
日本ＯＰ協会

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

11969４．１～２ 江ノ島 １４ 黒川 徹也 須原 洋司 橋田 健一

(S44) （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島）

21970８．２８～２９ 江ノ島 ９ 生野　裕治 束田　義尚 渡辺由起子

S45 （低学年） （大分） （江ノ島） （大分）

９ 斎藤 正毅 生野　邦子 木曾　康晴

（高学年） （江ノ島） （大分） （江ノ島）

31971８．９～１０ 江ノ島 １８ 斎藤 正毅 小宮   亮 青木 智和

(S46) （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島）

41972８．１７～１８ 江ノ島 １８ 樫本 敦司 小宮   亮 青木 智和

(S47) （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島）

51973８．１６～１７ 江ノ島 １６ 青木 智和 樫本 敦司 浜尾太郎

(S48) （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島）

61974５．５～６ 江ノ島 １５ 青木 智和 樫本 敦司 浜尾 太郎

(S49) （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島）

71975８．２～３ 琵琶湖 ３４ 西村 祐介 ﾙｯﾂ.ﾜﾙﾀｰ 寺田 全輝

(S50) （江ノ島） （江ノ島） （琵琶湖）

81976７．３１～８．１ 宮島 ６３ 山村 洋之 寺田 全輝 岡       大

(S51) （和歌山） （琵琶湖） （千葉）

91977８．４～５ 函館 ４９ 新谷章 石川 一也 服部

(S52) （江ノ島） （江ノ島） （島根）

101978８．２～４ 諏訪湖 ５３ 石川 一也 曲田 拓史 亀井    功 山村 千恵 松田 明子 加藤 聡子

(S53) （江ノ島） （江ノ島） （隠岐） （諏訪湖） （琵琶湖） （清水）

111979８．１１～１４ 紀伊田辺 ５３ 山口 能孝 上野 友和 石川 一也

(S54) （神戸） （南紀） （江ノ島）

121980１２．２６～２９ 佐島 ４３

(S55)

131981７．２６～２９ 江ノ島 ５９ 松田 哲也 高山 卓衛 秋田 大介

(S56) （琵琶湖） （江ノ島） （琵琶湖）

14 1982１０．９～１１ 江ノ島 ９４ 高山 卓衛 成田 晶彦 宮本 大介 西之園裕二 大門 雅広

(S57) （江ノ島） （同点2人 （エスビー） (葉山) （琵琶湖） （琵琶湖）

厨川 直樹       優勝）

(葉山)

