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Arrival Registration   

  & Measurement 

Opening  Ceremony 

 DAY １ 

 リビエラカップ   

超大型の台風10号は  西日本大会 開催前日の    広島を直撃し、日本海に抜け

た。  昨年と全く同じで9:00から大会受付と   計測を開始する頃は  まだ 

                   風は    ブンブンと 唸り声をあげていた。      

第 37 回 

東日本OP級セーリング選手権大会  浜名湖 

Bronze & Emerald 
             Photo Report   



 Howie 

  TOKYO 2020 が 江の島で開催される影響で３年間 葉山では本大会が開催できず、浜名湖Jr. さんに３年連続の無理をお願いして開催が可能となった。 

  突然ながら 香港から助っ人が来日しました、ハーウィーさん。彼は‘17年の  

  IODAアジア選手権in香港の 計測チームにも参加した人で、大の親日家です。   

  受付順番待ちのラインも 笑顔で一杯です。    

  フル計測する 

  時間は無く、 

  シリアル№ 

  のみの検査 

  葉山と違い ここ三ケ日青年の家は 宿泊一体型施設なので超便利。   

   OP級は 国際クラス、 

   東日本は OP協会の公式レースなので 

 使用する装備の計測を行わねばならない。 

  クラス規則をキッチリと守ってこそ 

          選手権大会は充実する。 

 でも Bクラスには自由な発想の為に 計測はありません。   

  あらかじめ 

 計測されて発行した 

 証明書と番号が一致 

 していれば 合格です。 



 山田 
 委員長 

 選手宣誓  

  出口 美帆 

予選 シリーズ   

  第１戦   

Ｂクラス 

  Ｂクラスいきなり ダントツ 

 トップを引いたのは 

  加原 弦季     小４ 

     加藤 敏純 様 

   静岡県 S連盟会長 

 ヤマハ発動機 取締役   

 今回は15名の計測チーム、 あれれ、肝心な時に ハーウィーさん 

                           がいない。 

  

 中島 量敏 

   レース委員長 

  Aクラスは13:45 に第１レース開始して 

  体格絶好の 海翔が すばらしいトップ。 

   だが Bクラスには強風過ぎて陸上待機、 

  夕方に風が落ちるワンチャンスを狙う。 

  しかし19:00から懇親会なので 17:00 

  以降はスタートできない。 そんな時、  

   風が12knt まで落ちた。 

 １マーク回航 

スタート 16:20:00    トップ  16:33:25 終了  16:37:35    風向 230° 風速10knt 

 2 マーク 

スタート アウター マーク 

              北村  聡  様 

浜松市 市民部 スポーツ振興課長   

  来賓 

    ご挨拶   



R１   

 Finish ! 

270° 

  

  250° 

         

      230°         

              180°   

レース・エリア 
高層マンション 

 ↓  

  一方、Aクラスは Bのスタート時刻である16:20に２レースを終えて 

   早々と帰着した。１レースの成立には ２ディビジョンで約２時間 

                     が必要なのだ。  

 加原 弦季     

   小４ 葉山町 

３ マーク 

 風は落ちてきて８knt,  波も収まってきた、もう１レースやろう。 
1st   

Genki 

  太田 龍之介  小４  葉山町   

  古谷昊土３位 

    夏季４位 

 木ノ切  

  千瑛  ７位   武井 太陽   
   ６位 

                           私は昔から Bクラスの選手は好きだが、 Bクラスの大会は好き  

   ではなかった。上級、中級、初級とあるクラス分けで、NORは初級向けと謳いながら 実際は中級 

 が入り込み、優勝するのは常に彼ら達、しかし中級／初級のボーダーラインは レース前の線引き 

 が難しくて 優勝はあくまで結果論である。例えば 本大会では 小２～小６まで21名のエントリー 

  があり、一般的な人格・知識・技能に大きな差があるが、経験・個人差もまた大きいので 学年や  

 ヨット経験年数だけで分ける事は 実力にそぐわない。 国際OP協会のworld 方針は 『加盟122ヵ 

 国から 選手実力に関係なく16歳未満の５名までが参加できる』単純に ただそれだけで国際予選 

 はなく 包容力の大きさが魅力だ。  また選手に『なにが一番うれしいか？』と聞くと『レースで 

 フィニッシュホーンを自分が運営に鳴らさせた時』つまりレース委員会の意思がボタンを押すの 

   牧野 夏季 

  小４ 

  葉山町S協会 

 Ｂクラス フォーマット 

ではなく選手が強制的に“ホーンボタン

を押せ”と要求して そのレースを支配

したと満足する瞬間が 一番愉快なの 

である。  これまで『満足ホーン』を 

大会で聞く事の出来なかった初心者達 

にこの喜びを 是非 味わってほしい。 

そんな気持ちから、Bクラスで予選後

の決勝戦でブロンズとエメラルドで 別

スタートにする事を思い立ちました。 
 

  弦季は 初登場、初１位   

 三ケ日青年の家 

  帰着したＡクラス  



予選 シリーズ   

   第 ２ 戦 

６艇がリコール、 

  ３艇は帰らず。 

 高梨 拓海  小３  熱海   

 水谷 光一  小４  江の島   

 加原 弦季     

スタート 16:45:00    トップ  16:59:30 終了  17:03:30    風向 230° 風速 7knt 

 2 マーク 

 西澤 有咲  

 中川 出帆   

   小４  葉山町   
   早川 渓   

 小４  葉山町   

 矢吹    美樹 

      小３  横浜  

 氏家 琉星 

 木ノ切 千瑛  

 木ノ切  千瑛  

 弦季  

有咲     千瑛  

 弦季  

 弦季  
有咲   千瑛  

有咲               千瑛  

出艇前はBクラスにとって強風だったので 全支援艇にレスキュー行動を要請した結果 脱落艇はゼロだった。 

 近重 幸士朗 



  出艇しない勇気  朝の 

 ミーティングで、レースでは   

 出艇しない勇気【RRS４】を 

 持ち レスキューをアテにせず、 

 自力で出艇から帰着まで帆走 

 すべきと力説した。３艇が陸 

 待ち【DNC】を選び 運営に 

 協力してくれた。また タイム 

 リミットはレース 委員長の裁 

 量の範囲で、選手にやる気が 

 ある限り辛抱強く待ち続けた。  

  矢吹 美樹   小３  横浜   

 弦季  

 千瑛  

   飯島 来海  

小３ 江の島      牧野 夏季 

 近重 幸士朗 

 有咲  R２   

 Finish ! 
  弦季  連続 

 トップの殊勲 

 有咲 ２位   千瑛 ３位 

 本大会最高順位  

 有咲  
光一  ４位 

 千瑛  

  武井 太陽   11 位 

   小５ 江の島 

  彼はこの後 何故か 

       家に帰って 

       しまった。 

       以後は  

         DNC 

       と記録 



  近重 幸士朗 

  ５位  

 小６ 江東区   

  太田 龍之介  12 位  

     小 4   葉山町  

  飯島 来海 

        ６位   

  昨年の来海 は 初出場で 最終 26位だったのに 見違える順位を取り コーチ達も嬉しそう。   

  初日は ２Rが 

消化できた。17:00 迄にレース終了の予定が、

最終フィニッシュは17:03:30 と ほぼ予定通り、 

先に帰着した A は もう片付け終了した。     

  菅澤 

 理事  

  矢吹 美樹 小３ 

 今日の成績は･･･ 

     ① 18 位（捨てレース） 

  ② 13 位   

夕食後 19:00から 楽しい１／２クイズ。  

 中島 拓海       服部 春花    出口 美帆      

  北米選手権に 追加枠が来た  

     ので６名のうち３名の 

   認定式が 

   行われ 

   ました。     

   〇×の    

   問題に勝った方が 

 残っていくゲームです。      



DAY２ 
８月       (土）   

／17 

予選 シリーズ   

   第 ３ 戦 
   

 昨日の強風とは一変して 

朝から無風、A海面は 

陸上待機で風待ちをする 

以外には 手の打ちようが 

ない状態。 変なレースは 

行なわないのが選手権運営

の鉄則なのだから。  

  吹き流しは 

 風への問い 

   合わせに 

  正直に 

  答えている。  
 ところが変なレース 

 有りの B海面には 

 ル マン式スタートの 

 ビッグチャンス到来、 

 狭いハーバー内では 

１～４kntが最高の風 

それ以上は衝突する

と危険なのだ。無風

から微風になるワン

チャンスしかスタート

できないのだ。 

  ５･４･ 

 ３･２･１ 
  ゼロ！  スタート !! 

