
 後篇 

２／２ 

     Silver 12:00 終了 

     Gold 12:04 終了 

    午前中の ２ Race が 

   終わると ランチタイム 

 その後 トイレタイム。 

海上トイレは 一つだけ 

なので、女性陣は 

パトロール艇 で  

ハーバー トイレに 

めがけて ぶっ飛ばす。 

  陸 上 本 部 

 おしどり夫婦 の 

 倉橋 麻里／和裕 さん。 

 無線片手に 交信中。 

  朝の 運営ミーティング 

   クラブ メンバー は 

   何も 連絡しなくても 

 ユニフォームで 勢ぞろい。 

  成 績 担 当 

 海上から 写メで 

 フィニッシュ順位 

 を送ってもらい、 

ＰＣで入力です。 

 岩永 ママ 
三軒 ママ   山田 ママ  

 村山ＯＢパパ  

今日は  年に一度の お祭り大会です。 

ランチ、賞品、賞状、くじ引き大会、 

陸上管理、事務・会計 等々 大忙し。  

卒業した 村山 航大君 の パパ・ママ 

が 里帰りで お手伝い。 サンキュー。 

  美智子さん 

全然 お変 

わりあり 

ませんね。 

 卒業した  程田 凌羽 くん も  

  戻ってきて、海上運営を 

  お手伝いしてくれました。  

    海陽 

 ジュニア 

   予備軍 

   です。 



スタートから １s まで 
の距離 700ｍ～800ｍ 

  1 

本部艇   

ブーメラン MJ  

  2 

  ４ 

  

  3 

  

