
       2018年 11月22 ～25日 

    OP級全日本 第50回記念 江の島大会 

     海は変わらず 

第２回    参加 18 艇 

第50回    参加  143 艇 



千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 

夢の島ヨットクラブ 

江東区立小中学生セーリング部 

KMC横浜ジュニアヨットクラブ 

横浜ジュニアヨットクラブ 

横浜市民 ヨットハーバージュニアヨットクラブ 

葉山町セーリング協会 

   ＹＭＦＳジュニアヨットスクール葉山 

藤沢市青少年セーリングクラブ 

江の島ヨットクラブ ジュニア 

熱海ジュニア海洋クラブ    

清水ヨットスポーツ少年団 

静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニア 

海陽海洋クラブ 

なごやジュニアヨットクラブ 

三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ 

琵琶湖ジュニアヨットクラブ 

真野浜セーリングクラブ 

B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 

和歌山ジュニアヨットクラブ 

広島セーリングスクール 

光セーリングクラブ 

B&G高松海洋クラブ 

B&G松山海洋クラブ 

北九州セーリングクラブ 

B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ 

B&G津屋崎海洋クラブ 

B&G時津海洋クラブ 

B&Gﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ町ジュニア海洋クラブ 

熊本ジュニアヨットクラブ 

B&G別府海洋クラブ 

鹿児島ジュニアヨットクラブ 

宜野湾はごろも海洋少年団 

         Open 

USA  LISOT             川島 武継 

AUS  Northbridge SC   富嶋 恵三 

ESP  Club Nautic El Masnou 

                             POL MATEU 

M 2 

M 2   F 1 

M 3   F 3 

M 1 

M 7   F 1 

M 3 

M 8   F 2 

M 2   F 1 

M 4  

M 17  F 9 

M 1 

M 1   F 1 

M 2   F 2 

M 5   F 1 

M 1 

M 1 

M 3   F 1 

M 4 

M 7   F 7 

M 2    
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M 2    
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Day０ 

大会計測 

FOILS 

SPARS 

 第１回大会が ここ江の島で開催されてから 早や50年の歳月が流れたが、子供達は変わらない。 



艇体重量 35kg 以上が規則 

  新艇なのに 

わずか 40g 足ら ない。 

１円玉 40個分、 

ルールでは 木片 

で前後に補正 

重量を貼る。 

  今年３月 

  Winner 

    購入 

 JPN 3380 

 中村 晃 君。 

バウの内側 

  の木片 

スターンの内側 

 公式計測員が 

 サインをする。 

 来年は鹿児島で 

全日本開催を予定なので 

 ↓ 三森さんは 研修参加 

 新 公式計測員（OM) の 

前田 美保さんは OM デビュー 

   計測証明書を紛失した 

セールトラブルを 解消計測。 

美保さん        

桐井 師匠 

記念すべき 

OM サイン 

第１号 を 

 発行した。 

HULL WEIGHT 

Check - in   

SAIL 

記念大会 

選手全員の 

寄せ書き 

  最初の選手達は 還暦を超え、２世代目も珍しくはない。 

OP の原型となる 

OPプラム が創られて 

からもう71年が経ち

このOP文化が永遠に 

 栄え続ける事を祈願

するばかりである。 



村松テクニカル   

    委員長 

 もっとも計測項目の多い セール部署が いつも超多忙、 

 今年は ２セット準備をしての対応で 好評でした。 

バルセロナから 

オープン参加の 

Pol Mateu くん 

ようこそ Japan 

計測場となる会議室の予約が取れず 

前日の準備作業が出来なかったので 

早朝６時集合と人海戦術で対処した。 

計測員は 29名と過去最高。半日参加で

写っていない人、ごめんなさい。 

優勝 2位 4位 選手の 
    ママもいます。 

Night in Enoshima 

全国から 33クラブ（東16 西17）と海外から集いし 143 選手 

  代表 池田海人が フェアプレー精神を高らかに宣誓する。 



バルーン 

 アートを 

基調とした

さわやかな 

会場盛り付

け、御馳走

の美味しい

盛り付け、

ホストクラ

ブの歓迎に

カンゲィキ

です。 

多賀ママ 



50回記念大会を 

お祝いして 全国33クラブから  

 紹介のスピーチをいただきます。 

クラブ数が多いので２分以内で 

お願いします。   司会 ：服部  父 

計測 

お疲れ 

 様  

でした。 

用意 

周到な 

看板 → 

関東 
関東より北から 来なくなったのが 寂しいね。 

千葉ヨットビルダーズ     ２名 

夢の島ヨットクラブ   ３名 

江東区立小中学校 S部   ６名 

KMC横浜ジュニアYC  １名 

横浜ジュニアYC  ８名 

横浜市民YHJYC  ３名 

葉山町  

藤沢市  青少年SC 

     ４名 

YMFSジュニア YS   

      ３名 

葉山町 ｾｰﾘﾝｸﾞ協会 

   選手会員     32名 

 全日本参加 10名 



中 部 

近北 

関西 

中国
四国 

静岡県 

S連盟 

浜名湖 JC 

   ４名 

三重県Y連盟 JUYC 

     １名   

琵琶湖ジュニアYC    ４名 

   海陽海洋クラブ 

        ６名 

真野浜セーリングクラブ  ４名 

B&G高松海洋クラブ    ６名 

広島セーリングスクール      

    ５名 

B&G松山海洋クラブ    

     １名 

B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 

選手会員  28名   全日本参加  14名 

清水YS少年団 ２名 

熱海ジュニア海洋C 

       １名 

なごやジュニアYC 

     １名 

  ’18 選手会員数 ランキング 

  １位 江の島 41 名 

  ２位 葉山町 32 名 

  ３位  兵 庫   28 名 

 出場ができて 

  うれし泣き 



九州 
近畿 

ホスト 
 クラブ 

光セーリング C 

     １名 

  B&G福岡JY   海洋クラブ   ６名 

北九州ジュニアYC 

         ３名 

別府 ２名 津屋崎  １名 和歌山  ２名 

   ２名 

  姉 弟 です。 

熊本ジュニアYC １名 B&G時津海洋C １名  小５です。 

沖
縄 

宜野湾 
はごろも 

海洋 

少年団 

 
 １名 

鹿児島ジュニア ヨット C  ５名 

  OP 模型がデザインされた 

旧トロフィーは IODAワールド 

をモデルとして制作された。 

  新しくデザインされた 新 カップ   51回全日本は 鹿児島ジュニアにお任せ下さい。 橋元  

 今年の特徴は 

中３選手の参加が

多かった事。例年

は 受験勉強の為、

９月でOP卒業が

多いが、今回は

15名いた。12名が 

Gold fleet  10名が

30位 以内の成績

を収めた。OPに

対する思い入れが 

深かったのだろう。 

 B&Gハウステンボス町 

       ジュニア海洋C 

江の島ジュニア ヨット クラブ 

  選手会員  41 名   全日本参加  26 名 



Day 

  １ 

2018. 11.23  Fri. 

 
 Race＃１ 

 
  Yellow fleet 71  

   Red fleet 72  

Yellow ＃1  
9:55 予告信号が揚がる。 

1969年４月 1~2日、この海で 木造OPわずか14艇が集まり『 第１回全日本OP級ヨット選手権大会』が開かれた。今昔を想えば感無量である。  

 まずはゼネリコ、 最初には よくある事だ。 
田中 花奈   尾崎 健人   

写真：バルクヘッド M   

まだこん    

なに残って 

いますよ。 

召し上がっ

ていって 

下さいね。  

江の島 三姉妹、春花、頌子、青、 

みなさん 応援して下さいねー。 
皆クラブは違うけど 心は一つだよ。   

こうして皆うちとけました、      さあ 明日からは がんばるぞー。   



Finish ! 