  スタート合図をしているの 

  は筆者。写真撮影ができず、 

やむなく山田さんの動画から 

コマ取りのコピーをしました。 

   今の ここの風は 180° 風速 2knt  いつもは狭き門の湾口も 

         今日は 超微風の為に 広き門となっている。 

  スタート  8 : 56 : 00 

      風待ち 

 のＡ選手達 

  も 声援を 

    送る。 

  幸士朗 

 NOR ６の日程には「最初  

 のレース予告信号は 09:15 

 と書かれているが、沖の

水面を観察すると無風から 

  風が出てきそうな気配が 

感じられて 09:15迄待つと

ル マン式スタートは 今回 

実現できないかもしれず、  

臨機応変で 直ちにスタート 

  する 準備を始めた。 

 本部船を フィニッシュ位置に固定次第 スタートさせた。マークは

湾口と風との角度に合わせた シャチマークのみで筆者は マーク艇

に乗り ゆっくりとフィニッシュに向かう。軽いOP艇とBクラスの軽

量選手とのマッチングは 鏡の様な水面でも 止まらずにゆっくりと

帆走するレースを可能とする。写真は スターンもバウも水面から

出て吃水の浅い事を証明している。’15 world Team Raceでは 除夜

の鐘ではあるまいに108回レースが行われ 20分／１レースが割り当

てられた。 あの時も超微風で １レグの長さは 2kntで40m, 4kntで

60mとレース委員会によりこまめに調整されていたのを思い出す。 

  侑友 

  出帆 



                                B海面で 

                      活躍するRCは 本部艇＋   

         マーク艇  計５名とシンプルだが A海面に比べて品質

は悪い。この艇も最初 A海面でジュリー艇として使用するとエンジンは

絶不調で 速度が出ないのでB海面と交換、支援艇にも手伝ってもった。         

  マーク ボート 相高丸Ⅱ 

 弦季  

 帆朱 
   渓  

 光一  

  帆高  

イレギュラーなスタートとアビームレグは番狂わせが起こる。         

しかしクローズホールドに変わると上手な選手達にはキッチリと帳尻合わせができる。 

フィニッシュ 

 本部船 

フィニッシュライン 

 匠海  

スタート時よりも風が落ち 

鏡のように艇が映る海面、 

でもOPは確実に前進する。 

  支援艇は 選手だけではなく、RCレース運営への支援艇でもある、感謝。 

暫定で 侑友 → 渓 → 弦季 と 

続く順位、軽量選手の中でも 

超軽量選手が有利なのか？ 



誰もレースをしようとしない 

こんな風でも 楽しいレースができる  

      OP Bクラスは幸せ者だ。    

いつも末席を汚す帆朱も、大奮闘して 

 後続艇を引き離す。軽さは武器だ。         

西澤 有咲   小４ 横浜 

畠中 紗英    

  小3  

江の島 

戦争に負けてから 国民が日常では あまり揚げなくなった日の丸。 私が幼少の頃には 

祝日を「旗日」と呼び、各家の玄関に日の丸が揚がっていたのが目に焼き付いている。 

しかし海外では国旗を自国の誇りとする若人が多い。昨年の B本部船には旗艦を示す旗

が無かったので 今年は必要と思った時、誇るべき素晴らしい日本で 命を授かった事を

年少時代から自覚するためには 若年のクラスには日の丸が良い。と迷わず決めた。 

（マストに掲げる旗では ホームセンターで 最も安く入手できるのが日の丸だったのも要因） 

     矢吹 美樹  小３  横浜 



  R３   

 Finish ! 青山 侑友  １位 

 小４  

加原 弦季  ２位 

  小４  矢吹 美樹 ８位 

     小３ 

美樹 

   太田 龍之介  9位 

   小４  葉山町 

 氏家 琉星  13 位 小３ KMC横浜  

西澤 有咲 

   11 位 

近重 幸士朗  16 位    

  小 6 江東区 

最終艇 

佐々木 伯 20 位    

  小 4 葉山町 
スタート  8:56:00     

トップ艇  9:12:06 所用時間 16分 6秒 

最終艇  9:24:38       全所用時間 28分 38秒 

最終フィニッシュ 第２レース完了 



予選 シリーズ   

   第 ４ 戦   
   中川 出帆   小４ 葉山町 

東日本初出場にして スタートラインでブームを押す技術を持つ。   

 9:40頃には 5knt の風が出てきた。IODAのレース運営マニュアルには「5kntの風があれば 

 レースをスタートさせなければならない」と書かれておりやっと正常状態になった訳だ。 

全日本の登竜門である東日本選手権の また登竜門のBクラスレースは いよいよ佳境へ入る。  

オールクリア  スタート  9:45:00    トップ  10:13:42 終了  10:25:42    風向 180° 風速 5knt 

 角森 帆朱   小学 2 年生 

海陽海洋クラブ代表、ヨット歴４カ月 

おそらくこのフリートの中では 最も未熟なセーラーだろう。 

でも将来 偉大な選手にならないとは 誰しも断言できない。 

   牧野  夏希   

 小４ 葉山町 

 出帆 

思い 

通りの 

スタート 

   三浦 太輝   

 小３ 夢の島 

   この位置は 

 弦季 の指定席 
   龍之介 

 出帆 

第２集団のトップは 帆高 



   美樹  帆高 

 弦季 

 来海 

匠海 

弦季 １位  

  出帆  ２位  

来海  ７位 

  侑友   

 ３位  

  夏希  ８位 

有咲  17 位 → 捨てレース 

博物館の様なBクラス 

装備品。このセール  

  は父が愛用して 

    いた物で 

1991年4月30日登録    

  内藤武夫  名義 

帆朱 

18 位 

太輝

19 位 

 しんがりは  佐々木  伯 

 20 位 小 4   葉山町 



予選 シリーズ   

  第 ５ 戦  

コースは 

 ソーセージ を選択 

   リコールありで  

10:35:00  スタート     

トップ  10:52:27 

 終了  10:57:35     

  風向 150° 

   風速 6 knt 

佐々木 伯 が リコール、復帰まで54秒かかった。 

 レースのターゲットタイムを20分（A海面は50分）としたので、多くのレースが 

可能となり  あまり多くの回数を行うと、単調となり飽きてしまう事への対策と

して ３種類（ルマン式、三角、ソーセージ）を用意した。ソーセージは 真ランが 

あり、強風で初心者が走る事は危険である。今６knt なので 直ちにやるしかない。 １マークを回航して 真ランに入った トップの２艇、侑友 と 昊土。 

X 旗 フライ 

人手不足で 記録係が旗揚げ兼任 



  参加 21艇のうち 1/3  ７艇が葉山勢、そのうち 2967, 2968, 2969 の３連番が本レガッタをリードしている。 

暫定  ３位  夏希      ４位   弦季     ５位 光一             ６位 出帆  

 風が安定してきたので 

          A海面も出艇を始めた。        

 エントリー数 

葉山町   ７艇 

江の島   ４艇 

江東区   ２艇 

横浜    ２艇 

KMC横浜 ２艇 

藤沢、熱海、海陽 

夢の島、  各１艇 

 青山 侑友 

暫定  １位   侑友             ２位  昊土（コウト）      

  千瑛      紗英         琉星    龍之介  太輝  有咲        幸士朗       美樹  

暫定  ブービー 佐々木 伯                最終艇 帆朱（ハンス）      

   古き良き時代 セール 

これも昔懐かしいセール 

1988年 広島 ﾃﾞﾝﾏｰｸｶｯﾌﾟ 

が始まり、100艇の無料

チャーター艇、お土産は 

このセール、ANDERSEN 

とはスポンサーのパン屋 

さん の名前。手ぶらで 

新幹線に乗れば 新艇で 

  レースが出来ました。 



３マーク 

 R ５ Finish ! 

８位  来海 

１位                       ２位     

  ハンス 20 位 

  ’68  ’67 

  ワン ツー 

フィニッシュ 

   ボク  がんばって 

 いるんだよ。 

17位   佐々木  伯 

  お父さんのように 

 僕も 優勝したいな。 10 位    

幸士朗 



予選 シリーズ   
  第 ６ 戦 
   

           ’67  ’68  兄 弟  

11:10:00   スタート !!   

   風向 180°    風速 6 knt 

    エントリー ／ 学年 

 小学 ６年 ３名 藤沢、江東区、江東区 

 小学 ５年 ２名 江の島、KMC横浜 

 小学 ４年 ９名 横浜、葉山、葉山、葉山、葉山、葉山、葉山、葉山、江の島 

 小学 ３年 ６名 横浜、夢の島、熱海、江の島、江の島、KMC横浜 

 小学 ２年 １名 海陽         計 21名   男子 16 名  女子 ５名 

  ２年 連続出場 選手の 昨年成績 

 ① 木ノ切 千瑛  18位    ② 水谷 光一   25位   

 ③ 飯島 来海 26位     ④ 高梨 匠海   27位  

帆 朱   

紗英   

美樹 
有咲   

ジュリー ジュリー 

中島 レース委員長 

イエロー フリート 

   A クラス 第３レース  A海面 

  は 8-9kntの風が吹いている 

  ようだが風向が安定せず、  

  なかなかスタートしない。 

  やっとスタートしたら 風が 

  20°以上振れて ノーレース 

  となってしまった。 

  46 艇     46 艇   



オールクリア  スタート  9:45:00    トップ  10:13:42 終了  10:25:42 

   B クラス は 

 再び ソーセージ  

 コースとする。 

 6kntの風は 全艇  

 が走りやすく、 

 トップ艇フィニッ 

  シュ まで 18分、 

  その後全艇が 

  完走するまで 

 わずか 3分少々、  

 計 21分だった。 

  シャチ 

   B クラス の気質は   とても素直（candid）である。 

 なんでも話しかけてくれたり、気軽に質問してくる。 

「ル マン式スタートで、こちらの方が悪いと思った時、 

ペナルティターンをするには、港内は狭いので、外に出 

てからしても良いですか？」私には思い至らぬ事だった 

が 彼は真剣に考えている。RRS44.2は 他艇から十分離 

れて･･  となっており「それで良いよ」 

と言ってあげると  ホッとした顔をした。 

 心に思った事を包み隠さず 口に出す。 

心がきれいならば、それは純粋で率直な

印象を与え Opti 輝く。 若年層のヨット 

には 迷いが無く 思った通りに進むのだ。 
  露 払 い 

  中堅 フリート 

  開発途上 フリート 

  スキルが均一ではないために 次第にパターン化する 

     Bクラスの世界。  

  弦季 

  古谷 昊土 

  匠海   夏希 

  匠海 

※ サイドマークを回らない 

 のでコースが短くなる。 



 R６  Finish ! 