151983１０．８～１０ 琵琶湖 ８５ 厨川 弘樹 三輪 牧人 大門 雅広 厚木    文 熊谷 直美 山田祐規子 宮本 大介 浅井 紀博 刑部 知周

(S58) (葉山) （ﾚｯﾂｺﾞｰ） （琵琶湖） （ﾚｯﾂｺﾞｰ） （エスビー） （琵琶湖） (葉山) （清水） （石川）

161984１１．２３～２５ 佐島 ６９ 三輪 牧人 池田    新 吉岡    卓 静間 敦子 山田祐規子 山元けやき 阪間 俊文 古市 英貴 厚木    基

(S59) （ﾚｯﾂｺﾞｰ） （エスビー） （琵琶湖） (葉山) （琵琶湖） （琵琶湖） （江ノ島） （エスビー） （ﾚｯﾂｺﾞｰ）

171985１１．２～４ 江ノ島 ７１ 岩波 将輝 大門 雅広 阪間 俊文 静間 敦子 山下 美香 谷本香菜子 今野  巧 山下 美香 釜池 恒平

(S60) （横浜市民） （琵琶湖） （江ノ島Ｊｒ） (葉山) （横浜） (松島) (葉山) （横浜） （宇和島）

18198610．31～11．3 和歌山 ７２ 宮本 大介 釜池 恒平 阪間 俊文 山下 美香 持丸由紀子 青山 久恵 釜池 恒平 川上賢一郎 山下うらら

(S61) (葉山) （宇和島） （江ノ島） （横浜） (葉山) （エスビー） （宇和島） （ﾚｯﾂｺﾞｰ） （横浜）

19198710．31～11．3 賀茂村 ７０ 松永 卓也 阪間 俊文 山下 美香 山下 美香 山田あずさ 吉岡 朋子 釜池 恒平 藤井 洋暢 多賀康太郎

(S62) （琵琶湖） （江ノ島） （横浜） （横浜） （横浜市民） （琵琶湖） （宇和島） （横浜） （琵琶湖）

201988９．２３～２７ 横浜 ７６ 戸田 茂樹 松本 健司 中村 和男 山下 美香 山下   麗 山田 真弓 松本 健司 岩波 俊光 関    康治

(S63) (千葉) （横浜市民） （横浜市民） （横浜） （横浜） （横浜市民） （横浜市民） (葉山) （横浜）

211989１１．２３～２６ 江ノ島 ８１ 関    康治 山田 基善 松本 健司 山下   麗 菅谷 泰子 松浦 宏美 西谷拓造 永山 桃子 松永 鉄也

(H 1) （横浜） （琵琶湖） （横浜市民） （横浜） （中央区） （清水） （江ノ島） （横浜） （琵琶湖）

221990１０．１０～１２ 琵琶湖 １０２ 関    一人 中村 公紀 松本 健司 永山 桃子 山田 真弓 望月 貞代 松永 鉄也 渡辺 哲雄 荒川 海彦

(H 2) (千葉) （琵琶湖） （横浜市民） （横浜） （横浜市民） （清水） （琵琶湖） （夢の島） （名古屋）

231991１１．  １～  ４ ｼｰﾎﾞﾆｱ １００ 山下   麗 佐藤 隆博 松本 健司 山下   麗 安岡 千夏 山田 真弓 松永 鉄也 田窪 洋人 佐渡 忠俊

(H 3) （横浜） （江ノ島） （横浜市民） （横浜） （江ノ島） （横浜市民） （琵琶湖） （江ノ島） （ｔｓｓ）

24199210．31～11．3 宮島 １０２ 松永 鉄也 荒川 海彦 渡辺 哲雄 仲野 照美 永山 桃子 三部ゆうき 三部ゆうき 田村 勇太 辻    宏樹

(H 4) （琵琶湖） （なごや） （夢の島） （琵琶湖） （横浜） （江ノ島） （江ノ島） （ｔｓｓ） （鳥取）

25199310．31～11．3 御前崎 １０７ 渡辺 哲雄 荒川 海彦 松永 鉄也 三部ゆうき 羽田 梨絵 近藤  愛 斉藤 祐介 佐渡 忠洋 水谷 謙太

(H 5) （夢の島） （なごや） （琵琶湖） （江ノ島） （江ノ島） （葉山） （ｔｓｓ） （ｔｓｓ） （名古屋）

261994１１．３～６ 横須賀 １３７ 三部ゆうき 田窪 洋人 松永 鉄也 三部ゆうき 鈴木恵美子 吉迫 由香 内田   諒 佐渡 忠洋 萩原    潤

(H 6) （江ノ島） （江ノ島） （琵琶湖） （江ノ島） （江ノ島） （ｔｓｓ） （横浜市民） （ｔｓｓ） （伊東）

271995１１．３～５ ｼｰﾎﾞﾆｱ １３９ 内田    諒 中田 俊輔 中川    剛 久留原千尋 岡田 風美 山田    梓 今井 信行 ﾌﾗｲ．ｱﾝｿﾆｰ 田中 俊介