  2 

  1 

  3 

 Race ２  Gold  Fleet 

１ 3110 嶋倉 照晃 真野浜 S 

２ 3211 池田 海人 江の島 

３ 3257   玉山 義規 丸玉 S 

４ 3294 鈴木 亮太朗 浜名湖 

５ 3270 磯辺 壱心 兵庫 

６ 3116 鈴木 海翔 横浜市民 

７ 3239 北原 頌子 兵庫 

８ 3184 菅野 響  夢の島 

９ 3226 倉橋 直暉 海陽海洋 

10 3342 小林 奏   宮津 

   Race ２ Silver Fleet 

1 3209  芝田 豊栄    江の島 

2 3158  中村 晃     兵庫 

3 2911  鷲尾 青     江の島        

4 2986  藤原 優咲    兵庫 

5 3178  木内恵美子   兵庫 

6 3183  戎 悠里      江の島   

7 3136  笹尾 エンゾ  江の島 

8 3082 矢野 陽大  和歌山 

9 2807  川前 優太   海陽海洋   

10 2878 嶋倉 侑司  真野浜 

A 海面 

B 海面 

1 ｓ 

45° 

60° 

スタートから １まで 
の距離  
800ｍ～900ｍ 

パトロールＡ  
スタートアウター  
クリスティーナ 

1 マーク 
丸玉丸 
（丸玉セーリング） 

２から ３までの 
距離 800ｍ～
900ｍ 

ジュリー艇 
 恵風 
 

マークレイヤー 
 2・3 マーク  
  海風 

本部艇   

 グランパス  マークレイヤー 
遅い艇の コーチング  
グランマム 

スタートから １マークまで 
     の距離 150ｍ 

ゴールド  シルバー 

フィニッシュ   

 一歩J  
   トイレ 

1マーク 

スタート 

２マーク 

３マーク 

２マーク 

３マーク 

この コースの特色は、上－下の

レグの長さが同じでも、面積が

半分になる事です。 サバイバル

状況等では、 レスキューの守備

範囲も約半分となり、より安全

な体制で レースが行えます。 

ゴールドと シルバーでは 

強風時 や 超微風時に 大き

く 上りの時間が違ってき

ます。上りの距離に差を 

付ける事により、レース 

とレースの待ち時間を 

少なくします。 

この コースの特色は、 

初心者の苦手な。上りの 

レグを 短くしています。 



 born free  
             自然からの恵みと、母性愛のみを受けていました。 

      しかし、一人では生きていけないために 成長と共に徐々に約束事 

  を 覚えて 社会の中に 入って行かねばなりません。   それは規則です。 

幼児の頃は ほとんど何も覚えなくても良かったのが、小学校に入り 低学年

から 高学年になるにつれて、どんどん規則が入ってきて、自由を締めつけ

ます。もちろん 世の中が うまくやって行けるには 規則は必要ですが、もし 

それが必要な最低限の制限に留まり、あとは一般常識で判断して行ける事が

できれば理想です。一般常識は 自然を理解する事と 人間関係にあります。 

  ヨットで自然を知り、レースで人間関係がより良くなるようにしたい。 

  必用な最小限の 帆走指示書で『海と風Race』をしたい と思うのです。 

人間は 生まれた時は 自由でした。 

  Race ３
Yellow ＆ Blue fleet 

Race３ が 約12時に終了したので、ランチ休憩後のスタートは 13時を設定して行動開始のところ、

女子２名がトイレを要求、いつもの事ですが 切羽詰まるとトイレに行きたくなるのが人間模様です。 

５分遅れの 13:05:00 ゴールド・シルバー 合わせて 61艇が 一斉にスタートしました。 

 村田 奈穂 

 笹尾 ｴﾝｿﾞ 

 加藤 航之介 

 13:01:31 準備信号で スタート前 

            のラッシュ 

倉橋 直暉 

 池田 海人 

 巧太郎 

 嶋倉 照晃 

海人、直暉、？、の３艇が ジャスト スタート。 

フィニッシュは そのまま、１位 直暉 ２位 海人。 

 同じい時間に 本部船側から撮る。 



 川北 百華 

 服部 りら 

 諸岡  昴 

 吉岡 晴月 

 芝田 豊栄 

 黒田 浩渡   

 吉岡 和月  真野浜セーリング   
 谷口 美羽   チーム江東   

 シルバー フリート の １マークは 赤色ブイ、やや近くにある。   

 嶋倉 照晃 

 重松 駿  夢の島ヨットクラブ   



 Race ３  Gold  Fleet 

１ 3226 倉橋 直暉 海陽海洋 

２ 3211 池田 海人 江の島 

３ 3294 鈴木 亮太朗 浜名湖 

４  3110 嶋倉 照晃 真野浜 S 

５ 3270 磯辺 壱心 兵庫 

６ 3184 菅野 響  夢の島 

７ 3239 北原 頌子 兵庫 

８  3242 谷口 美羽 Team江東 

９  3342 小林 奏    宮津  

10  3176 重松 駿   夢の島 

   Race ３ Silver Fleet 

1 3209  芝田 豊栄    江の島 

2 3178  木内恵美子   兵庫 

3 317  重松   陽  夢の島 

4 3183  戎 悠里      江の島   

5 2911   鷲尾 青     江の島        

6 3018 内田 愛理  清水 

7 3158  中村 晃     兵庫 

8 2986  藤原 優咲    兵庫 

9 2807  川前 優太   海陽海洋   

10 3136  笹尾 エンゾ  江の島 

 Race ３   

  Blue fleet 
 Finish 
 at 13:43:34 

 芝田 豊栄 連続トップを 決める。    

 豊栄 パパ 

 悠里 パパ 

 ２位 

木内恵美子 

 トップ艇  フィニッシュ 

 笹尾 エンゾ 

宮本 

あかり 

 ９位 

川前 優太 

 ８位 

藤原 優咲 

 ３位 

重松  陽 

シルバーには 

素質のある選手が

いっぱいいる。 

素質を育てるのは 