  有咲 

  龍之介 
太輝 

  有咲（アリサ） 

  紗英（サエ） 

  弦季 １位   光一 ２位   來海 ３位 

 おおっ！  クルミは 

  ここまで成長したか。        

琉星 17 位        
出帆 11 位        

 龍之介 14 位     

   Aクラスは 海上昼食。 Bクラスは 陸で昼食、そして１時間 タップリと休憩します。        

三浦 太輝    小 3    

 夢の島 



予選 シリーズ   第７戦 

   

  Introductory Rules for Racing 

  フィニッシュ直後に抗議が１件 

  あった。 Bクラスは RRSではなく 

 入門競技規則を適用し アドバイザー 

 が  問題解決に当たります。 

  しっかりと説明する抗議者 

  ハッキリと答える 

        被抗議者 

   RC,  選手,  アドバイザーは対等です。 

イイジマ  クルミ 

  オ ブ ザ ー バ ー 

  アドバイザー 

スタート  13:25:00    トップ  13:39:47     終了  13:51:54     風向 240° 風速 10knt 

チカシゲ コウシロウ 

  ハヤカワ  ケイ 

マキノ  ナツキ 

レーススケジュールは  予選１日半、決勝半日。５レースに付き１つが 

捨てレースとなり、予選を10 回 行って 2つ捨てで ブロンズとエメラルド

にフリート分けしたい。 今日の午後 ４レースすれば目標が達成できる。 

しかし 朝０knt だった風は 次第に強くなり 10knt に達した。 これ以上

強くなると Bの下位では不安が伴うが、各クラブの支援協力がしっかり

しており、陸が近いのも 安心材料である。 A海面の方は AM 風待ち、 

12:04 第３レースがスタートし、先ほど 13:12 に終わったばかりである。 



  スタートしてから  わずか２分後には 

      早速、沈艇 が現れる。 

  葉山の三羽烏、中川 出帆だ。 

 アカ汲みに手間取り どんどん流される。     結局、着順 18 位となり 

                         捨てレースとした。 

  各クラブから成る ４艇のレスキューガードが頼もしい。 

  今度は １マークで 後尾グループの１艇が沈。 

  有咲       渓    クルミ   侑友 

   古谷 コウト ２マークで強風ジャイブ。 

  ゲンキ／葉山   コウト／葉山 

  ハンス the End 

本部船要員５名のうち３名の利害関係者パパ がいるがＢはお構いなし。ハンス パパ にリタイア

を勧めたが パパは強気。肉親と第３者との強風に対しての見解の相違だ。全艇がフラミンゴを

回航しても ハンスはまだシャチに達していない。そしてハンスは沈 RET→ DNC, DNC, DNC。 

 R7   

Finish !   余裕の 弦季 
  走れ！ 元気いっぱいの Ｂクラスセーラー達。   龍之介 

  匠海   夏季 

  侑友 
  有咲 

  コウト ４位 

  アリサ ６位 
 チアキ ５位 

  タクミ 10 位 



予選 シリーズ   第８戦 

   

 スタート  14:05:00    トップ  14:17:44 終了  14:27:10   

       風向 210°  風速 13 knt 

  ハク  小４ 
サエ    小３ 

コウト    小６ 

コウト     

ハク     

ホタカ     

実際に走らせると、19艇中 ヨット経験２年未満の 小学３～４生 が15艇もいるのに 

沈艇なし、22分で全艇完走したので。私のＢクラスに対する概念を変えてしまった。 

 本シリーズの 最大風速、１マーク 

 までを250mと短くする。沈艇多  

 ければ Ｎ旗を揚げて全艇ハーバー 

 バックする腹積もりで決行する。 

ミウラ タイキ 

  小 3  夢の島     

リュウセイ 

小 3  KMC横浜     

ヤブキ ミキ 

  小 3  横浜     

ユウ       アリサ            ハク        コウイチ  ナツキ            
 コウシロウ        コウト                   

 ゲンキ     ２マーク                            イズホ                  

この２名は Ａ 

クラスに出場して

も まったく問題

が無いであろう。

日本セーリング界

のボトムである 

OP Bクラスが広

がる事は  ボトム

アップの基本理

念にとって喜ば

しい限りなので、 

 今後も益々の B 

発展に努めたい。 

 この風で ４艇のBクラス オーバーラップ回航はすごい。 

内側から コウト３位、サエ７位、龍之介６位、ナツキ４位。                   



 私のカメラに気づいた人は 

 ポーズを取るようになった。 

山﨑 帆高    12 位 

  小 5  KMC横浜     

 R８  Finish ! 

     弦季は ８ レース 中 

    ６回もトップを引き  

    もう手が付けられない。     
牧野 夏希 4 位 

 小 4  葉山町 

 

  小柄でも 

  強風に強いね。 

三浦 太輝   14 位 

  小 3  夢の島 

    矢吹 美樹     

       16 位 

    小 3  横浜 

    氏家 琉星     

       17 位 

  小 3  KMC横浜 

 彼のパパは 三浦隆博さん。 

 今回  夢の島から 運営お手伝いとして       

 本部船に配属されました。 

  ご子息の晴れ姿、 

 立派に成長した 風に負けない 

 走りを こんなに真近で見られて 喜んでいる事でしょう。    

   水谷 光一     

        8 位 

  小 4  江の島 



予選 シリーズ   第９戦 

   

↑  スタート  14:40:00    トップ  14:53:34 終了  14:57:27    風向 210° 風速 9 knt                        ↑  スタート   16 秒後に 同位置から撮影  

横浜ジュニア 

  支援艇  

熱海ジュニア 

  支援艇  

丸田さん 

  ユウ 

  ⑥ イズホ 

  ゲンキ 

  1マーク 回航順 

 ① ゲンキ 

 ② タイキ 

 ③  コウイチ 

 ④  ユウ 

 ⑤   リュウノスケ 

  クルミ 

  ホタカ 

  琉 星 

  コウイチ  タイキ 

  タクミ 

  コウイチ 

  ゲンキ 

   タイキ 

  この３艇の トップ争いは １マーク から始まり、フィニッシュが近付いてもなお延々と続けている。 

私はＢクラスを２年担当して、認識を上方修正しなければいけないと思った。入門競技規則の対象はヨットを始めて２年未満の人となってい

るが、２年近く乗ればかなり上達する。私など高齢者の１年は あっと言う間だが 生まれて１桁年代は 365日がとても長く、学ぶことは多く、

心身の成長も早いので１年乗れば１人前。私の主観Ｂは初めて１年程度のレベルだったが、親が遠征をしてまでＢに参加させるには それな

りの抱負があるもので 中級のファジーゾーンは広く Ａ／Ｂの選択も主観的になる。OP協会がそれを認めれば B の運営内容も上方修正する 

しかないだろう。 中級の下位選手には２つの選択肢がある、① 上級選手の中で揉まれる事→Ａ。 ② よりグレードの高いＢでＢを卒業する。   



   R９ 

  Finish ! 

コーチ達の熱い 

視線を浴びながら 

弦季 １位  

   フィニッシュ。  

  一方、西澤 有咲は   

   まだ３マークに向 

  かっている。 

葉山町の 牙城に喰い込もうと江の島代表も必死。  

ラスト艇は 氏家 琉星。  

アリサ 17 位 

  小 4 横浜  

琉星   19 位  

これを捨て 

レース 

とする。  

  風は 若干 落ちてきたので 

  2人がかりで強風用セットを 

 元に戻す。  微細な所まで 

     御苦労様です。  

KMC横浜ジュニア 支援艇  

もしかして  優勝できるかな？ 
匠海は ２回目の 東日本 Ｂクラス 

昨年は 頑張ったが すぐに心が折れる 

性格の為に 13レース中 6レースがRET, 

28位の最下成績に甘んじた。でも今年

は違う。 あれから１年間キッチリと 

練習を積んだのだ。 

龍之介 ４ 位 

  小 4 葉山町  

 紗英 14 位 

  小 ３ 江の島  

帆高   12 位  

 小5 

  KMC横浜 

 美樹   16 位  

 小3 横浜 

弦季 



予選 シリーズ   第10 戦 

   

 水谷 光一  トラブル発生   アカを汲む。     

ハク 

タイキ 

コウト ユウ 

イズホ 

夢の島ヨットクラブ 

     支援艇  

青山 侑友 

    初日の強風は 

    DNCを選ぶが  

     以後は 

    １－４－１－５－ 

    ７－15－３－２ 

    と絶好調。 

     19 位  で捨てとする。10レース成立で２つ捨てが出来た。     

 ３位 

    出帆 

  予選10レースが終了 

  暫定成績 38点 は３位 タイ、 

  同じ38点の 侑友には１位が 

  あるので、タイの解消で 

  ブロンズ フリート ４位に進出した。 
彼女は 初めての公式レースで初めて 

抗議され、一瞬 

泣いてしまったが 

すぐに気を取り 

     直した。 

兄姉の遠征に同行してきた  

  弟妹のためのＢレース。 

そんな付録の時代もあった 

が、将来のヨット界を支え

る OP上級選手は スグOPを

卒業してしまうので、その

後詰を育てるＢｸﾗｽ は 付録

ではなく、建築に例えるな

らば ヨットの伝統を支える

上での一番重要な基礎工事 

   ではなかろうか？   

 R 10    2位 で 

 Finish ! 



