

ビュッケンを披露された瞬間に「え？」とビビりました。

ラート初めたばかりとは思えない、ダイナミックで美しい演技でした！

ラート歴が浅いとはとても思えないほど、様々な技をされていて驚きました！

ラート歴が浅いと思いますが、3種目演技ができて、斜転では周辺系の技も構成に組み込んでいることが素

晴らしいと思いました。

最近ラートを始めたにしてはとても上手で驚いた。特に斜転。

佐々木 史佳 新潟大学 インカレ時よりさらに、移行など磨きのかかった演技になっていて感動しました✨

上杉 美侑菜 新潟大学 【1年生成果発表】ラートの中に跳び入る技、バッチリ決まってて格好良かったです!👍

さすがレジェンド2人の産後とは思えない素晴らしい斜転でした！

ブランクがあっても、やはり檜皮先生の演技は美しい！！基本の体つくりの大切さを感じます。

まさかラーソルカップでひわ先生が回っているところを見ることができると思っていなかったので思わずびっくりして

印象に残りました！

産後でカラダも環境も大きく変化された中で「回ろう！」「発表しよう！」と行動されるところが、さすがレジェン

ド檜皮さん！私も来年はエントリーしてみようかなと思いました。

産後とは思えない程お見事な斜転の演技でした。

産後一年で、あの演技は凄すぎます！ひわさんを目標に、これからも頑張ろうと思いました。

斜転の回し方、3点の手の上げ方も懐かしく拝見しました。また一緒に大会でましょう。

名古屋学院大学四方田 健二

檜皮 貴子 新潟大学
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かわいかったです

衣装がてんとうむし耐久レースに合わせててんとうむしになっていてかわいかったです。

おもしろい

シルホイールで行う演技は初めてでかつ練習時間をあまりなかったにも関わらず、曲に合わせパフォーマンス

できていて、素晴らしかったです。大斜転もしっかり成功させていてかっこよかったです。今後の成長が楽しみ

です！！

シルホイール始めたんですね！てんとう虫のバックダンサー🐞もついついみてしまいました

音楽に合わせた演技、初めてとは思えない完成度の高さに驚きました！シルに乗って回る動きに加えて、乗

らずにシルを扱う動きも丁寧に取り入れてオリジナリティも引き出していて、とても綺麗な演技だなと見ていて

思いました。衣装も素敵で、演技の綺麗さをより引き出していました。

小さいのによく頑張った

素敵な演技に魅了されました！

動きが美しいので、シルが映えてました！ちょうどいいサイズで練習して技が増えれば、もっと素敵な演技がで

きそうです。

面白いキャラクターと美しい演技のギャップが素敵でした！

初めての演技、大会お疲れ様でした✨

丁寧な裁きときれいなレオタードがとても印象的でした！

コロナの影響で体育館が使えず、インカレには出場できなかったという点と、ラーソルカップに出場できるかギリ

ギリの状況であったのを知っていたので、今大会には無事に出場できてとても感動しました！

初めての演技、大会お疲れ様でした✨

7種目も出場してすごいなと思いました。

とてもたくさん出場されていて、今年のインカレがとても楽しみです！！

最多7種目に出場！映像撮影できる日も限られていた中での7種目出場は素晴らしいと思います！学生

クラス規定演技の部総合優勝おめでとう！！

全種目で難しい技をたくさん見せてくれて、楽しませてもらいました！

多くの種目に参加していたところが印象的でした。

体育館がほとんど使えない中でも多くの部門に出場していたのが驚きでした。

中々練習ができない中、出場を決めてくれてありがとうございます！

ラート愛を感じる演技でした！

同期として日々進化するのがすごい...！

神谷 朋華 松本大学

山口 航平 松本大学

三島 可媛 松本大学

安里 萌 琉球大学

堀江 里穗 琉球大学
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ラートの扱い方が上手だと思いました！今後の活躍が楽しみです！

前ビュッケンが尋常じゃないほど上手かった

かっこよかったです！ファンサありがとうございます^ ^

女性で2位凄すぎます

インカレの自由演技からさらにレベルアップしてて、すごく練習の成果が出ていたと思う！

グングンとうまくなってますね…！最近見るたびびっくりしてます。肩周りも随分たくましくなったね(笑)

能のような着地、思わずスクショしちゃいました。

膝掛け回りが成功しててカッコよかったです！

まさかのトップバッターが玲さん♡驚きました！玲さんのかっこいい動きが久しぶりに見れて、目が釘付けにな

りました、、、

ラートと一体となっての動きの見せ方が美しく、目が離せませんでした！

華麗過ぎるオープニングに歓喜しました。流石れいさん…!!👏✨

丁寧でキレが良いところです。

綺麗だった

シゲさんのシルの演技が素敵過ぎて印象に残りまくりでした。

シルでよくできますね！衝撃でした！

シルホイールでてんとう虫耐久レースに参加。引き続きonly oneを発信し続けてください。

感動しました

見ていて楽しかったよ

素敵な演技でずっと観ていたかったです！！

菊池 月 筑波大学

森本 朝子 筑波大学

米子 佳蓮 筑波大学

筑波大学加藤 玲

金井 茂樹 筑波大学

我喜屋 佑衣 筑波大学
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7分おつかれ

7分は異次元！！すごかったです！

7分は異次元過ぎます笑

7分もテントウするのは考えただけでもクラクラしてきます。さすがあつしさんだと思いました。

7分間もてんとう虫ができるなんて人間離れしてて衝撃でした。

てんとう虫耐久レース世界選手権があったらぜひ出場してほしいです。

7分耐久が本当に凄いです！でも早送りにされてしまったのが少し不憫

ダントツの耐久性とゆっくりとした大きなアクションで大変良かった。

てんとう虫7分間は異次元です。尊敬します。私も鍛え直します。

てんとう虫で7分は驚異的です。

てんとう虫耐久レースで、頑張って3分ぐらいかなーと予想していたところ、まさかの7分以上乗り続けていたの

には驚きました！新競技としての新たな可能性を感じました。

てんとう虫耐久レースとデモ演技での演技が素晴らしく印象に残りました！

ぶっちぎりの一位！さすがあつしさんだと思いました。

圧倒の一位、さすがです！おつかれさまでした！

安定感が凄すぎる‼︎

記念の盾ほしいので自票入れます(笑)来年10分やるか、上輪でやるか悩み中です。

持久力すご。。。

ラートソリューションズ実行委員の皆様

毎週末、仕事の合間を縫いながらの作業、お疲れ様でした。また、今大会において、シルホイール部門も創

設してくださり、本当にありがとうございました。シルホイーラーが5人も集まって一緒に演技や技を披露する場

が実現できて、嬉しかったです。

個人ではないですが、ラートソリューションズの皆様。素晴らしい大会をありがとうございました。

ラートソリューションズ -

白川 敦士 筑波大学
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