 Yellow ＃1 
   １位   

  

  重松 駿 夢の島 

 ２位 

嶋倉 照晃 

 真野浜 

  駿  
照晃  

駿に 計測から コール 

50回のうち江の島は１／３の16回を開催した。 まさに日本OPの故郷である。 心のふるさと 富士山とともに･･･ 

10:17:00  続いて 赤 fleet が１発でスタート。  これはスタートして 26秒後の混戦模様。 

駿が快走して 黄Ｆのトップを切る。  ２位 照晃、以下 前田 月里、 

池田 海人、岡田 爽良、出口 美帆、和知 健太郎、出口 愛海と続く。 

Top10艇のうち３艇をピックアップして クラス規則や安全規定の 

      検査を行う。 この第１レースでは  １-３-５位 を 

       対象とした。        

５位   

 爽良  

３位   

 月里  

竹元   仁    兵庫  

駿のような 

ベテランは 

まず ひっかか

るまい。 

 Yellow   ＃1     10:07 Start 



 Finish    
  Red ＃1 

１位  黒田 研一郎  江の島 

２位  服部 輝海  

   江の島 

３位  青山 若生   小６ 葉山 

18 位  大西 祥介   兵庫 

     20 位  富島 恵三   

 AUSから オープン参加 

4 位   

川島 武継  

USA 

52 位  窪田 啓汰   江の島 

54 位  森 美遥 

         兵庫 

１位 研一郎 に 計測コール 

①位 研一郎、② 輝海 ③ 若生 ④ 武継 

 ⑤ 岩永燎汰 ⑥ 宇田川涼太郎  ⑦ 師尾  

  しおり ⑧ 森 映心 ⑨ 磯辺 壱心 

川島 武継は 

兵庫Jr.出身で 

磯辺 壱心と 

共に小２から 

OPを始めたが 

４年前に渡米

した。今回は  

 里帰り参加。      

今年の 計測艇 

は大きくて余裕 

  タップリ。 

若生 



Yellow ＃２ 11:18 スタート後 ゼネリコ 
スタート アウター 

3020 

吉川 朋志 

  小５ 

  江の島 

3359 上田 瑞   3360 松岡 尚吾 

葉山 カトル    

抜井 咲  

赤Ｆの海上計測を終えて  ス

タート海面に戻ると もう次の

黄Ｆは始まっていた。黄Ｆ＃

１の終了時刻後 わずか20分

で＃２の予告開始！     この

シリーズの風向は安定せず、

安定を待っていたら短い日が

暮れてしまう。アグレッシブ

に采配する高宮レース委員長 

の自然条件との闘いが続く。      

風軸40°だが スタート寸前に45°に傾く。

するとフリートは本部船方向に偏り、 

ゼネリコ旗が揚がった。 

アウター方面は がら空き状態。 

  11:25:00 ＃２ スタート 

タブレットで   

  セール№を 

  読む。 

勝田 実莉   竹内 天悟     

 スリットの責任は 誰よりも重く   

  ここは レース委員長 の持ち場。 
堀野 瑠海    小５ 兵庫    

オール クリア 

3252 中山 裕文 

  小６ 高松 

2978 兒島 惟高   小４ 江の島 



3272  久保田 悠木 中３ 広島 

出口 美帆 

小６ 浜名湖    

プロテスト委員長  松原さん 

海人 ブッチギリ 

健太郎 月里 
照晃 

駿 

愛海 

抜井 咲 小６ 兵庫 鈴木 海翔   中２ 横浜 

3238  杉浦 ふう華  中２ 海陽 

黄Ｆ １マーク 回航 ２マークへ 

2786 阿南 景綱 

  中２  熊本 

テクニカル 

 委員会 

  3015 栗本 浬    
    中１ 和歌山 

村松 委員長 

２マーク 回航 健太郎 

もうOPが似合わない程大きく成長した体で この風でも トップとは さすがは  海人。中３   

２マークを回航する５艇、このうち４艇は 

 今年の NT（National Team member） 



3349  木田 丞志郎  

3175   

松原 啓悟  

3378  東道 すず  9 位  

Yellow ＃２ 
 

1. 海人 
2. 愛海 
3. 駿 
4. 月里 
5. 健太郎 
6. 爽良 
7. カトル 
8. 美帆 
9. すず 
10. 天悟 

Pol Mateu  西田 帆七  

爽良  

Yellow ＃2 

Finish    

３マーク  

爽良  ６位  

１位  海人  ２位  出口 愛海  中２ 浜名湖    

カトル  ７位  

美帆  ８位  

  Red ＃２ 
 

1. 青 
2. 研一郎 
3. 海洋 
4. 恵三  AUS 
5. 美遥 
6. 涼太郎 
7. 武継  USA 
8. 輝海 
9. 壱心 
10. 虎士朗 

藤森 佑太朗  27位  濱田 登羽 28位  
アウター マーク  

フィニッシュ RC  

3239 

安田  巌 

 小５ 

 兵庫  

カトル    和月    天悟   すず   美帆 

小６ 江の島 

岡田 爽良  中３ 藤沢     昨年の全日本順位は     13位だった。  

 今年はNT入りして IODAユーロ・オランダ  

 に遠征し Boys G-72位を残す。  

しんきろう 

照晃  



岡田 海洋（藤沢 小５） 

  ３位 で海上計測 やったネ！  佐々木 
オルショヤ 

那由多   

芝田 豊栄   

岡田 幸四郎 
  72位   

三谷 帆風 小５ 

  71位   

さてドン尻に控えし２艇はタイムリミットに間に合った。 

Red ＃２ the Last 

12:52   風軸が 40° から 110° に振れたので 食事休憩とする。 

13:29:39  風軸 110℃  12knt   Yellow #3 13:30:00   13:30:02 

帆七 HANNA     鹿児島からは 来年に備えて ６名が参加兼 視察。   

飯島  

 さん    

POL 
  パパ    

Yellow ＃3  13:25 予告信号 

ゼネリコ 旗 アップ !!  黄旗 ダウン !! 

