
第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　ジュニアクラス】

■規定演技の部　直転

順位 所属 学年 性別 級 満点 実施点 規定減点 最終得点

1 森下 和輝 モリシタ カズキ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 中１ 男 3 7.5 4.75 0.0 4.75

2 中川 晃希 ナカガワ コウキ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 小６ 男 3 7.5 4.70 0.0 4.70

3 千葉 青 チバ ハル 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 中１ 男 3 7.5 4.50 -0.8 3.70

4 越前 亨介 エチゼン キョウスケ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 小６ 男 4 6.6 3.15 -0.8 2.35

5 俵 和志 タワラ カズシ 洞峰ラート教室 小５ 男 4 6.6 2.85 -1.6 1.25

■規定演技の部　斜転

順位 所属 学年 性別 級 満点 実施点 規定減点 最終得点

1 原川 美涼 ハラカワ ミスズ たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高３ 女 3 5.1 3.45 0.0 3.45

2 丸山 夏未 マルヤマ ナツミ たまラートクラブ 高３ 女 4 3.7 2.65 0.0 2.65

■規定演技の部　跳躍

順位 所属 学年 性別 技 満点 実施点 最終得点

開脚屈身 9.0 4.60

開脚屈身 9.0 4.10
1 波戸 理良 ナミト リラ 4.60洞峰ラート教室 中３

氏名 フリガナ

氏名 フリガナ

氏名 フリガナ

女
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　ジュニアクラス】

■自由演技の部　直転

順位 所属 学年 性別 実施点 難度 構成 最終得点

1 丸山 夏未 マルヤマ ナツミ たまラートクラブ 高３ 女 2.65 4.40 1.00 8.05

2 原川 美涼 ハラカワ ミスズ たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高３ 女 2.25 4.40 1.00 7.65

3 宅和 花楓 タクワ カエデ 洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル 高１ 女 2.10 3.20 1.00 6.30

4 小野 りさ オノ リサ 洞峰ラート教室 中２ 女 1.50 2.20 1.00 4.70

5 齊藤 由那 サイトウ ユウナ SSC大泉 中２ 女 2.00 1.60 0.80 4.40

6 塚田 怜奈 ツカダ レイナ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 中１ 女 0.95 1.80 0.80 3.55

7 廣田 彩音 ヒロタ アヤネ 洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル 小６ 女 0.40 2.00 1.00 3.40

7 船木 愛莉 フナキ アイリ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 中１ 女 1.00 1.80 0.60 3.40

7 石垣 里彩子 イシガキ リサコ 洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル 中２ 女 0.00 2.40 1.00 3.40

■自由演技の部　斜転

順位 所属 学年 性別 実施点 難度 構成 最終得点

1 原川 美涼 ハラカワ ミスズ たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高３ 女 2.6 2.00 0.00 4.60

氏名 フリガナ

氏名 フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　ジュニアクラス】

■自由演技の部　跳躍

順位 所属 学年 性別 実施点 難度 得点 最終得点

3.85 2.30 6.15

3.20 2.80 6.00

3.50 2.30 5.80

3.15 2.80 5.95

2.95 2.00 4.95

2.75 2.00 4.75

■自由演技の部　総合

順位 所属 学年 性別 直転 斜転 跳躍 総合

1 原川 美涼 ハラカワ ミスズ たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高３ 女 7.65 4.60 6.15 18.40

2 丸山 夏未 マルヤマ ナツミ たまラートクラブ 高３ 女 8.05 - 5.95 14.00

3 宅和 花楓 タクワ カエデ 洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル 高１ 女 6.30 - 4.95 11.25

4 小野 りさ オノ リサ 洞峰ラート教室 中２ 女 4.70 - - 4.70

5 齊藤 由那 サイトウ ユウナ SSC大泉 中２ 女 4.40 - - 4.40

6 塚田 怜奈 ツカダ レイナ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 中１ 女 3.55 - - 3.55