DAY 
   ３ 
８月        (日）   

 ／18 

決勝 シリーズ  

         第 １ 戦 
   

彼も今年２回目の出場となる。 

姉は昨年にはＢクラスで準優勝 

したが 彼は18位だった。 今、 

９位 につけて腕も上がった。 

木ノ切 千瑛 

フリート分けが確定した。  Ｂ＝ 1. 加原 弦季    2. 古谷 昊土    3. 青山 侑友    4. 中川 出帆 

  5. 水谷 光一   6. 牧野 夏希   7. 太田 龍之介   8. 飯島 来海   9.  木ノ切 千瑛  10. 西澤 有咲 

  11. 近重 幸士朗               Ｅ＝  1. 早川  渓    2.山﨑 帆高    3. 畠中 紗英    4. 高梨 匠海   

  5. 三浦 太輝    6. 矢吹 美樹     7. 佐々木 伯    8. 氏家 琉星     9. 武井 太陽     10. 角森 帆朱 

Bronze & Emerald 

 最終日は 撤収があるので Ａが帰着するまでにＢの片付けを完了せねばならない。 

  逆算すると 12:00がレース終了時間。しかしまた朝の無風で陸上待機。今日は初めて  

 のＢクラス決勝戦となるので どうしても１レース以上成立させたい。                    その時わずかに 

風が出だしたので あわてて出港する。これはひょっとして２レース  

できるかもしれないと欲が出て時間節約のためハーバーを出た所で

コースを打つ。Ａクラスの通り道だが  いつものＡは 風が安定する 

            までは出艇しないと判断したからだった。   

スタート  11:00:00    トップ艇  11:17:56  

終了  11:26:29    風向 200° 風速 4knt 

スタートは 11艇で行われる。これは今 江の島で  

     行われている 2020 テストイベントの 

            メダルレースと同じだ。 

Bronze 



Emerald 

 OP級 選手権レースでは こんなスタート見たことない。 この艇数の少なさや スタートラインの短さ、 

             選手や運営ともに やりやすい事この上ない。 時間の節約で ブロンズ 

                スタート後 １分で エメラルド の 予告信号を揚げる。            

  早川 渓  

  畠中 紗英 

  匠海  
  美樹  

  帆高  
  琉星  

  帆朱  

こうして見ると ブロンズとエメラルドのスタートはハッキリ違う。 

   こちらが 本来のＢクラスの スタート イメージだ。 

              ブロンズ先頭艇が２マークを回航する時    

  Ａクラスの出艇と交差する形となった。 私は慎重な 中島レース委員長 

   の事だから この風ではしないだろうと予測したが、↓              水谷 光一 

  ２マーク  

 ↑ 中島氏は 今日の決勝は２レースしたいと考えて一刻の猶予もせずに出艇したのだった。私も２レースやりたくてレース艇が通過したらすぐに撤去するつもりで  

 あえて 早く スタート開始ができるように ハーバー出口近くでも構わず  コースを打ったのだった。  

 弦季  侑友     光一 

  ２マーク  

   A海面艇 

 １マークトップ    水谷 光一 



１マークからトップを走り続ける光一、彼も２回目出場だが、昨年は 25位だったのが 今年は急成長を遂げ  立派な走りをしている。 

 R 11 Bronze   

  Finish ! 

 光一  １位 

侑友 ３位 
龍之介 ５位 

 有咲  10 位 

  幸士朗  11 位 

 R 11 Emerald Finish !  

 美樹  ３位      伯  ２位       匠海  １位 
 匠海 にとっては 東日本で初めてのトップフォンが 聴けそうだ。 

             そのボタンを押すのは 彼の父なのだ。 

エメラルド フリートが ３マークを回航した。  

  今迄、こんな大きな舞台で ほとんどトップで

走った経験がない選手達は、前に誰もいない  

 湖面を自由に走りまわる事に 歓びあふれる。   

 昊土  ブロンズ ４位 



決勝 シリーズ  

           第 ２ 戦 

スタート  11:33:00    トップ  11:47:21 終了  10:25:42    

Bronze 

Emerald 

スタート  11:39:00    トップ  11:54:13 終了  12:06:25    風向 210° 風速 7knt 

 出帆 は 最高成績の  

 ２ 位 を 

  ２回 取った。 

 決勝が始まった時は 

総合５位だったが １位

を取った事で３位まで 

      上がった。 

 光 一   

 美樹は 総合

17位 エメラ

ルド６位だっ

たが ３位を

取っても R1

からの積み 

重ねがある 

ので同順位。 

３日間  超微風から13knt までの 様々な風条件で 

12レース行い、選手達も 夏の浜名湖を十分に楽しく

味わいつくした事だろう。朝の無風に １レースでき

れば良い と思ったが、ハーバー出口でコースを打っ

たのが正解で  終了目標 12時 には 6分超過したが、

ギリギリ２レースできてよかった。決勝戦が１レース  

  と２レースでは大会内容が大きく違うからだ。 

  これが 令和元年度 東日本Ｂクラス最後の  

     14 回目 スタートとなる。   

 Ａ海面は Ｒ６ Gold ﾌﾘｰﾄ の スタート50秒前。 

KMC KMC  琉星 

タクミ 
ハク 

 チアキ 

タイキ 

スタート２秒後のＡ海面、風の吹き出し時に出港したので Gold 2本  Silver１本が できた。 

ホタカ 

クルミ コウシロウ 

ナツキ ユウ 



 R 12  Bronze  Finish ! 

 1 位 取ったよ。 

最終レースは 光一の独壇場。 

 来海  ９位  

ブロンズ最終得点 ① 弦季  12  ② 光一  45   ③ 侑友  46 

④ 昊土  47 ⑤ 出帆  48 ⑥ 夏季  62   デッドヒートでした。    

フィニッシュした艇が   

 「ありがとうございました」と礼儀正しくお礼を言いながら 本部船の 

   前を通り過ぎて帰港する。写真の顏は 暗くつぶれていたので 明るく 

            修正すると、こんなにいい表情の 来海 が 浮かび 

                               上がった。 

千瑛  

 ８位 

 藤沢 

続いて エメラルドの トップは 

           美樹。 

  幸士朗  

    11 位  



 R 12  

 Emerald   

 Finish ! 

 
 美 樹 

  １位 

  エメラルド  ６位 

 R12  

 ２位  

 R12  

 ３位 

 三浦 太輝 

エメラルド ５位  

   紗英 

小３ 

 江の島 

  帆朱 R12  ９位 
 さて、ドン尻に控えしは 

 最終艇を バックスティの３角に入れてシャッターを押す。 

 星野さん  高梨さん         三浦さん 

角森さん 

 筆者 

角森ハンスくん  

 お疲れさま 

大任を果たした B クラス

レース委員会は 間もなく 

解散するので 恒例の写真

を撮る。実行委員会から 

我々に支払われる報酬は   

 子ども達の とびっきり 

素敵な笑顔だ。これ見た 

さに 来年も参加したい。 

 美樹 



表 彰・閉会 式  
the Award ＆ Closing ceremony    

B クラス 

        レース後 

    ２件の抗議があった。 

    コーチが仲裁しようと  

   しても 選手は納得せず、 

   純粋な気持ちで レースに 

   真剣なのだ。 我がまま 

   な所は感じられず、その  

    態度には胸を打たれた。 

 プロテスト委員長 講評                山口 泰正さん 

   普通ならば もらった時だけの 

    笑顔が、 彼女は いつまでも笑い 

  続けていた。 よほど受賞が嬉し

かったのだろう。 

  畠中 紗英    早川  渓      山﨑 帆高 Emerald fleet 

Bronze fleet 

 木ノ切 千瑛     太田 龍之介  牧野 夏樹    中川  出帆   古谷 昊土    青山 侑友     水谷 正一     加原 弦季 



Gold fleet 

Aクラス 

小学生の部 

  三谷 帆風         竹内 天悟（アルゴ） 池田 航介 

天悟と航介の戦い は 壮烈であった。昨年 39位の天悟  

 に対して 68位の 航介は 予選終了時のグロスで 117 対 

122 であったが、捨てレースを引いたネットで 一点差。 

決勝は １レースのみ。１位の航佑は ２位の天悟にタイ 

まで迫り、タイの解消で １位の航佑に軍配が上がった。 

   航介 小学生ながら 

  シルバー 制覇！ 

上野 

誠悟 

 鈴木 長身

兄妹の昨年

成績は 兄

13位、妹 79

位と表彰台

を逃したが、 

今年は 海翔 

総合 ４位、   

  しおん 

小学生４位。 

    いつまでも   

 笑いが止まらない  

  しおんであった。 

後藤 

大志 太田 

  薫 

 武田 

  琢磨 

岡田 

海洋 

 鈴木 

しおん 

堤 

悠人 本多 

  剛 

堤 悠人 出口美帆 

宮本 

 あかり 

中島 

  拓海 

鈴木 

   海翔 

菅澤 

虎士朗 

岩永 

   燎汰 

東道  

  すず 

東道 すず    加原 弦季 

   皆さん どうも 

ありがとうございました。 

礼  フラミンゴ 

リビエラカップ   

 Ａクラス １位  

 Ｂクラス １位 

   城田  様 

三ケ日青年の家 所長 



第１回  東日本OP 選手権大会   江の島 1983  8.13-14   参加 40 艇   

         優勝：厨川 弘樹     ２位 三輪 牧人    ３位 宮本 大介 

 初大会は 葉山マリーナブルーアンカーJr.の厨川君 とレッツゴーJr. ヨットスクール の   

 三輪君が ワ ン・ ツー。 ２ヶ月後の本番 全日本も２人のワン・ツー が繰り返された。  

第２回  東日本 OP選手権大会 葉山 ‘84 8.23-24    

    優勝： 青山 義弘    2 位  宮本 大介     3 位  五島  洋 

第３回    ‘85 7.26-28        仙台 七ケ浜   48 艇  優勝： 阪間 俊文    2 位  久保野 広路      3 位  舟橋 啓弥 

第４回   ‘86  8.22-24     静岡 賀茂村  48 艇  優勝： 阪間 俊文      2 位  岩波 将輝     3 位  山下 美香  

第５回   ’87  8.23-25     葉山      51 艇  優勝： 阪間 俊文   ２位  大川 靖浩     ３位  宮本 健二  

第６回     ’88  8.24-28     静岡 賀茂村    50艇    優勝： 戸田 茂樹    2 位  山下 美香     3 位  藤井 洋暢   

第７回     ‘89  4.1 -３        葉山       94 艇    優勝： 松本 健司     ２ 位  渡辺 隆宏      ３ 位 関  康治  