 スペインのゲストはRC（運営）から観戦。 



3207 久松 志摩  小4  

先発の黄Ｆがゼネリコをしてしまうと、次発の 赤Ｆは 黄Ｆの再スタートが 

完了するまで  ずっと 待機エリアで 待ち続けなければならない･･･ 

 久松 

希樹  

 志摩  

伊藤 音人 小５ 時津   

窪田 啓汰 小５ 江の島  

川島 武継 中３  USA  

服部 

  さん  

樋口    

 さん  

竹澤 大樹  

 中２   

  横浜市民 

↑ 長崎 ハウステンボス町からは 久松姉 小６、と弟 小４が参加した。 

  3232  吉岡 晴月  
   小５ 真野浜   

現在 全国から 46クラブが OP協会に加盟しており、うち 33クラブが本大会

に参加した。 九州には沖縄を含めて 加盟は 12クラブと多く、うち９クラブ

が遠路はるばる江の島に参集した。今年は選手１人参加のクラブが10あり、  

  時津海洋クラブ も義理堅く、小学５年生 音人が１人で 駆けつけてくれた。 



池田 航介   
岡村 曜太朗   

 抜井 咲   木田 丞志郎   

上條 久美子   

岡田 佳悟   

河野 慶吾   

13:35 

Yellow ＃3 13:37:00     再スタート  110°  12knt 

春花   

上田 瑞   

尚志   
健太郎   

佳悟   
優太   海翔   朋志   

豊栄   拓海   

IODA ﾚｰｽ では 通常スタートは U 旗で行われ、 黒色旗と違いゼネラル リコールとなっても 再スタートできる。 

黄Ｆ＃3  では ６艇 (3110, 3335, 3259, 3286, 3307, 1997)  が視認され、出場艇数＋１点の罰則となった。  

  推進方法違反を現認、黄旗が揚がる。   

Ｕ旗は怖いよ 

赤Ｆは長い待ち時間の後、ようやく予告／赤旗・準備／U旗が揚がる。 

  上野 誠悟  
  中１ 

  横浜市民   

 冨永 

 遼希  

  鷲尾  空   
こころ   澪  しおり  

翼  
志摩  

最近では風速に knt（ノット）が使われ始めた。 これは来たるべきオリンピックに備えて RCが国際スタッフと合同運営する事で 風速表示を統一する必要がある為だ。 



花田 馨  肥後 晃佑  
菅野 響  

堤 悠人  

Red ＃3   

岩波 萌夏  小５  ちょっと出遅れて･･･  

13:48:20  13:47  スタート !! ９秒後のアウター付近 

虎士朗  

蜂須賀 啓介  研一郎  

  赤Ｆの１マーク トップ回航は  3316  蜂須賀 啓介 

今年の選考会で14位、北米を志すが、遠征は幻となる。 

赤Ｆ  でも５艇  (3364,  3047,  3226,  2958, 3287) が UFD (Ｕ旗規制による失格) となった。 

3018 池ヶ谷 悠里  小６ 清水 

岡田 幸四郎  

菅野 
 こころ  

池ヶ谷 
    悠里  

研一郎    吉岡 晴月  木内 恵美子 大西 祥介 青山 若生 久松 志摩 

雪乃 風雅 千愛   悠吏    萌夏 

  3086 

  山下 真太郎 
 

  小6 琵琶湖   

  木内 美恵子  中2  兵庫    

冨永 遥希 
  中1  海陽 

Jury  

   子どもたちは  “OPクラス農園” で  年々 すくすくと育って行く。  

   そして年に 一度、全日本大会と言う 品評会へ出展ができる。 

    手塩にかけた 我が子・我がクラブ員 の 真価を問うために。  

和知 健太郎  中２  江の島      今年の成果は IODAアジア 出場、 

  13:52         Silver-21位 は 来年のNTの 糧だ。  

3396  堤  悠人     小5   江の島  

小学生 ３位 入賞 

    JODA 新人賞 

父は 琵琶湖Jr.の 

 堤兄弟で、全日本や Worldで活躍した。 



    Yellow ＃３ 

着順 

1. 嶋倉 照晃 

2. 前田 月里１  

3. 重松 駿１ 

4. 池田 海人 

5. 葉山 カトル 

6. 早川 大翔 

7. 山田 真理歩１ 

8. 和知 健太郎 

9. 出口 愛海 

10. 岡田 爽良 

11. 鍬本アーロン 

12. 中山 裕文 

13. 下石 雅楽 

14. 久保田 悠木 

15. 千葉 歓汰朗 

16. 鈴木 海翔 

17. 武田 琢磨 

18. 川前 優太 

 2958 太田  薫 

      中１ 清水 

 今、２位を走る。   

 蜂須賀 啓介    中２ なごや    ２マークもトップで回航。   

 2958 薫、 3381 研一郎、 3288 虎士朗、 3047 森 映心 このうち２艇は UFD 。   

     ２マーク   

菅澤 虎士朗    小６ 江の島   

森 映心    中３ 横浜   

岩永 燎汰    中１ 海陽  UFD    虎士朗は 赤Ｆで 風下３マークに向かっている。 

 黄Ｆの先頭集団は フィッシュを目差している。 

 確定 

UFD 

  1 

  2 

  3 

  4 

 SP 

  ６ 

  7 

  8 

UFD 

 ９ 

10 

 11 

12 

13 

14 

UFD 

15 

得点 

 73 

   1 

   2 

   3 

  ４ 

 12 

  6 

  7 

 8 

73 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

73 

15 

1位  前田 月里 

照晃の 

トップ フィニッシュ  

  フォーンは 鳴らず    

55位  3023  河野 慶吾  小６  福岡   

  ３マーク   

痛恨の UFD 73点となった。 

IODAアジア 成績。 
   G-39 位。 



武継と壱心は竹馬の友として一緒にOPを励んだ 

仲だ。今、中学３年。８年 経ち 最後にこうして

一緒に Sailing できる事は、なんという幸せか。 

    Red ＃３ 

着順 

1. 菅澤 虎士朗 

2. 黒田 研一郎 

3. 苗床 隆之介 

4. 蜂須賀 啓介 

5. 服部 輝海 

6. 森 映心 

7. 宮本 あかり 

8. 岩永 燎汰 

9. 北原 頌子 

10. 青木 澪 

11. 桔川 慶次郎 

12. 太田  薫 

13. 幸野 翔太 

14. 富嶋 恵三 

15. 青山 若生 

16. 岡田 海洋 

17. 後藤 うらら 

18. 宇田川 涼太郎 

 確定 

  1 

  2 

UFD   

3 

4 

 UFD    

 5 

UFD   

６ 

7 

8 

UFD 

 ９ 

10 

 11 

12 

13 

14 

得点 

  1 

   2 

  73 

  3 

 4 

73 

5 

73 

6 

7 

8 

73 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Red ＃3     Mark３~ Finish   

猛追する 

  虎士朗 

３マークは ゲート方式、風が振れる海面では選び方が戦略を誘う。  ３P マーク  
 蜂須賀 

首位キープ    

頌子 
慶次郎 

燎汰 

研一郎 

虎士朗は タックして 別コースを引く。 

青 

本シリーズの特徴は風向が

安定せず、局地的にブロー

が吹く事。実力ある選手で

も、この選手が こんな順

位を取るのか！  と驚く事

は再三あった。 鷲尾 青 は 

今回の主役の１人だが 

＃３は 着順 23位だった。 

自然のリスク を含む 海洋

スポーツは カットレースを

作って公平性をカバーする。 壱心 

武継 

1 位 

 虎士朗 

美遥 
若鍋 雄大 

 晃 

 小田 雪乃 

 中１  福岡 14:35 最終艇 14:41 

  森  

美遥 

今日４本やりたい。今２時半なので 出来そうだが 日没は 16:31 

レース委員長の冷静な判断は 断念を宣告した。これは正解だった。 

虎士朗 

  上野 誠悟 中１ 横浜市民   



写真：バルクヘッド M   

Day 
   ２  

9:00   Yellow fleet  から先に出艇、 Red fleet  はまだ 陸上で待機している。                    

３Race 暫定成績：① 黒田 研一郎 ② 重松  駿 ③ 前田 月里 ④ 池田 海人 ⑤ 服部 輝海 ⑥ 出口 愛海 ⑦ 和知 健太郎 ⑧ 葉山 カトル ⑨ 宇田川 涼太郎 

ディビジョンは 成績順に 黄Ｆ／赤Ｆにソートされる。 今日、第５レース 以上が完了されれば  明日は 上位半分をゴールド、下位半分をシルバーに確定される。  

Yellow 

 ＃４ 10:00 Start     
     at Mark ３   

3355 川前 優太   中2   海陽 

３マークをトップ回航する。 

   フィニッシュは４位      

 友波の父は多賀康太郎↓母は大槻牧子 共に琵琶湖Jr.で活躍。両人とも 全日出場４回、NT Euro 

                                      参加者だ。 

10:32 

NT で鍛えられて 

これ迄とは 一味違う

走りを見せる 優太。 

IODAアジア ミャン

マーでは Gold 48位   

      だった。 

多賀 友波 

10:33 

虎士朗 

 15 位 
10:34 

１位   

３マークを５位で回航するも、↑ここから猛チャージをかけ１位となる。 

彼は８月にWorld キプロスに参加、エメラルド で５位の成績を残した。 

研一郎 

23 位 

登羽 
丞志郎 

チャーチ 海 
和月 

昨年は北米、今年はアジアに 

  武者修行を重ねた虎士朗が 

Worldに行くのは いつか？  

   アジア成績  G-18位    



Pol Mateu 42位  

 嶋倉 侑嗣 36位  

 若鍋 雄大 61位   小５ KMC横浜 

Red 
 ＃４ 10:10 Start     
          at Mark３   

１位   
幸野 翔太   

藤森 佑太朗   着順 10位 → UFD   

2838 

佐野  翼 

中 3   千葉YCJ 

43 位   

村田 慈英   中３ 藤沢  

25 位   

3353 尾崎 剛輝 

  小５ 松山 

        71位  

  3372 

 肥後 滉佑 

中 1 葉山町 

53 位   

3120  大嶋 碧斗Aoto   小６ 横浜  45 位  

 ↑ 彼の父は 大嶋 暁生 横浜Jr. で 

’88 第20回 ~ 23回 全日本に出場して活躍した。 

10:45 

2962 石原 千海 Chihiro 

      中２ 鹿児島Jr. 