7 廣田 彩音 ヒロタ アヤネ 洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル 小６ 女 3.40 - - 3.40

7 船木 愛莉 フナキ アイリ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 中１ 女 3.40 - - 3.40

7 石垣 里彩子 イシガキ リサコ 洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル 中２ 女 3.40 - - 3.40

1

たまラートクラブ 高３ 女 5.95

原川 美涼

2 丸山 夏未 マルヤマ ナツミ

6.15ハラカワ ミスズ たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校 高３ 女

女

氏名 フリガナ

4.95

氏名 フリガナ

3 宅和 花楓 タクワ カエデ 洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル 高１
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　学生クラス】

■規定演技の部　直転

順位 所属 学年 性別 級 満点 実施点 規定減点 最終得点

1 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 大３ 男 1 10.0 6.65 -0.3 6.35

2 柏木 小雪 カシワギ コユキ 東京農工大学 大２ 女 3 7.5 5.50 0.0 5.50

3 神谷 朋華 カミヤ ホノカ 松本大学 大２ 女 3 7.5 4.65 0.0 4.65

4 三島 可媛 ミシマ カノン 松本大学 大２ 女 3 7.5 4.60 0.0 4.60

5 中村 光 ナカムラ ヒカル 東京農工大学 大３ 男 3 7.5 4.40 0.0 4.40

6 杉本 真輝 スギモト マサキ 名古屋学院大学 大１ 男 5 6.0 4.25 0.0 4.25

7 山岸 菜緒 ヤマギシ ナオ 東京農工大学 大２ 女 5 6.0 3.90 0.0 3.90

8 佐々木 史佳 ササキ フミカ 新潟大学 大３ 女 3 7.5 5.25 -1.6 3.65

9 中野 美織 ナカノ ミオリ 名古屋学院大学 大２ 女 5 6.0 3.40 0.0 3.40

10 菅野 宙斗 カンノ ヒロト 駿河台大学 大３ 男 4 6.6 4.15 -0.8 3.35

11 高木 梨名 タカギ リナ 東京農工大学 大１ 女 5 6.0 2.95 0.0 2.95

12 大嶋 瞭太郎 オオシマ リョウタロウ 東京農工大学 大１ 男 3 7.5 4.35 -1.6 2.75

13 水野 智仁 ミズノ トモヒト 名古屋学院大学 大１ 男 5 6.0 3.10 -0.8 2.30

■規定演技の部　斜転

順位 所属 学年 性別 級 満点 実施点 規定減点 最終得点

1 安部 夏月 アベ ナツキ 東京農工大学/たまラートクラブ 大４ 女 1 10.0 7.55 0.0 7.55

2 井上 咲子 イノウエ ショウコ 新潟大学 院１ 女 3 5.1 3.35 -0.8 2.55

3 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 大３ 男 2.00 7.5 3.90 -2.6 1.30

氏名 フリガナ

氏名 フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　学生クラス】

■規定演技の部　跳躍

順位 所属 学年 性別 技 満点 実施点 最終得点

開脚屈伸 9.00 6.95

開脚屈伸 9.00 6.70

開脚座り 6.50 3.50

開脚座り 6.50 3.55

開脚座り 6.50 2.80

開脚座り 6.50 3.35

開脚座り 6.50 3.15

開脚座り 6.50 3.20

氏名 フリガナ

1 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ

スギモト マサキ

女 3.353 神谷 朋華 カミヤ ホノカ 松本大学 大２

2 杉本 真輝

6.95

名古屋学院大学 大１ 男 3.55

松本大学 大３ 男

男 3.204 水野 智仁 ミズノ トモヒト 名古屋学院大学 大１
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　学生クラス】