第８回     ’90  8.25 -27     江の島      61 艇  優勝： 松本 健司    2 位   山下  麗      3 位  須賀 研太郎 

   第９回  ’91 8.3 -5  江の島 13 クラブ 83 艇 ５レース 横浜、江の島、中央区、横浜市民、なごや、夢の島、千葉、シーボニア 

   伊東、清水、葉山、SB, 熱海 優勝：山下 麗   2位  村木 昇   3位  菅谷 真大  4. 永山 桃子  5. 松本 健司 6. 三部 泰誠  7. 佐藤 隆博 

        8. 清水 龍平  9. 田窪 洋人  10. 荒川 海彦 11. 渡辺 哲雄 12. 須賀 研太郎  13. 山田 真弓   14. 関  康治   15. 大島 暁生 16. 福永 充希 

第 10 回   ’92 8.28 -30     稲毛      105 艇   優勝： 渡辺 哲雄    ２位  三部 ゆうき    ３位 永山 桃子 

第 11 回   ‘93   8.３-５     仙台 七ケ浜   105 艇    優勝： 渡辺 哲雄     2 位  三部 ゆうき       3 位  関根 悠一郎  

第 12 回   ’94  8.19 -21    野尻湖      88 艇    優勝： 小澤  薫        ２位  荒川 友紀彦      ３ 位 関根 悠一郎 

第 13 回   ’95  8.9 -11     浜名湖     134 艇    優勝： 近藤  愛      2 位  水谷 謙太     3 位  佐渡 忠洋 

第 14 回   ’96   8.9 -11     江の島    101 艇    優勝： 神谷 彩子    2 位  近藤 詩織       3 位 高橋 礼子 

第 15 回   ’97         シーボニア          優勝： 内田  諒 

第 16 回   ’98   8.21 -23   稲毛      100 艇   優勝： 神谷 航路     ２ 位  長堀 裕樹     ３ 位 高橋 礼子  

第 18 回   ’00  8.25 -27    野尻湖     111 艇     優勝： 鈴木 美帆       2 位  小宮 航     3 位 神谷 航路 

第 19 回   ‘01  8.25 -27      銚子マリーナ  104 艇      優勝： 鈴木 美帆    2 位  飯束 潮吹       3 位   木内 蓉子  

第 20 回   ’02  8.23 -25      葉山           112 艇       優勝： 飯束 潮吹     2 位 増川 美帆      3 位 小宮  航 

    レース委員長  山下 弘雄                                                4. 小栗 拓也     5. 川添 正浩     6. 市野 直毅    7. 加佐原 諭    8. 横田 敏一 

第 21 回   ‘03   8.22 - 24  名取 閖上                   優勝：  小宮   航      2 位  小宮   悠        3 位 横田 敏一 

                                                                             4. 磯崎 友也     5. 熊川 均     6. 鈴木 明日美    7. 鈴木 祥郎    8. 横田 貴大 

第 22 回   ‘04  8.27 -29        稲毛          87艇        優勝：  小宮   航        2 位  横田 貴大         3 位  鈴木 明日美 

 

第 23 回   ‘05  8.26～28    野尻湖         61 艇   優勝： 小宮   悠        2 位  埼玉 匠海     3 位 熊川  均  

   レース委員長  阪田 守昭     4. 新谷 つむぎ    5. 植田 如美 9年   6. 上村 健人   7. 下平 悠夏   8. 若林 友世   9. 酒井 優紀  10.平田 洋介 

                                   11. 太田 慧子     12. 高橋 友海    13. 脇坂 尊   14. 北村 勇一朗 4   15. 森田 暁洋   16. 川村 岳   17. 射羽 京 

                                   18. 遠藤 雅大     19. 佐藤 嘉晃    20. 大日向 喜咲    21. 多田 真帆    22. 神谷 花実    23. 榊原 かれん 

                                   24. 栗原 悠介     25. 町谷 魁飛    26. 大日向 遥喜    27. 江本 大輝    28. 齋藤 穂高     29. 林 愛海  

                                   30. 埼玉 成海 2年   31. 大窪 天雅   32. 山田 剛士    33. 渡辺 佳菜梨   34. 長栄 雄大    35. 戸田 信幸 

                                   36. 堤 たくみ      37. 中間 浩平 4年  38. 村山 拓巳    39. 榊原 隆太郎 4年    40. 大窪 遼平   41. 土屋  渚 

                                   41. 玉山 千登      42. 国見 彩乃 4年    43. 栗原 花織    44. 松本 智大    45. 久保 雄大   46. 阿部 七海 

                                   42. 佐藤 宏樹 4年    49. 内田 才王       50. 中村 礁太      51. 長栄 万里      52. 島津 瑛史    53. 田中 智也 4年    

                                   54. 佐々木 将光      55. 井内 喬         56. 深沢 瑛里 4年    57. 脇坂  雄 4年      58. 伊藤 優希 4年 

                                                               59. 新谷 唯斗 １年         60. 佐藤 邦彦       61. 村山 晴哉 

TOKYO1964オリンピック後に 大会施設は江の島ヨットクラブに供用され、ジュニア部門としてEYCJが創立され 日本OPの歴史が始まりました。 

’69 には全日本が始まり、’78から唐津で西日本が始まりました。’79に初めて 世界選手権に参加し OPは ますます発展しました。 最初は 

協会員ならば誰でも全日本出場できたものが登録会員数に応じたクラブ枠制となり、憧れの全日本出場には クラブ内予選が必要となりました。 

そこで 東日本に限定し、誰もが出場できる、全日本と同じ 計測・レース方式、上位に 全日本 出場権が与えられる東日本大会が始まりました。 



23 ’05 野尻湖 
 8/26～28 61艇 
レース委員長 阪田 守昭 
 

1.  小宮 悠    
2. 埼玉 匠海 
3. 熊川 均   
4. 新谷 つむぎ 
5. 植田   如美  9 
6. 上村 健人   
7. 下平   悠夏 
8. 若林   友世 
9. 酒井   優紀 
10. 平田   洋介 
11. 太田   慧子 
12. 高橋   友海 
13. 脇坂 尊 
14. 北村 勇一朗 4 
15. 森田 暁洋 
16.  川村 岳 
17.  射羽 京 
18. 遠藤 雅大 
19. 佐藤 嘉晃 
20. 大日向 喜咲 
21. 多田 真帆   
22. 神谷 花実 
23. 榊原 かれん 
24. 栗原 悠介 
25. 町谷 魁飛   
26. 大日向 遥喜 
27. 江本   大輝 
28. 齋藤 穂高 
29.   林 愛海  
30. 埼玉 成海  2 
31. 大窪 天雅   
32. 山田 剛士 
33. 渡辺 佳菜梨 
34. 長栄 雄大 
35. 戸田 信幸 
36.  堤  たくみ 
37. 中間 浩平  4 
38. 村山   拓巳 
39. 榊原 隆太郎 4 
40. 大窪 遼平 
41. 土屋 渚 
42. 玉山 千登 
43. 国見 彩乃  4 
44. 栗原 花織   
45. 松本 智大 
46. 久保 雄大 
47. 阿部 七海 
48. 佐藤 宏樹  4 
49. 内田 才王 
50. 中村 礁太 
51. 長栄 万里 
52. 島津   瑛史 
53. 田中 智也  3 
54. 佐々木 将光 
55.  井内 喬 
56. 深沢 瑛里  4 
57.  脇坂 雄    4 
58. 伊藤 優希  4 

59. 新谷 唯斗  1 
60. 佐藤   邦彦 
61. 村山   晴哉 

’06  逗子マリーナ 

 8/25～27 100艇 
レース委員長 中川 二朗 
 

1.  小宮 悠   9 
2. 埼玉 匠海 
3.  脇坂 尊 
4. 磯崎 哲也 
5. 上村 健人   
6. 長堀 友香 
7. 高橋   友海 
8.  射羽 京 
9. 村山 仁美 
10.  熊川 均  9 
11. 中内 健太 
12.  川村 岳 
13. 新谷 つむぎ 
14. 市川   夏未 
15. Conner Astwoo 

16. 酒井 優紀  9 
17. 玉山 千登 
18. 深沢 瑛里 
19. 山田 剛士 
20. 久保 風太  9 
21.  林 愛海  
22. 土居 愛実 
23. 朝比奈 貞亮 
24. 山崎 直希 
25. 町谷 魁飛 
26. 中間 浩平 
27. 埼玉 成海  3 
28. 米田 有里  9 
29. 石原 颯人 
30. 大日向 喜咲 
31. 若林 友世 
32.  久我 淳    
33. 土居 一斗  9 
34. 山口   寛規  
35. 大日向 遥喜 
36. 佐藤 宏樹 
37. 栗原 悠介 
38. 鈴木 颯太  
39. 北村 勇一朗 
40. 真栄平 史弥 
41. 森田 暁洋 
42. 多田 真帆  9 
43. 神原 龍太郎  
44. 齋藤 穂高 
45. 大窪 天雅  9 
46. 神谷 花実 
47.  土屋 渚 
48. 阿部 七海 
49. 江本 大輝 
50. 国見 彩乃 
51.  岸  祐花   4 
52. 竹内 良豊 
53.  樋口 舵 
54. 加藤 心一郎  
55. 加藤 宗一郎  
56.  藤本 優    4 
57. 田中 智也  4 
58.  渡辺 駿 
59. 長栄 万里 
60. 渡辺 佳菜梨 9 
61. 伊藤 優希 
62. 紺野 美帆 
63. 津久井 真帆 