        51位  

田村 

咲樹   

2948  

 63 位 

C旗 揚がる   

佐々木 オルショヤ 那由多 中１ 兵庫  

 小６ 兵庫 

IODA アジア ミャンマー 

参加  成果 G-19位 

      

4 位 服部 輝海   
IODAアジア ミャンマー 

       S-24位      



Yellow ＃5 

11:25 Start   20°  ７~８knt 
11:27 

11:43 

3247 池田 航介   小5 江の島   

3330 濱田 登羽   中３ 北九州   

ESP 1997  Pol Mateu  中１ 

3358  浅野  蒼   中１ 葉山町   11:48 

Red ＃5 
11:40 Start 

20° ７~８knt 

 3307  西村 拓真    中2  横浜   

照晃   海人   

11:57 

 3243  

下石 雅楽    

 中１ 福岡 

3357 青 が １マークをトップ回航 

風が少し落ちたため18分かかった。 

   青はこのまま フィニッシュ 

    まで 絶好調で走った。 

 3251  

 酒巻 佑成    

 小６ 高松 

 3345 宮本 あかり  中１  夢の島   

 IODA Euroオランダ に参戦 成績は Boys S-38   



 Finish  Red ＃５ 

Yellow ＃４ 

1. 黒田 研一郎 

2. 鷲尾 青 

3. 宇田川 涼太郎 

4. 川前 優太 

5. 磯辺 壱心 

6. 和知 健太郎 

7. 川島 武継 

8. 後藤 うらら 

9. 重松 駿 

10. 岩永 燎汰 

Red ＃４ 

1. 幸野 翔太 

2. 池田 海人 

3. 嶋倉 照晃 

4. 服部輝海 

5. 前田 月里 

6. 東道 すず 

7. 蜂須賀 啓介 

8. 芝田 豊栄 

9. 千葉 歓汰朗 

10. 北原 頌子 

Yellow ＃5 

1. 鷲尾 青 

2. 岡田 爽良 

3. 菅澤 虎士朗 

4. 和知 健太郎 

5. 岩永 燎汰 

6. 川前 優太 

7. 川島 武継 

8. 池田 航介 

9. 葉山 カトル 

10. 宇田川 涼太郎 

Red ＃5 

1. 北原 頌子 

2. 幸野 翔太 

3. 嶋倉 照晃 

4. 池田 海人 

5. 桔川 慶次郎 

6. 芝田 豊栄 

7. 堤 悠人 

8. 冨永 遥希 

9. 苗床 隆之介 

10. 服部輝海 

 

北原 頌子  1 位    12:28   

照晃 ３位   
翔太 ２位   

3376   岩波 萌夏    小５ 江の島   58位    12:38    

父は 岩波兄弟の兄 将輝君 横浜市民で、第17回 全日本 

  優勝者、兄弟は 16回~23回 全日本に出場した。 

頌子は IODA World

キプロスにチーム最高

の S-40位で 遠征を   

 終えた。  来年もう 

１度チャンスがある。 

筆者は車のキー トラブルで宿舎でAM を過ごし、逗子から江の島に向かう途中渋滞に巻き込まれ、時間つぶしにシャッターを押したら 偶然にも、最終艇フィニッシュの瞬間が写っていた。   

12:40 ＃5 赤Ｆ 最終艇 3220 山口悠吏 ↑ Finish   

ゲート マーク   
スタート本部船   

Finish RC   

伊豆 大島   

   壱心は ’13の蒲郡大会から 7年連続 全日本に出場した。 NTは   

 北米、アジア、北米、最後 World  E-16 との華麗な戦歴を誇る。 



3083 ↑   

3083 岡田 幸士朗 は 直ちに２回転する。 

き 
黄色旗 

ダウン！ 

き 
ゼネリコ旗   

   アップ！ 

Yellow ＃６ 

13:32:00  再スタート   

Red ＃６ 

帆風     北川 淳朗 

 稔  

武田 琢磨   小4  江の島 

青木 澪    北浦 菜月 

重田 空希 Kouki  中2 江の島 

黄Ｆスタートの10分後に 赤Ｆがスタートする。   

↑ 小窪 健斗 

   中2 

   鹿児島 

師尾 しおり 

13:33   

３日間を通して 風が振れては振れ戻り、そして大きくシフト 

のパターンが続く。ゼネリコや コース変更が多いが    忍 忍 忍。 

待たされている 赤Ｆは  しびれを切らして 沈をしてしまった。 

 輝海  

 景綱   優咲   尚吾  
ふう華   希樹  

  浬  



研一郎    剛             駿 

 駿       剛          研一郎 

青 

おーっと これは いい勝負！  World選手達に混じって 5年生 剛が ２位で奮闘している。 

１ マーク  

青 

 ４番目 優太 

藤原 優咲 

13:46   

優れた手腕の RCは １マークまで15分設定を ピッタシ15分で先頭艇が回航した。 レース時間 50分の目標に 

対しては  ① 36分 ② 46分 ③ 44分 ④ 49分 ⑤ 51分 ⑥ 53分 ⑦ 55分 ⑧ 49分 と満足すべきものだった。 

赤Ｆは  
13:43 
ゼネリコ 

となる。   
 ↓ 

⑥ 涼太郎 ⑤ 優太 ① 研一郎  ④ 青 

13:47:15   13:47:42   

13:48:01   

13:49:43   

 木内 恵美子 

和知 健太郎 

岩下 稔 

花田 馨 

吉川 尚志 

河野 慶悟 

上條 久美子 

13:49:27   

涼太郎 
優太 

青  優咲 駿 

市橋 愛生 13:53   

せっかくの好レース展開中に 横槍が入る。スタート20分後、20°以上東に 

風が振れ N旗（レース中止）が揚がる。 今日４レース実施する望みは失せた。     熱戦に集中していたトップ集団は  いきなり RCから冷水を浴びる。   

優咲 と 壱心  談笑しながら スタート海面に戻る。   

⑦ 藤原優咲 

③ 駿 ② 剛 

↓Top 艇 



  ぼくたち  
  双子なんです。  
 三谷 帆風   三谷 帆澄 

  3305    3302 
  小５   葉山町ｾｰﾘﾝｸﾞ協会 

14:24   

1. 57 
2. 71 
3. 57 
4. 41 
5. 51 
6. 42 
7. 60 
8. 59 

     367 

 128 位 

1. 41 
2. 67 
3. 49 
4. 61 
5. 71 
6. 70 
7. 62 
8. 40 

      390 

    131 位 

し ば し 休 憩 

横浜 Jr.  

 往年の名選手 神谷航路の パパ も    

         フライデッキで観戦中  

帆風   

帆澄   

し き り な お し   

Yellow  ＃６ 14:32   

成績もそっくり、捨てレースの点数も同じ。  

スタート１秒前 14:34:59   

 3325 

木下 時一 
    Jiichi 
  小６  福岡 
 

 シルバー 

 優勝   

Red  ＃６ Yellow  ＃６ 

マストにUW旗を 

 掲げているのが 

14:35:10  スタート10秒後   

No  Race後の  再Race 

最スターボ側で 最前列↓が 王者の位置と言われるが、今☆優太、尚志、壱心、爽良 が陣取っている。  ★ 壱心、爽良はフレッシュ風をつかむために 即タックした。 

              2018      2003 

1. 千葉    ５   ５ 
2. 夢の島   ５   ４ 
3. 江東区    14    0 
4. KMC横浜     4    20 
5. 横浜     18    22 
6. 横浜市民   11    23 
7. 葉山町    32    19 
8. YMFS    ８     ０    
9. 藤沢     13        7 
10. 江の島    41      68 
11. 熱海（復活）   5    0 
12. 清水      ４     ５ 
13. 浜名湖   ７    13 
14. 海陽     8    0 
15. なごや      3    6 
16. 三重県     ２     ５ 