■規定演技の部　総合

順位 所属 性別 直転 斜転 跳躍 総合

1 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 大３ 6.35 1.30 6.95 14.60

2 神谷 朋華 カミヤ ホノカ 松本大学 大２ 4.65 - 3.35 8.00

3 杉本 真輝 スギモト マサキ 名古屋学院大学 大１ 4.25 - 3.55 7.80

4 安部 夏月 アベ ナツキ 東京農工大学/たまラートクラブ 大４ - 7.55 - 7.55

5 水野 智仁 ミズノ トモヒト 名古屋学院大学 大１ 2.30 - 3.20 5.50

5 柏木 小雪 カシワギ コユキ 東京農工大学 大２ 5.50 - - 5.50

7 三島 可媛 ミシマ カノン 松本大学 大２ 4.60 - - 4.60

8 中村 光 ナカムラ ヒカル 東京農工大学 大３ 4.40 - - 4.40

9 山岸 菜緒 ヤマギシ ナオ 東京農工大学 大２ 3.90 - - 3.90

10 佐々木 史佳 ササキ フミカ 新潟大学 大３ 3.65 - - 3.65

11 中野 美織 ナカノ ミオリ 名古屋学院大学 大２ 3.40 - - 3.40

12 菅野 宙斗 カンノ ヒロト 駿河台大学 大３ 3.35 - - 3.35

13 高木 梨名 タカギ リナ 東京農工大学 大１ 2.95 - - 2.95

14 大嶋 瞭太郎 オオシマ リョウタロウ 東京農工大学 大１ 2.75 - - 2.75

氏名 フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　学生クラス】

■自由演技の部　直転

順位 所属 学年 性別 実施点 難度 構成 最終得点

1 赤坂 俊璃 アカサカ シュリ 駿河台大学 大１ 男 2.85 4.80 1.00 8.65

2 森本 朝子 モリモト アサコ 筑波大学 大３ 女 2.45 2.60 1.00 6.05

3 高橋 香介 タカハシ コウスケ 駿河台大学 大４ 男 3.00 2.20 0.60 5.80

4 後藤 龍一 ゴトウ リュウイチ 新潟大学 大４ 男 2.55 2.40 0.80 5.75

5 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 大３ 男 1.30 2.80 1.00 5.10

■自由演技の部　斜転

順位 所属 学年 性別 実施点 難度 構成 最終得点

1 安部 夏月 アベ ナツキ 東京農工大学/たまラートクラブ 大４ 女 1.40 3.80 1.00 6.20

2 森本 朝子 モリモト アサコ 筑波大学 大３ 女 1.90 3.00 0.60 5.50

3 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 大３ 男 1.70 2.20 0.20 4.10

■自由演技の部　跳躍

順位 所属 学年 性別 実施点 難度 得点 最終得点

4.40 1.00 5.40

4.85 1.00 5.85

3.30 2.00 5.30

3.65 2.00 5.65

3.85 1.00 4.85

3.15 1.20 4.35

氏名 フリガナ

氏名 フリガナ

男 4.853 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 大３

男 5.652 高橋 香介 タカハシ コウスケ 駿河台大学 大４

大１ 男 5.85

氏名

1 赤坂 俊璃 アカサカ シュリ 駿河台大学

フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　学生クラス】

■自由演技の部　総合

順位 所属 学年 性別 直転 斜転 跳躍 総合

1 赤坂 俊璃 アカサカ シュリ 駿河台大学 大１ 男 8.65 - 5.85 14.50

2 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 大３ 男 5.10 4.10 4.85 14.05

3 森本 朝子 モリモト アサコ 筑波大学 大３ 女 6.05 5.50 - 11.55

4 高橋 香介 タカハシ コウスケ 駿河台大学 大４ 男 5.80 - 5.65 11.45

5 安部 夏月 アベ ナツキ 東京農工大学/たまラートクラブ 大４ 女 - 6.20 - 6.20

6 後藤 龍一 ゴトウ リュウイチ 新潟大学 大４ 男 5.75 - - 5.75

7 中野 美織 ナカノ ミオリ 名古屋学院大学 大２ 女 - - - 0.00

氏名 フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　シニアクラス】

■規定演技の部　直転

順位 所属 性別 級 満点 実施点 規定減点 最終得点

1 和合谷 繁満 ワゴウヤ シゲミツ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 男 3 7.5 5.70 0.0 5.70