コーチの役目だ。 



 Race ３   

  Yellow fleet 
 Finish 
 at 13:51:26 

冨田 堅心 

なごや ｼﾞｭﾆｱ 

海上本部は ただ今勤務中。楽しかったレース運営。 

記録  三軒 わかば 様 

 お顔が 見えません。 

ブーメラン MJ 

小沢 吾亘 さん 

実行委員長 

 高山 亜衣子  

時計、フォーン 

 高橋 武宏 

江の島 から 

    戎さんと 

 芝田さんに 
お手伝いいた 
だきました。 

卒業パパ 程田さん 

実行委員長 殿は  

だいぶ お疲れ 

  のご様子。 

午睡 の 時 

１マーク 玉山 稔章さん 

矢野 光輝さん（和歌山） 

池田 晴紀さん（江の島） 

村田  
鷲尾さん        川前  

水野 さん  

ゴールド フィニッシュ 

レース委員長 

  荒川 渡 

冨永ママ、鍬本ママ 
皆さん 

明るい 

人ばかりで エンジョイ 出来ました。 

磯辺 壱心 

小林 奏 

西田 カピーリア 桜良  玉山 義規  



パトロールＡ 松原 淳裕、山田 健一朗、 玉山 恵子（カメラ） ２，３ マークレイヤー 程田 凌羽、冨永 忠良、中川 義守、石黒 裕之 

ジュリー艇    森  信和 

  真栄平 伸二   高原正一さん 

Ｂ 海面  

 海上本部 Ｂ 石川 徹  村山 典久  鷲尾 礼弁さん  

パトロール Ｂ     

本多 哲也  藤井 正樹 山田 虎之助 

 Race ４   

  Blue fleet Start at  14:14:00 

  山守 ちひろ   

 川前 優太  

シルバー クラス R ３ は DNF 2艇を記録、13:58:34 に終了した。 

本大会は ５Race を 企画、たとえどちらかの フリートでもいいから ５つ 

                       やりたい。そう思い、 

                       フリートを分けて、運営 

                       に柔軟性を持たせた。                 

シルバーは フィニッ

シュとスタートが 

同じラインなので 

16分後に スタート

する事が出来た。 

レース中に 風が落ちた、最終レースのフィニッシュ。 

JPN 3232 吉岡 晴月 

（真野浜 ｓ） 



 宮本 あかり と 重松 陽 2人 とも 夢の島ヨットクラブ  

 Race ４   

  Yellow fleet Start at  14:14:00 

今、 

スタート 8秒前。 

５秒前 

シバー。 

３秒前 

一斉にベアし 

 て 風を入れる。 

スタート １秒前、  義規が 鼻の差で  前に出る 次は 直暉が続く。 

義規 

直暉 

海人 

北原頌子 

亮太朗 

 ↓ 

黒田 浩渡 

は マークに 

割り込めず 止まる。 

このレースの結果は、１位 重松 駿、２位  直暉、 

３位  義規、４位  菅野 響、 黒田 浩渡 は 34位 

黒田 浩渡 

 藤原 優咲、  木内 恵美子 川前 優太  
シルバー用 1マーク 

シルバー が先行し 

5分後に ゴールドが 

    追いかける。 

スタート １秒後 

  富田 堅心             三軒 つきの  

 嶋倉 侑司    

JPN 3294 鈴木 亮太朗 



村田 奈穂  

 森 皇翔  R4を 3位 で終える 義規。  

 児島 緋音 

 中川 大成  

 山崎 彩加  

 谷口 美羽  
 小林 奏  

ゴールド フィニッシュ 

運営艇の横を ダウン・

ウィンドで ３マークに 

向かうグループ。 

内田 幸恋、山田 冬聖、 

岩永 燎汰、岡田 爽良。 

ゴールド フリート 

の フィニッシュ が 

 見える。 

 吉岡 和月   森 皇翔  
 黒田 浩渡  

フィニッシュ 

 アウター 

 マーク 

 安 那瑠起  



Race ４ Silver Fleet 

１ 3158  中村 晃      

２ 2911   鷲尾 青           

３ 3183  戎 悠里      

４ 3209  芝田 豊栄     

５ 2986  藤原 優咲 

６ 311  宮本 あかり 

７ 2807  川前 優太      

８ 3018  内田 愛理 

９ 3178  木内 恵美子 

10  317  重松   陽   

風が落ち ７艇が 

DNF となった。 

Race ４   

  Blue fleet 
  Finish at 14:52:44 

嶋倉 侑司  

午後からは 風速が４m/s となったので、レグの距離を 700m に伸ばしたが、Ｒ 4 では また３ｍ/s となったので 600m に戻す。15:07 に R４の 

シルバーは終わり、ゴールドは フィニッシュの レグ を走っていた。ハーバー帰着目標の ４時までにゴールドは 無理だが、シルバーだけでも R ５を 

スタートさせたいと思い、スタート シークエンスに入るが、 風がさらに落ち、 

２ｍ/s 以下となったので、もはや これまでと断念し ＡＰ- Ａ 旗をあげた。 

 最終艇 吉岡 和月 残り１艇は DNF となった。  

Race ４ Gold  Fleet 

１ 3176 重松 駿 

２ 3226 倉橋 直暉  

３ 3257 玉山 義規 

４ 3184 菅野 響 

５ 3242 谷口 美羽 

６ 3342 小林 奏 

７ 3270 磯辺 壱心 

８ 2862 高橋果乃子 

９ 3239 北原 頌子 

10 3294 鈴木亮太朗  

Race ４   

  Yellow fleet 
  Finish at 15:15:35 

JPN 3155 三浦 帆香   20位 

三重県の 川北 百華と JPN 2447 服部 りら （右）  

照晃 13位で 

フィニッシュ 

するも、この 

レースを捨てて 

   優勝 !! 

 海人 12位で 

 フィニッシュ 

 これを捨てて 

照晃と同点となる 

タイ ブレークで 

惜敗し 準優勝 ! 