                 2018      2003 

1. 琵琶湖   7   15 
2. 真野浜   4     0 
3. 兵庫    28   14 
4. 和歌山     5    ４ 
5. 広島    19   16 
6. 光       １         7   
7. 高松（復活）  ７      ０    
8. 松山       5     0 
9. 北九州   10     0 
10. 福岡      15     19 
11. 津屋崎      8      １ 
12. 時津       4     2 
13. ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ     6     0 
14. 熊本      3     5 
15. 別府      8     22 
16. 鹿児島     7     13 
17. はごろも    2     0 

選手会員総数   347名  405名    

   15年前の 選手会員登録数と現在との比較  OP協会50年の歴史 はまた 加盟各クラブの栄枯盛衰の歴史でもあった。1968

年に創立後、20年間は選手会員数が伸びて  ‘90年代には 700名を超え ’93は751名

のピークとなるが、現在は半減している。各加盟クラブは、創立、発展、減少、消滅 

や再生 を繰り返してきた。右表は 本大会参加クラブの15年前の選手会員数である。 

いかにも 神谷さんらしい。  



吉川 尚志  

１マーク 回航 トップは しおり、2位 優太、3位 真理歩  

師尾 しおり  中 2 江の島  

山田 真理歩  中３ YMSF  

Yuta ②  

Maribu③  
Koshiro④  Kazuki⑤  Ao ⑦   Sora Okada⑥  

15:11  

空   
和月   

Yellow  ＃６  at Mark１ 

①   虎士朗 

② しおり 

③ 真理歩 

④ 優太 

⑤ 和月 

⑥ 青 

⑦ 爽良 

⑧ 健太郎 

⑨ 薫 

⑩ Pol  M. 

＃６ Mark ３ 順位  

３艇を ごぼう抜き 

    暫定トップに 

 踊りでる。  

優太はマーク回航で“水”を取られる。 

映心   

研一郎   

登羽   

優咲   

しおり   

葉山 カトル   中２ 横浜  
  IODA ユーロ に遠征し Girls 28位   

佑太郎  

祥介 



②   
⑤   

①   
⑧   

③   ⑦   ⑥   

⑩   
⑪ 川島 武継 

    中村  晃 中１  兵庫 

ESP      USA 

青、ジリジリと 追い上げて 優太とミーティングするようになる。 

Finish ! 
Yellow  ＃６ 

和月 ポートで青の前を切る。 

１位  鷲尾 青 ２位  岡田 爽良  ３位  川前 優太  

 ８位 涼太郎  
10位 

カトル  

 12位 

 壱心  

4位 虎士朗  

５位 真理歩  

６位  

 和月  ７位  健太郎  

 ９位   Pol  11 位  

 3179 

落合 創太  

 中２   

 横浜市民 

☆ やはりスタートで 右の最前列にいた  

  爽良と優太は ２位、３位 となった。 

 武継 

3362 

富永 晏吏 
  中２ 
 江東区 

青の NT成績は  IODA ユーロ  オランダ で  Girls の 6位に食い込んだ。 

これは  今年の NT最優秀選手ではないか。 



15位  

13位  太田  薫  14位  研一郎  

16位  駿  

木内 恵美子 29位  

 澪
27位  

 22 位 本多 剛  

 35位 

   多賀 友波  

15:18   

15:20   

15:22   

3394  後藤 凛子 中2  YMFS 

3389  北原 頌子 
  中2     江の島 

 3174  服部 春花 小6  江の島 

3385 

峯田  龍 

中１ 

熱海 

  3391 

  平井 結人 

  小６ 

   津屋崎 

2995 

濱田 千愛 

小5 

北九州 

Red 
 ＃６ 14:45 Start     
          at Mark３   

当然 優勝を狙う翔太。 

昨日の３本は良くなかったが 

今日は 1-2 そして今またトップ、   

    勝ち目が出てきたぞ。 15:19   

戎 悠理 

フィニッシュの スリット は  

 オレンジ旗ポールの内側間 

 Just  Finish now !! 

しおり   

しおり   

✔ 



15:36:38   

15:37：17   

久松 希樹 小６ ﾊｳｽ ﾃﾝﾎﾞｽ 

 黄Ｆ  

68th 

 Finish  Red ＃６ 

岡田 佳悟   26 位 

 小６ 江の島 

鈴木 風 雅   7 位 

    シルバー 3位   頌 子 ４ 位 

 14 位  北 有能  中１  広島 

 Red Top   
  Syota 

Tsukiri  2nd   

Shintaro 3rd   

Haruka 6th  
Yutaro 5th  

Mio  27th  



2 日 目 暫定 成 績 

73位までが ゴールド ﾌﾘｰﾄ 

青字は東日本   赤字は西日本 

1. 3211 池田 海人④ 

2. 3344 前田 月里② 

3. 3357 鷲尾 青① 

4. 3381 黒田 研一郎⑥ 

5. 3176 重松 駿⑦ 

6. 3335 岡田 爽良⑨ 

7. 3351 服部 輝海⑮ 

8. 3393 幸野 翔太③    
9. 3201 和知 健太郎⑪ 

10. 3288 菅澤 虎士朗⑩ 

 

11. 3389 北原 頌子⑤ 

12. 3112   宇田川涼太郎⑧ 

13. 19629 川島 武継⑲ 

14. 3355 川前 優太⑬ 

15. 3117 葉山 カトル⑭ 

16. 3110 嶋倉 照晃⑫ 

17. 3366 出口 愛海 
18. 3338 桔川 慶次郎⑱ 

19. 3374 山田 真理歩 
20. 3226 岩永 燎汰 

 

21. 3270 磯辺 壱心 
22. 3378 東道 すず 
23. 3396 堤  遥人 
24. 3316 蜂須賀 啓介 
25. 1782 富嶋 恵三 
26. 3132 千葉 歓汰朗 
27. 3345 宮本 あかり 
28. 3095 師尾 しおり 
29. 3364 苗床 隆之介 
30. 3315 吉岡 和月 

 

31. 3158 大西 祥介 
32. 3375 藤原 優咲 
33. 3142 後藤 うらら 
34. 3394 後藤 凜子 
35. 3200 青木 澪 
36. 3283 向井 真太郎 
37. 3174 服部 春花 
38. 2859 出口 美帆 
39. 2943 岡田 海洋 
40. 3131 上原 慎平 

 

41. 3171 鍬本 アーロン 
42. 3170 青山 若生 
43. 3247 池田 航介 
44. 1997 Pol  Mateu 
45. 3218 城 毅 
46. 3130 藤森 佑太郎 
47. 2958 太田 薫 
48. 3320 鈴木 海翔 
49. 3330 濱田 登羽 
50. 3267 市橋 愛生 

 

51. 3257 本多 剛 
52. 3327 小田 雪乃 
53. 3311 森 美遥 
54. 3209 芝田 豊栄 
55. 3243 下石 雅楽 
56. 3365 中島 拓海 
57. 3307 西村 拓真 
58. 3275 谷 凛汰郎 
59. 2887 森 映心 
60. 3363 池田 ももか 

 

61. 3286 竹内 天悟 
62. 3238 杉浦 ふう華 
63. 3178 木内 恵美子 
64. 3115 抜井 咲 
65. 3352 重松 陽 
66. 2930 多賀 友波 
67. 3347 冨永 遼希 
68. 3262 鷲尾 空 
69. 3359 上田 瑞 
70. 3337 佐々木 凱成 
71. 3179 落合 創太 
72. 3170 西田 帆七 
73. 3184 菅野 響 

Day３ Race ＃７-８  Gold fleet  

   ＃７-８ Silver fleet   

       