2 松原 正樹 マツバラ マサキ 洞峰ラート教室 男 4 6.6 3.80 0.0 3.80

3 小野 一朗 オノ イチロウ 洞峰ラート教室 男 4 6.6 3.70 0.0 3.70

4 佐藤 凌 サトウ リョウ 洞峰ラート教室 男 3 7.5 4.25 -0.8 3.45

5 沓澤 真衛 クツザワ シンエイ 秋田ノーザンハピネッツラートスクール 男 3 7.5 4.70 -1.6 3.10

■自由演技の部　直転

順位 所属 性別 実施点 難度 構成 最終得点

1 伊佐 義史 イサ ヨシフミ 沖縄県立那覇国際高校 男 2.95 5.20 1.00 9.15

2 森 大輔 モリ ダイスケ たまラートクラブ 男 3.70 4.40 1.00 9.10

3 米子 佳蓮 ヨネコ カレン 筑波大学 女 1.40 3.80 1.00 6.20

4 四方田 健二 ヨモダ ケンジ 名古屋学院大学 男 2.50 1.20 0.80 4.50

5 小池 菖 コイケ アヤメ 中京大学OGOB 女 2.30 1.40 0.60 4.30

6 松木 やよい マツキ ヤヨイ 洞峰ラート教室 女 1.20 1.80 0.60 3.60

7 古川 圭介 コガワ ケイスケ 洞峰ラート教室 男 0.00 1.60 0.80 2.40

氏名 フリガナ

氏名 フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　シニアクラス】

■自由演技の部　斜転

順位 所属 性別 実施点 難度 構成 最終得点

1 森 大輔 モリ ダイスケ たまラートクラブ 男 4.05 5.20 1.00 10.25

2 伊佐 義史 イサ ヨシフミ 沖縄県立那覇国際高校 男 2.90 5.20 0.80 8.90

3 吉永 直嗣 ヨシナガ ナオツグ 筑波大学OBOG 男 2.45 4.00 1.00 7.45

4 四方田 健二 ヨモダ ケンジ 名古屋学院大学 男 0.00 2.40 0.00 2.40

■自由演技の部　跳躍

順位 所属 性別 実施点 難度 得点 最終得点

3.80 2.80 6.60

- - -

4.15 2.00 6.15

4.25 2.00 6.25

3.30 2.80 6.10

2.20 3.50 5.70

3.90 0.00 3.90

3.55 0.00 3.55
名古屋学院大学 男 3.90

2

3 吉永 直嗣 ヨシナガ ナオツグ 筑波大学OBOG

4 四方田 健二 ヨモダ ケンジ

たまラートクラブ 6.25

男 6.10

男 6.601 伊佐 義史 イサ

男

ヨシフミ 沖縄県立那覇国際高校

氏名 フリガナ

フリガナ

森 大輔 モリ ダイスケ

氏名
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【ラート競技部門　シニアクラス】

■自由演技の部　総合

順位 所属 性別 直転 斜転 跳躍 総合

1 森 大輔 モリ ダイスケ たまラートクラブ 男 9.10 10.25 6.25 25.60

2 伊佐 義史 イサ ヨシフミ 沖縄県立那覇国際高校 男 9.15 8.90 6.60 24.65

3 吉永 直嗣 ヨシナガ ナオツグ 筑波大学OBOG 男 - 7.45 6.10 13.55

4 四方田 健二 ヨモダ ケンジ 名古屋学院大学 男 4.50 2.40 3.90 10.80

5 米子 佳蓮 ヨネコ カレン 筑波大学 女 6.20 - - 6.20

6 小池 菖 コイケ アヤメ 中京大学OGOB 女 4.30 - - 4.30