64. 新谷 唯斗  2 
65. 竹内   大熙 
66. 戸田 信幸 
67. 内田 才王 
68. 吉川 隼人 
69. 中澤 天 
70. 脇坂 雄 
71. 高木 聡久 3 
72. 松本 達也 
73. 中村 礁太 
74. 久保 雄大 
75. 若泉   潮音 
76. 鈴木 大翔 
77. 長栄 雄大 
78. 大窪 遼平  9 
79. 樫本 達真 
80. 松本 智大 

81.  井上 一帆 
82. 栗原 花織  9 
83.  神宮 香夏波 9 
84.  堤  たくみ 
85. 佐藤 邦彦 
86.  力武 純 
87.  井内 喬 
88. 中澤 涼子 
89. 阿部 航洋 
90. 木代 俊太郎 
91. 江  建太朗 
92. 藤井 純也 
93. スミス 美笛 
94. 榊原 隆太郎 
95. 植木 武成  4 
96. 鈴木 一帆 
97. 町谷 魁飛   
98. 井上 昌哉 
99. 柳井 悠介 
100.神宮   樹平  4 

’07  逗子マリーナ 

 8/24～26 99艇
レース委員長 山下 弘雄 
 

1. 若林 友世  
2. 上村 健人  9 
3. 大日向 喜咲 
4. 玉山 千登 
5. 新谷 つむぎ 
6. 中間 浩平 
7. 長堀 友香  9 
8.  脇坂 尊 
9. 村山 仁美 
10. 土居 愛実 
11. 深沢 瑛里 
12. 山口   寛規  9 
13. 町谷 魁飛 
14. 高橋   友海  9 
15. 埼玉 匠海 
16.  林 愛海  
17. 神原 龍太郎  
18. 埼玉 成海  4 
19. 石原 颯人 
20. 中内 健太 
21.  射羽 京 
22. 国見 彩乃 
23. 佐藤 宏樹 
24.  川村 岳 
25. 森田 暁洋 
26. 吉野 大地 
27.  藤本 優 
28. 長栄 万里 
29. 朝比奈 貞亮 9 
30.  岸  祐花 
31. 加藤 宗一郎 9 
32. 市川 夏未 
33. 山田 剛士 
34. 阿部 七海 
35. 新谷 唯斗  3 
36. 鈴木 颯太  
37. 津久井 真帆 
38. 小木曽 一輝 
39. 堤  たくみ 
40. 北村 勇一朗 
41. 栗原 悠介  9 
42.  樋口 舵 
43. 真栄平 史弥 
44. 中村 礁太 
45. 加藤 心一郎 9 
46. 横山 南泉 
47. 長栄 雄大 
48. 神谷 花実 
49. 吉川 隼人 
50.  久我 淳   9 
51.  渡部 翼 
52.  土屋 渚 
53.  渡辺 駿 
54.  菅野 翔 
55.  脇坂 雄 
56. 榊原 隆太郎 
57.  樋口 碧 
58. 竹内   大熙 
59. 久保   咲花 
60.  神谷 仁   2 
61. 佐久 友基 
62. 榊原 健人  4 
63. 馬渡 凪沙 
64. 松本 達也 
65. 鈴木 一帆 
66. 廣江 建太朗 
67. 竹生 優一   
68. 浅井 風花 
69. 有山 夏子 
70. 伊藤 優希 
71. 古屋   綾乃 
72. 久保 雄大 
73. 中澤 天 
74. 中村 彩乃 
75. 佐孝 麻莉奈 
76. 若泉   潮音 
77.  永沼 琴 
78. 富沢 颯太 
79.  岸 勝太    3 
80. 大橋 太貴  4 

81. 阿部 航洋 
82. スミス 美笛 
83. 河合 南奈  4 
84. 井上 昌哉 
85.  小林 匠 
86. 金本   小波 
87. 町谷 魁飛  4 
88. 小宮 聽善 
89. 千葉   賢人 
90.   辻 翔太   4 
91. 玉山 郁人  4 
92. 若泉   帆風  4 
93. 神宮   樹平 
94. 三品 順也 
95.  石井 衛    4 
96.  峰 遼磨 
97. 伊神 麻衣  4 
98. 八木 健太  4 
99. 浅井 颯太  4 

’08  逗子マリーナ 

8/22～24 102艇
レース委員長 山下 弘雄 
 

1.  脇坂 尊   9 
2. 若林 友世 9 
3. 石原 颯人 
4.  射羽 京 
5. 市川 夏未 
6.  岸  祐花 
7. 村山 仁美 
8. 有山 夏子 
9. 埼玉 匠海  9 
10.  樋口 舵 
11. 土居 愛実  9 
12. 新谷 つむぎ 
13. 中間 浩平 
14. 玉山 千登 
15. 佐藤 宏樹 
16. 大日向 遥喜 
17. 埼玉 成海 
18.  林 愛海    9 
19. 新谷 唯斗  4 
20. 国見 彩乃 
21. 町谷 魁飛 
22. 高宮 豪太 
23. 小木曽 一輝 
24.  川村 岳 
25. 森田 暁洋  9 
26. 山田 剛士  9 
27. 竹生 優一   
28.  菅野 翔 
29.  樋口 碧 
30. 鈴木 颯太  
31. 神原 龍太郎  
32. 馬渡 凪沙 
33. 中村 礁太 
34. 吉野 憲人 
35. 角野 貴哉 
36. 北村 勇一朗 
37.  永沼 琴 
38. 吉川 隼人 
39.  小林 匠 
40.  堤  たくみ   9 
41. 横山 南泉 
42. 阿部 七海  9 
43.  神谷 仁    3 
44. 長栄 万里  9 
45. 長栄 雄大  9 
46. 三品 順也 
47.  渡辺 駿 
48.  岸 勝太    4 
49. 柳内 航平 
50. 津久井 真帆 
51.  辻 翔太 
52.  土屋 渚 

53.  柴田  大雅 
54.  町谷 魁飛 
55.   石井 衛 
56.  佐久 友基 
57.  伊藤 優希 
58.  中村 彩乃 
59.  玉山 郁人 
60. 藤本 拳 
61. 亀井 嘉文  4 
62. 佐久 友基 
63. 榊原 隆太郎 
64.  渡部 翼 
65. 植木 武成 
66. 浅井 風花  
67. 佐藤 春菜 
68. 榊原 健人 
69.  脇坂 雄 
70. 野々村 海人 
71. 松本 達也 
72. 高山 航祐 
73. 竹内 大煕  
74. 吉田 慎一朗 
75. 杉山 航一朗 
76. 伊神 麻衣  
77. 中島 成興 
78. 河合 南奈 
79. 米澤 海太郎 
80. 鈴木 一帆 
81.  相原 裕 
82.  南 賢人 
83. 佐孝 麻莉奈 
84. 久保 雄大   
85. 庭野 幹生 
86. 馴田 正平 
87. 三浦 航佑 
88.  峰 遼磨 
89. 大橋 太貴   
90.  藤本 諒    3 
91. 鈴木 爽斗  4 
92.  渡辺 聡 
93.  中澤 天 
94. 中島 明日香 
95. 箕田 拓朗 
96. 八木 健太 
97. 浅井 颯太 
98.  国見 樂     
99. 井上 昌哉 
100.阿部 航洋 
101. 大石 颯 
102.芦垣 大河 

24 25 26 

注：’05は 
前ページと 
重複します。 



  ’09  葉山 97艇 

ﾚｰｽ委員長 中間 敏隆 
1.  射羽 京     9 
2. 新谷 唯斗  ５ 
3. 小木曽 一輝 ９ 
4. 新谷 つむぎ  9 
5. 榊原 隆太郎 
6.  樋口 碧 
7. 佐藤 宏樹 
8. 高宮 豪太 
9.  岸  祐花    
10.  渡辺 駿  
11. 有山 夏子 
12. 神原 龍太郎  
13.  藤本 優 
14. 柳内 航平 
15. 中間 浩平 
16.  神谷 仁    4 
17. 町谷 魁飛  9 
18. 村山 仁美  9 
19. 竹生 優一   
20.  藤本 拳 
21. 馴田 正平 
22. 角野 貴哉  9 
23.  樋口 舵    9 
24.  菅野 翔 
25. 馬渡 凪沙 
26. 吉野 憲人 
27. 安藤 夏海 
28. 中島 成興 
29.  永沼 琴 
30.  辻 翔太 
31. 田中 智也 
32.  岸 勝太 
33.  石井 衛 
34. 亀井 嘉文 
35.  小林 匠 
36. 榊原 健人 
37. 横山 南泉 
38. 伊藤 優希 
39. 吉田 慎一朗 
40. 中村 彩乃 
41. 中村 礁太  9 
42. 松本 達也 
43. 芦垣 大河 
44.  川村 岳    9 
45. 佐久 友基  9 
46. 飯塚 悠樹 
47. 佐藤 春菜 
48. 小木曽  涼   4 
49. 柴田 大雅 
50.  大石 颯 
51. 河合 南奈 
52. 三品 順也 
53. 浅井 風花 
54. 川戸 樹理 
55. 伊神 麻衣 
56. 倉橋 知央 
57. 袴田 一成 
58. 富沢 颯太 
59. 高山 航祐 
60.  相原 裕 