 高宮 さん   

Ｄ旗 

  掲揚 

 黄Ｆ出艇許可  

凜 子   出港してレース海面へ    菅野こころ  小5 兵庫 

ちびっこ  オプティっ子 の 

 声援が飛ぶ。がんばっ てー！  

 8:00 

朝の風は落

ちると判断。

予定を30分 

繰り上げる。 

コーチ ミーティング   

  いざ 

出陣の時  

JODAの50年史を象徴するかのよう

に、 岸壁には 早朝から巨大な艇が 

停泊している。高いデッキを見上げ

るように 我々は先輩達が築き上げた 

OPの伝統を 振り仰ぐ。そして後輩

たちに対しては 良いものだけ残し、

悪いものは改めて行かねばならない。 

２日間、天候のせいで 成績表は乱れ

ていたが、捨てレースが出来たので、

順当な選手が、納得できる位置につ

いてきた。スキルは高学年が高いが 

厄介なのは 中２-3 年で急激に背が

伸びて体動作がOPに向かなくなる 

場合だ。艇種替えを勧めても 即席に

は上手くならず、OPに 執念が残る。

海人ら最終年となる選手達に 積年の

望みが  叶うことを祈るばかりだ。 

OPクラスにおいては 

   コーチほど 重要な 

  役目はない。 



3353 尾崎 剛輝  小５ 松山海洋クラブ 
Ｂ＆Ｇ 兵庫 ジュニア海洋クラブ 

Yellow    ＃７ 30°  5-6knt 

15:36:38   

9:30:00  オール クリアー   空もオールクリアー  

ふう華 と 航介 ミーティング 

市橋 愛生    中２ 福岡 

谷 凛太郎 中１高松 

 真理歩 

 剛 鍬本 アーロン   中２ 海陽 

みんな  ルール を 

知っているかい？ 

剛 

 佑太郎 

 研一郎 

 スターボ艇の 

        前を切る勇気。 



照晃 
佑太郎 

  陽 

研一郎 

 海人 
爽良 翔太 

すず   青 真理歩   優太  虎士朗 

3364 苗床 隆之介 

重松 陽 

     中１ 北九州 3171  鍬本 アーロン 

向井 真太郎  中２ 広島 

3365  中島 拓海 小６ 横浜 

豊栄 

航介 

3350 田中 花奈 中２ 鹿児島   JODA 新人賞 

チャーチ 海 

  小６ 

  葉山 

すず 

照晃 



千葉 歓汰朗 上原 慎平 

3359  上田  瑞 

カトル 15位 

3352 陽 は 大健闘を見せた !! 

AUS 富嶋 恵三 14位 

研一郎 

 ７位 

６位 

１位   東道 すず 

２位   虎士朗 

3095 師尾しおり は  

 着順 11位だったが、 

 UFDで74点  残念。 

        ↓   

KATORU  

爽
良 

翔太 
虎 
士
朗 

佑太郎 

しおり 

コース変更 

 の Ｃ旗が  

 揚がる。 

 シリーズを通し 風が変わるのは普通で、当然 選手間に利益・不利益がでるが   

                   不満を言わない。 お互い様だから。   

友
波 あ

か
り 

登
羽 

慶
次
郎 

Finish ! 
Yellow  ＃７ 

青木  澪 

中２ 江の島 

 澪たちは１週間前まで 

   IODA アジア に 

     参加していた。 

     アジア成績  

       S-19 位 

 尊いゲストを迎賓され 

  る  浅野 秀典 会長 の 

 暖かい まなざしが 

143人のヤング セーラー  

   に降り注がれる。 

  