7 松木 やよい マツキ ヤヨイ 洞峰ラート教室 女 3.60 - - 3.60

8 古川 圭介 コガワ ケイスケ 洞峰ラート教室 男 2.40 - - 2.40

氏名 フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【シルホイール部門】

No. 氏名 演技タイトル 所属

1 安里萌 R 琉球大学

2 進真希 初めて出来たときの動画 －

3 小出奈実 waltz & coin spin たまラートクラブ/ジャパン・リニューアブル・エナジー株

4 堀江正太 購入したからには回らなきゃ。 名古屋芸術大学OB

5 金井茂樹 This is fun of Cyrwheel! 筑波大学
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【デモ演技部門】

順位 チーム名 演技タイトル 参加者名 獲得Pt

1 新潟大学リズム体操部 起死回生

遠藤茉奈実、遠藤柊人、本間誠太郎、深谷仁美、田村真輝、後藤龍

一、井上咲子、煙山千夏、小平鈴之助、宇澤健斗、中村吏沙、三ツ

井明日加、有田快斗、佐々木史佳、金子亮雅、船木結人、高橋蓮、

志田知歩里、川崎くるみ、山崎すず、古舘愛夏、上杉美侑菜

145

2 筑波大学舞踊研究室 Preface 加藤玲 129

3
SSC大泉【Oizumi 

Wheelers】
The Villain's World 齊藤由那、木下香乃葉、安田舞香、倉地耕太郎、矢部龍希 108

4 チームNGU Lamp 水野智仁、杉本真輝、中野美織、小池菖、四方田健二、堀場みのり 68
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【成果発表部門】

No. 演技タイトル 参加者名 所属 演技説明

1 シルがんばってます！！ 安里萌 琉球大学

沖縄は自粛続きで練習があまりできませんでしたが，シルホイー

ルに挑戦し，少しだけ技ができるようになってきました．四苦八

苦しながらも演技を完成させられたので一安心です．

2 成果発表【跳躍編】 齊藤由那 SSC大泉 中学校2年生です。

3 成果発表【跳躍編】 木下香乃葉 SSC大泉 小学校6年生です。

4 成果発表【跳躍編】 安田舞香 SSC大泉 小学校6年生です。

5 成果発表【跳躍編】 矢部龍希 SSC大泉 小学校3年生です。

6 成果発表【直転編】 木下香乃葉 SSC大泉 小学校6年生です。

7 成果発表【直転編】 安田舞香 SSC大泉 小学校6年生です。

8 成果発表【直転編】 倉地耕太郎 SSC大泉 小学校5年生です。

9 成果発表【片足乗せ斜転編】 倉地耕太郎 SSC大泉 小学校5年生です。

10 前腹前回り 吉田奈央 駿河台大学

8月に触れて以来、かれこれ半年が経ちました。夏には暖かかっ

たのに、こんなに冷たくなるなんて...定期的に触れてあげないと

いけないみたいだね。さ〜て半年ぶりに頑張っちゃうぞぉぉぉ！！

11 1年の成果

チーム名：

6(ヘキサゴン)

メンバー

　高橋蓮、志田知歩里、

川崎くるみ、山崎すず、古

舘愛夏、上杉美侑菜）

新潟大学

全員ラート経験1年目ですが、部活で先輩方にたくさん教えて

いただき、練習してここまでできるようになりました！その成果をプ

リティな音楽とともに可愛さ全開で表現しました！ご覧下さい！
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【成果発表部門】