(H 7) （横浜市民） （横浜市民） （琵琶湖） （琵琶湖） （葉山） （横浜市民） （琵琶湖） （江ノ島） （琵琶湖）

281996１１．１～４ 蒲郡 １３５ 斉藤 祐介 神谷 航路 佐渡 忠洋 近藤 詩織 平井 敦子 高橋 礼子 神谷 航路 今井 信行 田中 俊介

(H 8) （ｔｓｓ） （中央区） （ｔｓｓ） （葉山BAJR） （江ノ島） （ﾋﾞｰﾁｽ） （中央区） （琵琶湖） （琵琶湖）

29199710．31～11．3 浜名湖 １４０ 神谷 航路 高橋 礼子 内田   諒 高橋 礼子 平井 敦子 白井 敦子 神谷 航路 野中 祐樹 西村 真洋

(H 9) （中央区） （ﾋﾞｰﾁｽ） （横浜市民） （ﾋﾞｰﾁｽ） （江ノ島） （ﾋﾞｰﾁｽ） （中央区） （江ノ島） （琵琶湖）

30199810．31～11．3 琵琶湖 １３９ 神谷 航路 今井 信行 西村 真洋 田畑和歌子 高橋 礼子 疋田菜穂子 近藤 康史 植田 順大 豊田 翔平

(H10) （中央区） （琵琶湖） （琵琶湖） （兵庫県ﾖｯﾄ） （ﾋﾞｰﾁｽ） （琵琶湖） （葉山BAJR） （ﾋﾞｰﾁｽ） （兵庫県ﾖｯﾄ）

31199910．30～11．2 江ノ島 １４０ 神谷 航路 平井 敦子 鈴木美帆 平井 敦子 鈴木美帆 池本  碧 小宮  航 飯束潮吹 木内蓉子

(H11) （中央区） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島）

32200011.9～11.12 江ノ島 １４０ 神谷 航路 木内　蓉子 樋口　譲 木内　蓉子 鈴木美帆 池本  碧 川添　正浩 小栗　拓也 横田　敏一

（H12) （中央区） （江ノ島） （横浜市民） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島） （江ノ島） （ﾋﾞｰﾁｽ） （江ノ島）