小学生 

準優勝   竹下 杯 
小学生   優勝 



 シルバー ﾌﾘｰﾄ は３マーク回航中、沖では宮様 警護の為 巡視艇が待機している。 あいにく 風が落ちてせっかくの御巡幸なのに 

 選手達の元気な所をお見せできないのが残念。やさしい宮様は 食事会の時間を延期されてまで 辛抱強く風をお待ちになられた。  

３P ３S 

 ＪＵＲＹ 

にも風待ちが続く 

メンバーは ４艇 

８名と豪華版。 

 各フリートの 

両翼に付き、推進

方法や その他の 

規則に しっかり  

 と 管理された 

レースを目指す。  

 レース委員長の 30分早めた判断は正しかった。５knt 以下ではいいレースとは言えず、ギリギリの風で

＃７が終わると無風となった。次に吹く風は 南と判っているが 何時吹くかが 問題だ。 今日は50周年 

の記念式典があり、この日のための大切な準備を無駄にできない。いつまでも待てないのが 神経に触る。 
垂直に上がる 

煙も お手上げ。 

広島 セーリングスクール 

  あれ？ 計測艇が小さくなった？  実は 風振れが多くて 

   スタートアウター艇の アンカー打替え作業が大変なので 

    手軽な小艇（計測艇）はアウターに召し上げられてしまった。   

 沖のRC艇より 吉報が入る。 南風が吹くきざしアリ、本部艇はＡ海面に移動する。 

12:22 

 右から２人目が浅野会長。 

背の高いご両人が  駐日デン 

マーク大使・スヴェイネご夫妻 

  ２時間の長い風待ちのあと、本大会での最後の予告信号 ゴールド フリート、が発せられた。 13:00:00 

Yellow ＃８The final race 

12:52 

日本OPの草創期にとって お手本と

なったデンマーク。スキルを習う為

に コーチ達を招聘した事もあった。 

それらの御恩を 決して忘れまい。   

L 旗の意味 → 我に続け 



海と空は どこまでも青い、 

地球にうまれて よかった。 

 大自然よ、ありがとう。 

佐々木 凱成 
 中１ 琵琶湖 後藤 うらら  小６ 広島 3020 吉川 朋志  小５ 江の島 

① 青 翔太、   照晃、     駿、  月里 
⑥ 雅楽 

頌子 

涼太郎 

ももか 

拓海 

 アーロン 

春花 

＃８  １マーク の トップ 青 から 12位までの回航 

沖縄からは ’11 大会の 大城 さくら 以来 7年ぶりに 

参加してくれて 嬉しい。   3220 山口 悠吏  小６ 

スタート  アウターRC艇は、アンカーの 頻繁な打替えの 

← 労力を削るために、こんな小舟になってしまった。 
 出口 愛海         竹内 天悟  中２ 江の島 

西田 帆七 小６ 葉山 

愛海は IODAアジアに 

参加 成績は G-33位 

空は 今日は風が無くて いいレースは 

       × と言っている。 



13:24 

 池田 航介 

  小野 杯 

3326  岡村 曜太朗   小5  浜名湖 

3300 早川 大翔 

  中１  YMFS 

久保田 

   悠木 
 
シルバー 

２位 

飯塚 竜士  中１  江東区 

 旭  夏希   中１ 高松 

3363 池田 ももか  

    中１ 江東区 

 帆七 

矢吹 優喜 

     中２ 横浜 

The handsome boy from Spain 

 写真：バルクヘッド M   

 ２マークも 青がトップ、翔太

照晃へと続く。 照晃は 昨年 

若洲大会で優勝し NTは  ’15 

アジア ’16 World, ’17 World 

と３回行き もう十分戦った。 

国内では 最高の戦績を収めた

が Worldでは ブロンズに甘ん 

じた。 ライバル の 海人と言

えば、人気 実力 ナンバー１に

成長したが、全日本タイトル

だけは まだ 獲得していない。 

最後の年、 3218 城   毅    中２ 琵琶湖 

父、城  務さんは 第７~11回 

５年間 全日本に出場した。 

なんとしても 取って卒業だ。 



芝田 豊栄 

木内 恵美子 

青         翔太       駿 雅楽 

もう そろそろ、青の 

長かった OPの旅路も 

終りが近付いている。  

ここまで来て夢だった 

全日本チャンピオンは 

もう 間近に来ている。 

あと上りの レグ  

   ひとつのみ。 
 

最後の最後は トップ

フィニッシュをして 

 美しい花を飾りたい。 13:35   トップ艇 ３マーク回航 

青  雅楽  翔太         駿 
照晃  月里  

この大会で 上位を争った選手達 ↓ ①青、②月里、③翔太、④海人、⑧涼太郎、⑫照晃 が見える。 

優太  

海人  

涼太郎  

慶次郎  

13:37   写真は３マーク回航 ２分後、 風が落ちて 

  フィニッシュまで 苦しい微風の上りが続く。  

 頌子は ひたすら追い上げる。 

13:40   

涼太郎も 

すごい 

追い上げ

を見せる。 

富士山が こんな姿を見せるのは 

 風の無い証拠。 

月里  

雅楽  

涼太郎  

森 映心  

駿   波も しだいに おさまってきた。 

青  

早川 大翔 

ももか ８位  
雅楽 10 位  

翔太 

４位  

岩下 稔 

頌子 

富永 晏吏 

大嶋 
碧人 

岩波 
萌夏 

  フィニッシュは ２マークに近いために シルバー ﾌﾘｰﾄ の風下航と交錯する。 

  普通 艇団の中に入れば不利だが、頌子は あえて突っ込み 順位を上げた。 

Finish 



涼太郎 ３位  
頌子 ２位  

50年目のチャン   ピオン それは 鷲尾青 

もう 3357とも お別れだね。 

江の島の 中３にとって 全日本終了は 卒業の時でもある。 

ここで話をフィニッシュ１位からへ戻ります。 

13:54   

女子チャンピオンの歴史  ① 山下 麗’91 ② 三部 ゆうき‘94 

③ 平井 恵子’01 ④ 木内 蓉子’02    ⑤ ⑥ 小宮 悠 ’05  ‘06 

⑦ 若林 友世 ’08  ⑧ 抜井 理紗 ’16  ⑨ 鷲尾  青  ’18 

   ①⑧ 以外は 全て 江の島の選手 なのも興味深い。 

  快 挙 を 成 し 遂 げ 

 パ パ に と っ て は   

  この上ない喜びに 

 溢れかえる。 

13:54   

フィニッシュ  アウター   

 谷 凜太郎    服部 輝海   

14:00   

14:09  タイム       リミット となる。 

虎士朗 37位  

 堤  悠人    

壱心 36位  海人 35位  武継 33位  海翔 34位  

海洋 40位  

超微風時の推進方法  昔、ロールタック禁止と言う時代が 

あった。しかし 規制は現実的ではないので、今は  RRS 42.2 (e) 

風の振れや戦術上の駆け引きと無関係に 繰り返すタックやジャイブ 

が 違反とされる。松原ジュリーは フィニッシュに向かう 3393と 

3344の タック合戦を問題視していた。選手にしても どこまでが 

OKで どこから違反となるか 意識は難しいが 戦いには勝ちたい。 

ジュリー判定の 限界ライン上のままフィニッシュしてしまったの

で、後で選手に厳重注意を与え このルールを説明する事とした。 

な なんと なんと   上位フィニッシュの 

  常勝 選手軍団が こんな着順にいる  !!! 

  これが ヨット レース と言うもの。 

  運命の神様と 自然の神様が じゃれ合うと 

  まれに こう言った現象が起きるので 神様  

  には 下手に逆らわない精神力をつけよう。 

  プロテスト 

委員長 松原さん   

  幸野パパ   

Finish ! Yellow  ＃８ 

  3393に 

警告を与える   

ＧＦ のDNF  3396,  3351,  3275, 3345,  3224,  3170,  

2859,   3218,   3327,   3352,   3209,   3395,   3115,  

3347,  3361  風の“悪戯“は 15艇ものDNFを生み出した。 

  一方 ＳＦは トップ艇が ＧＦより わずか５分遅れでフィ

ニッシュ後 13分で全艇がパス、ムラっ気ある風で行われた 

本大会を象徴するような レース運び となった。 



 2018 ＯＰ番付表   

              Gold Fleet 

1. 3357  鷲尾  青 
2. 3344  前田 月里 

3. 3393  幸野 翔太    

4. 3211   池田 海人 
5. 3389   北原 頌子 
6. 3381   黒田 研一郎 

7. 3176   重松 駿 

8. 3112  宇田川 涼太郎 

9. 3335   岡田 爽良 

10.3288   菅澤 虎士朗 

11.3201   和知 健太郎 

12.3110   嶋倉 照晃 

13.3355   川前 優太 

14.3382   葉山 カトル 

15.3174   服部 輝海 
16.3157 東道 すず 
17.3366   出口 愛海 
18.3338 桔川 慶次郎 

19.19629 川島 武継 
20.1782    富島 恵三 
21. 3374   山田 真理歩 
22. 3226     岩永 燎汰 
23. 3270     磯辺 壱心 
24. 3396   堤   悠人 
25. 3316   蜂須賀 啓介 
26. 3095   師尾 しおり 
27. 3364     苗床 隆之介 
28. 3358   後藤 凜子 
29. 3375   藤原 優咲 
30. 3130   藤森 佑太郎 
31. 3345   宮本 あかり 
32. 3283   向井 真太郎 
33. 3330   濱田 登羽 
34. 3158   大西 祥介 
35. 3301   西村 拓真 
36. 3132   千葉 歓汰朗 
37. 3171  鍬本 アーロン 

38. 3257   本多 剛 
39. 3267   市橋 愛生 
40. 3224   後藤 うらら 

 ガンルーム  

  （休憩室）  

海洋 

ガンルームとは 旧海軍の 古い言葉です。 

2017 ＯＰ 番付表 
   

1. 3110 嶋倉 照晃 

2. 3201 和知 健太郎 

3. 3017 安永 昂生 

4. 3176  重松 駿 

5. 3226  岩永 燎汰 

6. 3325  幸野 翔太    

7. 3239  北原 頌子 

8. 3370  内田 愛理 

9. 3270  磯辺 壱心 

10. 3316  蜂須賀 啓介 

 
11. 3344  前田 月里 
12. 3117  葉山 カトル 
13. 3335  岡田 爽良 
14. 3367  遠藤 貫太郎 
15. 3330  濱田 登羽 
16. 3174  服部 輝海 
17. 3357  鷲尾  青 
18. 3149  黒田 研一郎 
19. 3364  苗床 隆之介 
20. 3288  菅澤 虎士朗 

 
21. 3112 宇田川涼太郎 
22. 3366   出口 愛海 
23. 3163 森 皇翔 
24. 3369 須永 笑顔 
25. 3343 増本 晴 
26. 3170 西田 帆七 
27. 3132 千葉 歓汰朗 
28. 3355 川前 優太 
29. 3240 夏秋 理美 
30. 3200 青木 澪 

 
31.  3268 西澤 佳菜 
32.  3157 東道 すず 
33.  3338 桔川 慶次郎 
34.  3358 後藤 凜子 
35.  3211 池田 海人 
36.  3254 旭 夏季 
37.  3257 本多 剛 
38.  3275 谷 凛汰郎 
39.  3243 下石 雅楽 
40.  3311 森 美遥 

 
 

41. 3225 向井 真太郎 
42. 3327 小田 雪乃 
43. 3352 重松 陽 
44. 3253 鶴本 優士 
45. 3360 大澤 雄帆 
46. 3134 神木 宏斗 
47. 3184 菅野 響 
48. 3227 佐藤 真心 
49. 3347 高橋 果乃子 
50. 3130 藤森 佑太郎 

 
 
 

51. 3139 古田 一歩 
52. 3107 河野 大陸 
53. 3095 師尾 しおり 
54. 3365 中島 拓海 
55. 2900 内田 幸恋 
56. 3368 中田 祐輔 
57. 3185 縄田 拓琉 
58. 3238 杉浦 ふう華 
59. 3178 木内 恵美子 
60. 3374 園村 浩輔 

143艇に使用されたボートは？ 

Ziba Sp.z.o.o.   21 艇     

22 艇   

58 艇   

5 艇   

 26 艇   

 Sailboats Entreprise   3 艇     

Xtreme            1 艇     

143艇に使用されたセールは？ 

Nautivela       3 艇     

McLaughlin      1 艇     

Vene-Bjorndahi     1 艇     

101 枚   

30 枚     

2 枚 

  6 枚          

3 枚     

41.  1997  Pol Mateu 
42.  3131  上原 慎平 
43.  3200  青木 澪 
44.  2943  岡田 海洋 
45.  3174  服部 春花 
46.  3247    池田 航介 
47.  3315  吉岡 和月 
48.  3243  下石 雅楽 
49.  3320  鈴木 海翔 
50. 3170  青山 若生 

 

51.  3365  中島 拓海 
52.  2859  出口 美帆 
53.  3238  杉浦 ふう華 

54.  3363  池田 ももか 

55.  3218  城   毅 
56.  3327  小田 雪乃 
57.  3311  森 美遥 
58.  3352  重松 陽 
59.  3359  上田   瑞 
60.  3275  谷 凛汰郎 