No. 演技タイトル 参加者名 所属 演技説明

12 Duo Skills with Jen 星野雅子
Commonwealth Circus 

Center／たまラートクラブ

こんにちは！星野雅子と申します。私は4か月前にアメリカに

引っ越しをし、

そこでラートを続けています。

今回はこちらでコーチをしているJenと二人組でのラートに挑戦し

ましたので、

よろしければご覧ください！

13 できるようになったこと 我喜屋佑衣 筑波大学
挑戦したかったビュッケン、エストラーダ、バックブリッジを練習して

構成を組みました！

14 憧れの技に挑戦！ 狩野莉奈 筑波大学

憧れのベロン座りに挑戦しました。声補助付きでお送りいたしま

す。ちなみにテイク22…補助してくれた皆さんありがとうございま

した！

15 はじめてのラート

チーム名：

　山本家

メンバー：

　山本充晃、山本奈実、

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

家族で３人シーソーに挑戦しました！おそらく最年少出場の息

子（１歳１０ヶ月）の余裕な姿とおっかなびっくりな父のギャッ

プにご注目ください。

16
8年ぶりにできるように

なった大技！！
安高啓貴 筑波大学OBOG

宙返りで、自分の意志と関係なく勝手にひねりを加えてしまう癖

がついてしまい、床での普通の宙返りですら怖くてできない時期

もありました。数年に渡る宙返りの恐怖心との戦いを経てこの大

技がまたできるようになりました！

17 音量注意 北島瑛二 筑波大学OBOG
練習中の技が成功すると、思わず大きな声で叫んじゃいますよ

ね。ラートあるあるだと思います。

18 産後１年 檜皮貴子 新潟大学

次男を出産して１年が経ちました。ラートに乗っても大丈夫な

体に戻り，その練習初日の演技です。筋力のなさを振りとび下

りが物語っていますが，過去の感覚を手繰り寄せて回りました。

この日が来るまで長い道のりでした。
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【てんとう虫耐久レース部門】