61.  八木 健太 
62.  野々村 海人 
63.   藤本 諒    4 
64.  宇田川 真乃 
65. 町谷 拓飛 
66. 阿部 航洋 
67. 川戸 紅葉 
68. 庭野 幹生 
69. 清水 大暉 
70. 鈴木 爽斗 
71. 高山 颯太 
72. 渡辺 聡 
73. 玉山 郁人 
74. 辻 アンナ  4 
75. 井上 昌哉 
76. 鈴木 一帆 
77. 三浦 航佑 
78. 国見 樂 
79. 宮野 菜々 
80. 浅井 颯太 
81. 神宮 樹平 
82. 中村 瑠夏 
83. 蜂須賀 晋之介 4 
84. 戸井 瀬亜 
85. 石黒 武志 
86. 阿部 太郎 
87. 箕田 拓朗 
88. 鈴木 峻太 
89. 小屋 英美里 
90. 藪上 貴博 
91. 大石 眞帆 
92. 森本 大樹 
93.  遠藤   悠 
94.  大森 響    4 
95. 菊池   千陽 
96. 八木 貴大  4 
97. 安藤 龍海  3 
 

’10   葉山  93艇 

ﾚｰｽ委員長矢野 荘一郎 

 
1.  岸  祐花    
2. 高宮 豪太 
3. 樋口 碧   
4. 榊原 隆太郎 9 
5.  菅野 翔 
6. 有山 夏子  9   
7. 中村 瑠夏 
8.  神谷 仁 
9. 馬渡 凪沙  9 
10. 新谷 唯斗 
11. 榊原 健人 
12. 馴田 正平 
13. 吉野 憲人  9 
14. 竹生 優一  9 
15.   石井 衛 
16. 川戸 紅葉 
17. 吉田 慎一朗  9 
18. 柴田 大雅 
19. 安藤 夏海 
20. 神木 耀太 
21. 辻 アンナ 
22. 高山 颯太 
23. 小木曽  涼 
24.  永沼 琴 
25. 蜂須賀 晋之介 

26. 宇田川  真乃 
27. 飯塚 悠樹  9 
28. 埼玉 成海 
29. 中間 浩平  9 
30.   辻 翔太 
31. 河合 南奈 
32.  藤本 拳 
33. 富沢 颯太 
34. 田中 智也 
35. 松井 宏司  9 
36. 八木 健太 
37.  岸 勝太 
38. 芦垣 大河 
39. 神原 龍太郎 9 
40. 伊藤 聖夏 
41. 高山 航祐 
42. 清水 大暉 
43. 鈴木 爽斗 
44. 亀井 嘉文 
45. 中村 彩乃 
46. 中島 成興 
47. 横山 南泉 
48. パ 

49. 川戸 樹理 
50. 小野 健太郎 
51.  大石 颯 
52. 伊神 麻衣 
53. 本多 佑基 
54. 松本 達也  9 
55.  小林 匠    9 
56.  藤本 諒 
57. 植木 武成 
58. 菊池 千陽 
59. 佐久 太基 
60. 三浦 凪砂 4 
61. 藪上 貴博 
62. 富山 光二 
63. 池田 健人 
64. 寺岡 耕平 
65.  仲 美南 
66. 杉浦 涼斗 
67. 阿部 太郎 
68. 大橋 佳祐 
69.  稲田 海 
70. 宮野 菜々 

 

71. 谷 望 
72. 大森 響 
73. 神木 颯太 
74. 井上 昌哉   
75. 玉山 裕登 
76. 玉山 郁人 
77.  青木 大 
78. 石黒 武志 
79. 庭野 幹生 
80. 八木 貴大 
81. 真田 将汰 
82. 安藤 龍海  4 
83. 飯塚 萌成  4 
84. 杉本 航貴 
85.  渡部 昴 
86. 小野 真司  4 
87. 大久保 諒 
88. 西村 伊織 
89.  石川 航 
90. 葛西 菜邑 
91. 大石 眞帆 
92. 青山 海維  4 
93. 飯塚 拓海 

’11   葉山  98艇 

ﾚｰｽ委員長 矢野 荘一郎 
1. 高宮 豪太 
2.  樋口 碧  9   
3.  岸  祐花   9 
4. 川戸 樹理 
5. 川戸 紅葉  9 
6. 榊原 健人 
7. 中島 成興 
8. 芦垣 大河 
9.  岸  勝太 
10.  神谷 仁 
11. 馴田 正平 
12. 辻 アンナ 
13. パ 
14. 蜂須賀 晋之介 

15. 柴田 大雅 
16. 宇田川  真乃 
17. 須河内 茉里 
18.  辻 翔太 
19. 富沢 颯太  9 
20. 小木曽  涼 
21. 佐藤 春菜 
22. 中村 瑠夏  9 
23. 清水 大暉 
24.  藤本 拳  9 
25. 高山 航祐  9 
26. 倉橋 知央 
27. 神木 耀太 
28. 阿部 太郎  9 
29. 浅井 颯太 
30. 倉橋 直暉 
31. 伊藤 聖夏 
32. 三浦 凪砂 
33. 鈴木 爽斗 
34.  相原 裕 
35.  大石 颯 
36. 児玉 洋輝 
37. 桐井 航汰 
38. 本多 佑基 
39. 杉浦 涼斗 
40. 藪上 貴博 
41. 海老塚 啓太 
42. 鈴木 崚太 
43. 吉澤 将海 
44. 寺岡 耕平 
45. 菅沼 汐音 
46. 飯塚 拓海 
47. 石川 航 
48.  仲 美南 
49. 八木 健太 
50. 小林 拓海 
51. 国見 樂 
52. 山﨑 莞太 
53. 清水 日菜子 
54. 杉本 航貴 
55. 金子 裕貴 
56.  谷 望 
57. パーキンス 花 4 
58. 大久保 諒 
59. 神木 颯太 
60. 桑野 絵里佳 

61. 大森 響 
62. 菅澤   龍佑   
63. 池田 健人 
64. 石戸 大智  4 
65. 須河内 翔 
66. 谷口 甲斐 
67. 八木 貴大 
68. 金子 眞紀子 
69. 柴田 伶大  4 
70. 西村 伊織 
71. 金子 絵美利 
72.  草刈 励 
73. 梅迫 良輔 
74. 大石   眞帆 
75. 藤森 颯太 
76. 岡田 大治 
77. 森本 大樹 
78. 大石 駿水  4 
79. 増本 鈴音 
80. 松原 穂岳 
81. 菊池 千陽 
82. 大橋 佳祐 
83. 磯村 麟之介 
84. 塚田 萌成 
85. 武内 浩輝 
86. 服部   陸太  3 
87. 国見 有   4 
88.   林 玄      4 
89. 青山 海維 
90.  日高 櫻 
91. 久保田 賢人 4 
92. 藤本 めぐみ 
93. 寺岡 志保  3 
94.  山田 龍 
95. 鈴木 せいら 
96. 小屋町 元 
97. 木原 空海 
98. 武内 志賢  4 

ーキンスベンジャミン 

 

ーキンスベンジャミン 

 

27回 28回 29回 



 
’12 三ケ日  86艇 

1. 高山 颯太 
2. 中島 成興  9   
3. 伊藤 聖夏 
4.  神谷 仁    
5. 玉山 義規  
6. 柳内 航平  9 
7. 榊原 健人  9 
8. 中村 瑠夏 
9. 須河内 茉里  9 
10.  岸 勝太 
11. 神木 耀太 
12. 桐井 航汰 
13. 須河内  翔 
14. 佐藤 春菜  9  
15. パ 

16. 服部   陸太 ４ 
17. 菅沼 汐音 
18. 本多 佑基 
19. 菅澤   龍佑 
20. 金子 裕貴 
21.  谷 望 
22. 宇田川  真乃 
23.  仲 美南 
24. 柴田 大雅  ９ 
25. 岡田 大治 
26. 吉澤 将海 
27. 児玉 洋輝 
28. 小林 拓海 
29. 海老塚 啓太 
30. 塚田 萌成 
31. 蜂須賀 晋之介 

32. 大石 颯  9 
33. 日高 櫻 
34. 玉山 裕登  9  
35. 内貴 航路朗 
36. 三浦 凪砂 
37. 浅井 颯太  9 
38. 藤森 颯太 
39. 金子 絵美利 
40. 神木 颯太 
41. 寺岡 耕平 
42. 西村 伊織 
43. パーキンス 花 
44.  国見 有 
45. 春日 啓志 
46. 青山 海維 
47. 谷口 甲斐 
48. 杉浦 涼斗 
49. 中島 優輝  4 
50. 八木 貴大  
51. 大橋 佳祐 
52. 鈴木 崚太 
53. 金子 眞紀子 
54. 遠藤 啓祥 
55. 鈴木 せいら 
56. 石川 航 
57. 柴田 伶大 
58. 藪上 貴博  9 
59.   林 玄 
60. 磯村 麟之介 
61. 野々村 陸大 
62. 草刈 励 
63. 飯塚 拓海 
64. 及川 慧悟 
65. 大石   眞帆 
66. 久保田 賢人 
67. 松原 穂岳 
68. 玉山 雄大 
69. 大久保 諒 
70. 程田 凌羽 
71. 庄子 文人 
72. 池田 健人 
73. 久保 海翔 
74. 谷口 一騎  4 
75. 岡村 太暉 
76. 大石 駿水 
77.  山田 龍 
78. 寺岡 志保  4 
79. 藤本 めぐみ 

80. 大森 響 
81.   村山 巧 
82.  石田 悠人 
83.  山田 大夢 
84.  鈴木 亮太朗 ４ 
85.  河合 悠太 

2013 葉山新港 

    77艇 

1. 服部   陸太   5 
2. 玉山 義規   
3. 中村 瑠夏 
4. 内貴 航路朗    
5. 伊藤 聖夏  
6. 新谷 唯斗 
7. 辻 アンナ 

8. 飯塚 拓海 
9. 三浦 凪砂  
10. 桐井 航汰 
11. 神木 耀太 
12. 塚田 萌成  
13. 倉橋 直暉 
14.  谷 望 
15. 村山 航大 
16. 菅澤   龍佑 
17.  藤本 諒 
18.  国見 有 
19. 青山 海維 
20. 鈴木 せいら 