3027 堀野 瑠海   
   小６  兵庫 

    中村 遥斗  小６ 

 ハルト君の 海上写真を探せな 

 かったので ここに掲載します。 

勝田 実莉 小６ 高松 

3180 

   佳悟 ･･ 

 3362  富永 晏吏   

 



61. 3047 森 映心 
62. 3178 木内 恵美子 
63. 3179 落合 創太 
64. 3209 芝田 豊栄 
65. 3395   多賀 友波 
66. 3262   鷲尾 空 
67. 2958   太田 薫 
68. 3337   佐々木 凱成 
69. 3115   抜井 咲 
70. 3184 菅野   響 
71. 3286   竹内 天悟 

72. 3347   冨永 遼希 
73. 3361 西田 帆七 
 

  Silver Fleet 
74. 3325   木下 時一  ① 
75. 3272   久保田 悠木 ② 
76. 3294   鈴木 風雅  ③ 
77. 3086   山下 真太朗 ④ 
78. 3380 中村 晃   ⑤ 
79. 3059 岩下 稔   ⑥ 
80. 3292 上条 久美子 
81. 3300 早川 大翔 
82. 3183 戎 悠里 
83. 3259   武田 琢磨 
84. 3271   嶋倉 侑司 
85. 3350 田中 花奈 
86. 3252   中山 裕文 
87. 3372   肥後 滉佑 
88. 3180   岡田 佳悟 
89. 3120 大嶋 碧斗 
90. 3340 吉川 尚志 
91. 2978 兒島 惟高 
92. 3326   岡村 曜太朗 
93. 3232   吉岡 晴月 
94. 3287   上野 誠悟 
95. 3251   酒巻 佑成 
96. 3231 若鍋 雄大 
97. 3023   河野 慶吾 
98. 2962 石原 千海  
99. 3256 伊藤 音人 
100. 2838 佐野 翼 
101. 3027 堀野 瑠海 
102. 3349   木田 丞志郎 
103. 3025   竹元 仁 
104. 3109 矢吹 優喜 
105. 3020   吉川 朋志 
106. 3390 飯塚 竜士 
107. 3175 松原 啓悟 
108. 3289   北浦 菜月 
109. 2858 竹澤 大樹 
110. 3348 小窪 健斗 
111. 3015 栗本 浬 
112. 3085   村田 慈英 
113. 3376   岩波 萌花 
114. 3358 浅野 蒼 
115. 3254 旭 夏希 
116. 3208 重田 空希 
117. 3168 チャーチ 海 
118. 3385 峯田 龍 
119. 3159   花田 馨 
120. 3125 窪田 啓汰 
121. 3362   富永 晏吏 
122. 3239 安田 巌 
123. 3360 松岡 尚吾 
124. 3392 北 有能 
125. 3371 尾崎 健人 
126. 3336   久保田 涼花 
127. 3317 中村 遥斗 
128. 3305   三谷 帆風 
129. 3346 菅野 こころ 
130. 3044   北川 淳朗 
131. 3302 三谷 帆澄 
132. 3236 久松 希樹 
133. 3220 山口 悠吏 
134. 3250 勝田 実莉 
135. 2786 阿南 景綱 
136. 2948 佐々木 O. 那由多 

137. 3018 池ヶ谷 悠理 
138. 3207 久松 志摩 
139. 2955 田村 咲樹 
140. 3353 尾崎 剛輝 
141. 2995 濱田 千愛 
142. 3391 平井 結人 
143. 3083 岡田 幸士朗 

表 彰・閉会 式  
the Award ＆ Closing ceremony    

Silver  Fleet  

    優勝 木下 時一 

    2 位 久保田  悠木 

       3 位 鈴木  風雅  ②    ①     ③     

④   ⑤     ⑥     

小学生 
 

   優 勝 女 子  優 勝 

       Gold  青 

Silver  月里  

          Bronze  翔太  
海人       

頌子    

浅野 

  会長       

駿  涼太郎      

   馬嶋 杯 

   江の島YCJ    

研一郎    

これが 本大会が いかに激戦だったかを物語る 証拠写真。弱風 微風 変な風向の落とし穴 軽体重選手の有利さ。それらを克服 

                         して生き残ったのが この大いなる健闘をした８人の勇士たちだった。                        

クラブ 団体戦    クラブ 枠出場者 

   優勝    

小野 杯 エニタイムフィットネス 

池田 航介   中島 義之 様   

 小学生女子 

 優勝    

竹下 杯 

   東道  

  すず  

月里 
  
      青      

頌子    

すず 
  
    虎士朗      

堤 悠人      デンマーク大使 

 スヴェイネ 様 

濱本 

 理事長  

キャプテン 

  池田 海人    



  デンマーク農業理事 杯    

デンマーク農業理事会 

     会長 

  小野澤 鐵彦 様 

 ライオンズ 日本財団 杯    

神奈川県連 会長  

   貝道 和明 様 

  JODA 

 新人賞    

堤  悠人    

初参加で 最高位 
 の男女    

田中 花奈    

2019年 ナショナルチーム 第１次選考会                              を兼ねている 本大会は 

恒例の “選考会通過者の確認式” が

行われた。 今年は中３の参加者が

多く、40位以内に11名を数えた。

また海外からの選手もオープン参加 

で資格はなく、差し引かれて決定。 

中２の選手は 21名と過半数、彼ら

に来年の機会はなく 首の皮１枚で 

生き残った者と 無情な定めに翻弄

される者とが悲喜こもごも だった。 

 私が遅れて到着した時、終わった 

選手達が 階段を降りてきて 私と 

すれ違った。その中にすすり泣く 

若武者達がいて 痛々しかった。             

  大会終了宣言 芝田さん    
  ありがとうございました。    

中１＝７名、小６＝８名

小５＝４名が 選ばれた。

最終選考会は、来年３月

に福岡・小戸にて行なわ

れ、40名の 約半数が、 

シャッフル された 後に 

晴れて 日の丸を背負い 

海外にて ヨット レース

する “夢” が実現される。             

 JODA 

よりEYCJ 

へ感謝状 

青山会長    

鹿児島Jr.会長 橋元さん   JODA 松尾 理事     

 来年は 鹿児島で開催されます。                         

  50周年記念大会に 高円宮妃殿下がご来訪されました。                     

JSAF名誉総裁であられる 妃殿下久子様は スポーツヨット 

に ご関心を寄せられ、過去にも 横浜ワールドやOP全日本

に ご来賓となられました。 この度も 表彰式に臨まれて  

お言葉を戴き、優勝者に直々トロフィーを授与される栄誉

を賜りました。しかしながら お姿の写真公開は許されて

おりませんので、残念ながら貴重な場面は 割愛致します。                         これで 日本OP協会100年の前半を終了します。 さて後半は 鹿児島から どんなドラマが始まるのでしょうか。                          



久保田 涼花  
 中２ 福岡 

鈴木 風雅 

北 有能 

山口 悠吏 

岩下 稔 

久松 希樹 

  編集後記       アラベスク 

このレポートは 選手達の人間模様を イメージとしてお伝えできるように努力しました。アラベスクとはイスラム美術の

様式で、動植物の形を抽象化して壁面装飾に使われる文様です。転じて人間模様を描く映画の タイトル がありました。

私は 今年 JODAの50年史を調べて、そこにJODA創立以来 OPに興味を持った人々の集まりと時間の経過が見えました。

全日本50年の参加者に同じ姓がパソコン検索で繰り返し出てきます。ごく限られたOP界なので血の繋がりがあるかも？

真実 50年史内の同姓は 多くが世代を越えてOPを楽しむ家族の姿でした。海の存在は真に雄大で、比べて人間はとても

ちっぽけな姿です。中でもちっぽけな15歳以下が 悠々と海と調和している映像を まとめる楽しみを私は味わいました。 

                            2018.12.22 編集・発行責任者 荒川 渡                  

  駿   燎汰   翔太     頌子     愛理     

2018.11.23   10:17 赤Ｆ 第１レース スタート後    