順位 所属 性別 学年 秒数

1 白川 敦士 シラカワ アツシ 筑波大学 男 院１ 7分01秒

2 高橋 香介 タカハシ コウスケ 駿河台大学 男 大４ 2分27秒

3 菊池 月 キクチ ツキ 筑波大学 女 大４ 2分09秒

4 大野 琉星 オオノ リュウセイ 駿河台大学 男 大３ 1分57秒

5 山口 航平 ヤマグチ コウヘイ 松本大学 男 大３ 1分40秒

6 伊佐 義史 イサ ヨシフミ 沖縄県立那覇国際高校 男 1分38秒

7 深谷 仁美 フカヤ ヒトミ 新潟大学 女 大４ 1分12秒

8 青山 法香 アオヤマ ノリカ 琉球大学 女 大３ 1分08秒

9 赤坂 俊璃 アカサカ シュリ 駿河台大学 男 大１ 1分07秒

10 堀江 里穗 ホリエ リホ 琉球大学 女 大２ 0分48秒

11 齊藤 由那 サイトウ ユウナ SSC大泉 女 中２ 0分32秒

12 金井 茂樹 カナイ シゲキ 筑波大学 男 研究員 0分14秒

13 倉地 耕太郎 クラチ コウタロウ SSC大泉 男 小５ 0分00秒

13 矢部 龍希 ヤベ リュウキ SSC大泉 男 小３ 0分00秒

氏名 フリガナ
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【MIP】

順位 氏名／出場部門／所属 獲得pt

1 白川 敦士 (てんとう虫レース｜筑波大学) 85

2 安里 萌 (成果発表・シルホイール｜琉球大学) 50

3 加藤 玲 (デモ演技｜筑波大学) 35

3 山口 航平 (ラート競技(学生)・てんとう虫レース｜松本大学) 35

5 檜皮 貴子 (成果発表｜新潟大学) 30

6 金井 茂樹 (シルホイール・てんとう虫レース｜筑波大学) 29

7 四方田 健二 (ラート競技(シニア)・デモ演技｜名古屋学院大学) 24

8 山本 晃太朗 (成果発表｜たまラートクラブ/ジャパン・リニューアブル・エナジー株) 21

9 伊佐 義史 (ラート競技(シニア)・てんとう虫レース｜沖縄県立那覇国際高校) 17

9 赤坂 俊璃 (ラート競技(学生)・てんとう虫レース｜駿河台大学) 17

11 堀江 正太 (シルホイール｜名古屋芸術大学OB) 13

12 神谷 朋華 (ラート競技(学生)｜松本大学) 11

13 星野 雅子 (成果発表｜Commonwealth Circus Center／たまラートクラブ) 10

13 松木 やよい (ラート競技(シニア)｜洞峰ラート教室) 10

15 進 真希 (シルホイール) 9

16 三島 可媛 (ラート競技(学生)｜松本大学) 8

17 柏木 小雪 (ラート競技(学生)｜東京農工大学) 7

17 我喜屋 佑衣 (成果発表｜筑波大学) 7

17 堀江 里穗 (てんとう虫レース｜琉球大学) 7

17 森本 朝子 (ラート競技(学生)｜筑波大学) 7

21 古川 圭介 (ラート競技(シニア)｜洞峰ラート教室) 6

21 宅和 花楓 (ラート競技(ジュニア)｜洞峰ラート教室/遊学の里ラートサークル) 6

21 ラートソリューションズ 6

24 佐々木 史佳 (ラート競技(学生)・デモ演技｜新潟大学) 5

24 水野 智仁 (ラート競技(学生)・デモ演技｜名古屋学院大学) 5
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第１回ラートソリューションズカップ結果 2022/03/13

【MIP】

順位 氏名／出場部門／所属 獲得pt

24 小野 一朗 (ラート競技(シニア)｜洞峰ラート教室) 5

24 安高 啓貴 (成果発表｜筑波大学OBOG) 5

24 北島 瑛二 (成果発表｜筑波大学OBOG) 5

24 齊藤 由那 (ラート競技(ジュニア)・成果発表・てんとう虫レース・デモ演技｜SSC大泉) 5

24 森下 和輝 (ラート競技(ジュニア)｜秋田ノーザンハピネッツラートスクール) 5

31 原川 美涼 (ラート競技(ジュニア)｜たまラートクラブ/日本体育大学桜華高等学校) 4

31 安部 夏月 (ラート競技(学生)｜東京農工大学/たまラートクラブ) 4

31 米子 佳蓮 (ラート競技(シニア)｜筑波大学) 4

31 上杉 美侑菜 (成果発表・デモ演技｜新潟大学) 4

31 山本 奈実(小出 奈実) (成果発表・シルホイール｜たまラートクラブ/ジャパン・リニューアブル・エナジー株) 4

31 菊池 月 (てんとう虫レース｜筑波大学) 4

31 和合谷 繁満 (ラート競技(シニア)｜秋田ノーザンハピネッツラートスクール) 4

31 高橋 香介 (ラート競技(学生)・てんとう虫レース｜駿河台大学) 4

39 俵 和志 (ラート競技(ジュニア)｜洞峰ラート教室) 3

39 小池 菖 (ラート競技(シニア)・デモ演技｜中京大学OGOB/名古屋学院大学) 3

25 矢部 龍希 (成果発表・てんとう虫レース・デモ演技｜SSC大泉) 3

39 森 大輔 (ラート競技(シニア)｜たまラートクラブ) 3

43 千葉 青 (ラート競技(ジュニア)｜秋田ノーザンハピネッツラートスクール) 2

43 松原 正樹 (ラート競技(シニア)｜洞峰ラート教室) 2

43 井上 咲子 (ラート競技(学生)・デモ演技｜新潟大学) 2

46 丸山 夏未 (ラート競技(ジュニア)｜たまラートクラブ) 1

46 塚田 怜奈 (ラート競技(ジュニア)｜秋田ノーザンハピネッツラートスクール) 1

46 竹園孝太朗 1

※票を獲得された方を記載しております。
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