332001 11.2～ 11.5 和歌山 １３８ 平井　恵子 鈴木　美帆 木内　蓉子 平井　恵子 鈴木　美帆 木内　蓉子 小宮　航 曽和　慎也 横田　敏一

（H13） （江の島）） 〔江の島） (江の島） （江の島）） 〔江の島） (江の島） (江の島） （琵琶湖） （江の島）

342002１１．１～１１．４ 蒲郡 １４１ 小宮　航 河合龍太郎 飯束潮吹 木内　蓉子 豊田　晃子 斉藤　梨菜 石原　帆高 磯崎　友也 鈴木明日美

（H14) (韓国５） （江の島） （静岡県連） （江ノ島） （江ノ島） （別府） （広島） (江の島） （茨城） （ＫＭＣ横浜）

期間西暦回

全日本ＯＰ級セーリング選手権 歴代チャンピオン 年表

総  合 女  子 小 学 生
参加艇開催地

強風の為中止 強風の為中止 強風の為中止



日本ＯＰ協会

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位
期間西暦回

全日本ＯＰ級セーリング選手権 歴代チャンピオン 年表

総  合 女  子 小 学 生
参加艇開催地

352003 １０．２３～２６ 福岡　 １３９ 石原　帆高 川添　正浩 小宮　航 後藤　沙季 松下　結 山田　舞波 熊川　均 小宮　悠 田中　航輝

（H15） (韓国５） 〔江の島） （江ノ島） (江の島） （別府） （長崎） （別府） (江の島） （江の島） （兵庫）

362004 10/31-11/3 江の島 140 熊川　均 埼玉匠海 小宮　悠 小宮　悠 後藤沙季 松下結 埼玉匠海 吉永紀仁 田中　航輝

（H16) 〔江の島） 〔江の島） 〔江の島） 〔江の島） （別府） （長崎） 〔江の島） （玄海） （兵庫）

372005 11/3-11/6 名取 136 小宮　悠 大日向喜咲 若林友世 小宮　悠 大日向喜咲 若林友世 大日向喜咲 若林友世 石原颯人

（H17） 〔江の島） （横浜） （江の島） （江の島） （横浜） （江の島） （横浜） （江の島） （江の島）

382006 11/2-11/5 広島 140 小宮　悠 埼玉匠海 熊川　均 小宮　悠 長堀友香 高橋友海 森山慎太郎 渡部雄貴 石原颯人

（H18) （江の島） （江の島） （江の島） （江の島） （中央区） 〔江の島） （光） （松山） （江の島）

392007 11/1-11/4 別府 146 脇坂　尊 若林友世 土居愛実 若林友世 土居愛実 新谷つむぎ 岡田奎樹 深沢瑛里 佐藤宏樹

（H19） (韓国6) （江の島） (江の島） （江の島） （江の島） （横浜） （江の島） （福岡） （江の島） （江の島）

402008 10/31/11/2 蒲郡 142 若林友世 岡田奎樹 脇坂　尊 若林友世 市川夏未 新谷つむぎ 埼玉成海 岸　裕花 横山南泉   

（H20) (韓国2） （江の島） （福岡） （江の島） （江の島） （夢の島） （江の島） （江の島） （江の島） （江の島）

412009 10/31-11/3 江の島 145 山本一徹 岡田奎樹 樋口　舵 市川夏未 新谷つむぎ 深沢瑛里 田中美紗樹 埼玉成海 高宮豪太

（H21) (香港５） （広島） （福岡） （横浜市民） （夢の島） （江の島） （江の島） （兵庫） （江の島） （江の島）

422010 11/4-11/7 光 142 高宮豪太 高山大智 菅野　翔 岸　祐花 有山夏子 川戸紅葉 松尾虎太郎 高山颯太 小村凛平

（H22) (SUI1,NZL1） （江の島） （B&G別府） （かながわ） （湘南） （江の島） （夢の島） （広島） （KMC横浜） （玄海）

432011 8/20-23 唐津 141 高竹義樹 榊原健人 田中美紗樹 田中美紗樹 藤本優 須河内茉里 神谷　仁 小木曽　涼 尾道佳諭

(H23) (NZL1） （広島） （藤沢市） （B&G兵庫） （B&G兵庫） （江の島） （藤沢市） （浜名湖） （江の島） （B&G時津）

442012 8/23-26 葉山 140 高山颯太 田中美紗樹 高宮豪太 田中美紗樹 辻アンナ 宇田川真乃 花田義弘 桐井航汰 玉山義規

(H24) （KMC横浜） （B&G兵庫） （江ノ島） （B&G兵庫） （中央区） （横浜） （光） （江の島） （丸玉）

452013 11/1-4 蒲郡 141 小木曽　涼 尾道佳諭 玉山義規 辻アンナ 宇田川真乃 中村瑠夏 内貴航路朗 前田海陽 佐々木ﾏｰﾙﾄﾝ星和

(H25) (韓国2） （江の島） （B&G時津） （丸玉） （中央区） （横浜） （横浜） （横浜市民） （広島） （B&G兵庫）

462014 11/1-3 広島 140 倉橋直暉 内貴航路朗 前田海陽 抜井理紗 三浦凪砂 藤本　諒 服部陸太 須河内陽夏 池田海人

(H26) （海陽） （横浜市民） （広島） （B&G兵庫） （浜名湖） （江の島） （江の島） （藤沢市） （江の島）

472015 11/20-23 江の島 145 倉橋直暉 服部陸太 抜井理紗 抜井理紗 蓮　千鶴 パーキンス花 池田海人 磯辺壱心 安永昂生

(H27) (韓国5) （海陽） （江の島） （B&G兵庫） （B&G兵庫） （江の島） （江の島） （江の島） （B&G兵庫） （B&G福岡）

482016 11/3-6 福岡 145 抜井理紗 大澤雄帆 服部陸太 抜井理紗 北原頌子 青山知央 大澤雄帆 北原頌子 菅澤虎士朗

(H28) (韓国4,ﾄﾞｲﾂ1)（B&G兵庫） （葉山） （江の島） （B&G兵庫） （江の島） （葉山） （葉山） （江の島） （江の島）

492017 11/23-26 若洲 140 嶋倉照晃 和知健太郎 安永昂生 北原頌子 内田愛理 前田月里 岩永燎汰 苗床隆之介 菅澤虎士朗

(H29) （真野浜） （江の島） （B&G福岡） （江の島） （清水） （広島） （海陽） （北九州） （江の島）

502018 11/22-25 江の島 143 鷲尾　青 前田月里 幸野　翔太 鷲尾　青 前田月里 北原頌子 菅澤虎士朗 東道　すず 堤　悠人

(H30) (ESP1,USA1,NZL1) （江の島） （広島） （B&G別府） （江の島） （広島） （江の島） （江の島） （江の島） （江の島）

512019 11/**-** 鹿児島

(H31)

*第１４回大会より世界選手権大会の1次予選を兼ねる

*第１５回大会より女子、小学生の部にカップが出来る

*第48回大会より予選・決勝方式を採用する