 今日は 一日 レース運営を 堪能しました。 

レースの最終盤からは 

べた凪 となってまった。 

ズルい、僕たちも引っ張って― 

 最終レース トップは 重松 駿 2位は 超微風の中、直暉だった。  



秋の陽はつるべ落とし 16:42:46  
鈴木 あづさ さん       横浜市民 

 宮津 チーム 

  小林 

 ファミリー 

例年 ９月に開催すれば 18:00 まで屋外

を使用可だが、10月なので屋内となる。 

 プログラムでは、くじ引き大会は 表彰式の後だったが、 

  片付けで遅れる人に配慮して。くじ引きから始める。 

 高橋 友子 

（果乃子ママ） 

当たりを 

言いまーす。 

あったわ 

 鈴木 萌風 

ママ 

どれに 

しようか 



JPN 3110 

３位 鷲尾 青 

レース委員長 

  荒川 渡 

海陽海洋クラブ  

  会長 森 信和    

    あいさつ 

表彰式 開始 宣言 

OP級 ゴールド フリート 

OP級 ブロンズ フリート 

JPN 3294 

JPN 3158 

３位 倉橋 直暉 
２位 

池田 海人 

優 勝 

嶋倉 照晃 

２位 芝田 豊栄 

優 勝 中村  晃 

３位 鷲尾 空 
２位 池田 航介 

優 勝 鈴木 風雅 
 僕は お兄ちゃんのように 

ワールドに行きたいと思います。 

OP級 シルバー フリート 



 Gold  Fleet Result 

１ 3110 嶋倉 照晃 真野浜 S 

２ 3211 池田 海人  江の島 

３ 3226 倉橋 直暉  海陽海洋 

４ 3270 磯辺 壱心  兵庫 

５   3257 玉山 義規   玉山S 

 6    3294 鈴木 亮太朗 浜名湖 

７  3184 菅野 響   夢の島 

８ 3239 北原 頌子  兵庫 

９ 3176 重松 駿     夢の島 

10 3116 鈴木 海翔  横浜市民 

11 3242 谷口 美羽 Team江東 

12 3342 小林 奏     宮津  

13 3311   森 美遥   兵庫 

14 2987 中川 大成  海陽海洋 

15 2935 岩永 燎汰  海陽海洋 

16 2862 高橋 果乃子 海陽海洋 

17 3086 鈴木 萌風  琵琶湖 

18 2973 若林 幸輝  三重県 

19 3155 三浦 帆香  千葉 

20 2879 須田 智也  琵琶湖 

21 2943 岡田 爽良  藤沢市 

22 3123 冨田 賢心  なごや 

23 3238 杉浦 ふう華  海陽海洋 

24 3025 黒田 浩渡  兵庫 

25 3029 児島 緋音  兵庫 

26 3315 吉岡 和月  真野浜 

27 3260 高山 巧太郎  海陽海洋 

28 2790 森  皇翔      兵庫 

29 1827 安 那瑠起    三重県 

30 3028 村田 奈穂  海陽海洋 

31 3084 三軒つきの  海陽海洋 

32 2944 山田 冬聖  海陽海洋 

33 2475 藤沢 慎悟  三重県 

34 2902 市川 太陽  浜名湖 

35 2304 藤田 健太朗  三重県 

36 3003 山崎 彩か  清水 

37 2804 服部 友賀  三重県 

 

 Silver  Fleet  Result 

１    3158  中村 晃      兵庫 

２   3209   芝田 豊栄    江の島 

３  2911   鷲尾 青     江の島        

４  3183   戎 悠里     江の島   

５ 3178   木内恵美子   兵庫 

６ 2986 藤原 優咲     兵庫 

7   317   重松   陽  夢の島 

8   2807   川前 優太     海陽海洋 

9   3018 内田 愛理   清水 

10 3082 矢野 陽太   和歌山   

11 3136   笹尾 エンゾ   江の島 

12 2878 嶋倉 侑司   真野浜 

13 311  宮本 あかり   夢の島 

14 935 鍬本 アーロン 海陽海洋 

15 3285  山守 ちひろ   江東区 

亮太朗 パパ も 健闘をねぎらう。 いかがでしたか？ 

僕も 役目が終わり 

降ろされました。 

また 来年も 

来てくださいね。 



16 2691 出来 健   兵庫 

17 2767 加藤 航之介 宮津 

18 2836 冨永 遼希   海陽海洋 

19 2806 内田 幸恋   清水 

20 2599 西田 K. 桜良  兵庫 

21 3232 吉岡 晴月   真野浜 

22 827   川北 百華   三重県 

23 2583 諸岡  昴       三重県 

24 2447 服部 りら     三重県 

 

 Bronze  Fleet  Result 

１ 3294 鈴木 風雅  浜名湖 

２ 3156   池田 航介    江の島 

３ 3093   鷲尾 空       江の島 

４ 2803 間宮 遠晴  なごや 

５ 2285 遠藤 貫太郎   浜名湖 

６ 2958  太田 薫       清水 

７ 2525  太田 タケル 三重県 

８ 990    菅野 こころ   夢の島 

９ 2257 佐多 乙哉   三重県 

10 3022  本多 剛       海陽海洋 

11 3260  高山 聖二郎   海陽海洋 

12 1724  山田 虎之助    清水  

13 2498  伊地知 寛幸    なごや 

2015.12.04 海陽海洋クラブ 