21. 神木 颯太 
22. 岡田 大治 
23. 松原 穂岳 
24. 金子 眞紀子 
25. 須河内  翔 
26. 寺岡 耕平 
27. 菅沼 汐音  
28. 池田 海人  
29. 柴田 伶大  
30. 池田 健人 
31. 鈴木 亮太朗 
32. 須河内 陽夏 
33. 金子 裕貴 
34. 久保田 賢人 
35. 寺岡 志保 
36. 春日 啓志 
37. 中島 優輝 
38.  山田 龍 
39.  日高 櫻 
40. 上田 直樹 
41.  蓮  千鶴 
42. 芝田 和尚 
43. 西村 伊織 
44. 八木 杏奈 
45.  安藤 慧 
46. 江角 嘉一 
47. 小屋町 元  
48. 木村 百花 
49. 坂井 友里愛 
50. 大和田 雄人 
51.  草刈 壮 ４ 
52. 三上 大智 
53. 渡邊 颯斗 
54. 谷口 美羽 
55. 山田 大夢 
56. 谷口 一騎 
57. パーキンス 花 
58. 山口 瑠委 
59. 黒田 研一郎 ４ 
60.  草刈 励 
61. 桑野 明日香 
62. 金子 道之介 ４ 
63. 新保 直宙 
64. 岩崎 桃子 
65. 山田 冬聖 
66. 藤森 佑太朗 ４ 
67. 河合 悠太 
68. 森本 雄樹  ４ 
69.  谷 春樹     ４ 
70. 宇田川 涼太郎４ 
71. 藤井 陽也 
72. 須永 笑顔 
73. 小島 颯太朗 
74. 青山 知央 ４ 
75. 三浦 帆香 ４ 
76. 山口 理欧 ４ 
77. 玉山 雄大 

32th  最終成績        学年     

１．山田 真理歩  2675 5 

2. 青木 澪   3200 4 

3. 吉浦 弘太朗 2608   4 

4.  戎 悠里  2911   4 

5. 出口 愛海  2859   4 

6. 遠藤 海七希 3085 5 

7. 増本 晴     2884   5 

8. 田原 隼宇  2605 5 
 

以下 順位不明 エントリー順 

9. 福島 丈太郎    2139  ４ 

10. 和田 真里奈  70    ４ 

11. 八木  杏奈     3031   ４ 

12. 野呂瀬  航    20    ４ 

13. 芝田 豊栄   2978 ３ 

14. 伊原 駿之介  2607 4 

15. 古屋 眞亮  2606  4 

16. 田原  瑠華  2609 5 

17. 後藤 凛子  856  ４ 

18. 堀川 賢二  2915  ８ 

19. 天田 朝陽  2970 ４ 

20. 菅野 響 4 重松 陽 2 990 

   2014 葉山新港 

    A 82艇 

レース委員長 高宮 元人 
1. 倉橋 直暉  
2. 内貴 航路朗 
3. 服部   陸太 
4. 菅澤   龍佑 
5. 桐井 航汰  
6. 玉山 義規  
7. 安藤 龍海 
8. 谷口 美羽 
9. 高山 巧太郎 
10. 大石 駿水 
11. 黒田 研一郎 
12. 若林 幸輝 
13. 桔川 翔太郎 
14. 中島 優輝 
15. 柴田 伶大 
16. 三浦 帆香 
17. 古川 悠航 
18. 宇田川 涼太郎  
19. 芝田 和尚  
20. 青山 知央  
21. 木村 百花 
22. 及川 慧悟 
23. 田中 美空  ９ 
24.  草刈 励  ９ 
25.  重松 駿 
26. 須永 笑顔 
27. 山田 真理歩 
28. 市川 太陽    
29. 鈴木 海翔 
30. 西村 元  
31. 柄澤 朋花 
32. 寺岡 志保 
33.  戎 悠里 
34. 小林 志津 
35. 山田 大夢 
36. 星野 高輝 
37. 服部 輝海 
38. 谷口 一騎 
39. 和知 健太郎   
40. 江角 嘉一 
41. 金子 道之介 
42.  増本 晴 
43. 庄司 実桜 
44. 佐藤 真心 
45. 岡村 一成 
46. 山口 理欧 
47. 出口 愛海 
48. 石戸 大智 
49. 後藤 凛子 
50. 草刈 壮 
51. 大澤 雄帆 
52. 青山 瑞希 
53. 青木   武斗 
54. 望月 翔太郎 

ーキンスベンジャミン 

 

第31回 第32回 ﾚｰｽ委員長 Ａ 矢野 荘一郎  

     Ｂ 高山 道和 

 第32回  より Ｂクラスレース 

  が始まりました。 

         Ｂ 20艇 

第30回  ﾚｰｽ委員長 中嶋 浩二郎 ﾚｰｽ委員長 江本 清彦 



       B 27 艇  

 レース委員長 須河内 利明  

１． 藤森  海人   3127    4 

2. 和田 真里奈 3129    5 

3. 磯前 瀬夏  2608  4 

4. 工藤 聡太  3162    3 
5. 山本 育生  3230    4 
6. 尾崎 健人  2893    4 
7. 服部 春花  3174    3 
8. 松岡 尚吾  2605    4 
9. 遠藤 凜々子 2609    4 
10. 薗村 浩輔  2139    7 
11. 鷲尾  空  3093    3 
12. 東道 すず  3157    3 
13. 桑野 幸太郎 2894    4 
14. 浅野  蒼    2890    4 
15. 増本  拓     １   ３ 
16. 上田  瑞  2892    4 
17. 矢吹  優喜   1880    5 
18. 富松 志帆  2060    4 
19. 高野瀬 景太 2905    5 
20. 肥後 滉佑  2607    4 
21. 天田 朝陽  2970    5 
22. 安田 魁力  2713    4 
23. 菅野こころ 服部りら 990 ２ 
24. 中島 拓海  2796     ３ 
25. 池田 航介    3211    3 
26. 岡田 佳悟  3089    3 
27. 若鍋 さくら   32      5 

‘15 葉山新港 A 104 艇  

       

     レース委員長  木内  誠       
33th         

1. 倉橋 直暉 ９ 
2. 池田 海人 
3. 蓮  千鶴   ９ 
4. 中川 大成 
5. 桐井 航汰 ９ 
6. 三浦 凪砂 ９ 
7. パーキンス 花 
8. 須河内 陽夏 
9. 谷口 美羽 
10. 高山 巧太郎 
11. 大石 駿水 
12. 黒田 研一郎 
13. 若林 幸輝 
14. 桔川 翔太郎 
15. 中島 優輝 
16. 柴田 伶大 
17. 三浦 帆香 
18. 古川 悠航 
19. 宇田川 涼太郎  
20. 芝田 和尚  
21. 青山 知央  
22. 木村 百花 
23. 及川 慧悟 
24. 田中 美空 ９ 
25. 草刈 励  ９ 
26. 重松 駿 
27. 須永 笑顔 
28. 山田 真理歩 
29. 市川 太陽    
30. 鈴木 海翔 
31. 西村 元  
32. 柄澤 朋花 
33. 寺岡 志保 
34.  戎 悠里 
35. 小林 志津 
36. 山田 大夢 
37. 星野 高輝 
38. 服部 輝海 
39. 谷口 一騎 
40. 和知 健太郎   
41. 江角 嘉一 
42. 金子 道之介 
43.  増本 晴 
44. 庄司 実桜 
45. 佐藤 真心 
46. 岡村 一成 
47. 山口 理欧 
48. 出口 愛海 
49. 石戸 大智 
50. 後藤 凛子 
51.  草刈 壮 
52. 大澤 雄帆 
53. 青山 瑞希 
54. 青木   武斗 
55. 望月 翔太郎 

56.  岡田 爽良 
57.  桔川 慶次郎 
58.  竹内 天悟  
59.  杉浦 ふう華 
60. 関根 巧 
61. 岩永 燎汰   4 
62. 道地 隼佑 
63. 藤森 佑太朗 
64.  青木 澪 
65. 森本 雄樹 
66.  吉富 空 
67. 芝田 豊栄   4 
68.  鷲尾 空 
69. 中島 優香 
70. 遠藤 海七希 
71. 高橋 果乃子 
72. 伊原 駿之介 
73. 村田 奈穂 
74. 菅澤 虎士朗  ３ 
75. 山守 ちひろ 
76. 桑野 明日香 
77. 中村 迅之介 
78. 千葉 歓汰朗   4 
79. 関谷 圭弘 
80.  渡辺 憧 
81. 山田 冬聖 
82.  菅野 響 
83. 堀川 賢二 
84. 野呂瀬 航 
85. 落合 創太 

86. 笹尾 エンゾ 

87. 三軒 つきの 
88. 梅山 果子 
89.  冨田 堅心 
90. 吉田 奈織 
91. 荒木 智也 
92. 服部   友賀 
93. 重田 空希 
94. 杉野 潮音 
95. 葉山 カトル 
96. 梶山 真央 
97. 八木 杏奈 
98. 左近 綺音 
99. 斎藤 創一郎 
100. 吉浦 弘太朗 
101.  平野 凛 
102. 西村 拓真 
103. 古屋 眞亮 
104. 堀越 隆太 

 

’16 
34th  
1. 鈴木 亮太朗 

2. 池田 海人 

3. 服部 陸太  

4. 服部 輝海  

5. 芝田 和尚  

6. 青山 知央  

7. 岩永 燎汰 

8. 大澤 雄帆 

9. 桔川 翔太郎  

10. 重松 駿 

11. 宇田川 涼太郎     

12. 渡邊   信幸 

13. 西村 拓真 

14. 須永 笑顔 

15. 中島 優輝 

16. 岡田 爽良 

17. 星野 高輝 

18. 鈴木 海翔 

19. 中島 優香 

20. 金子 道之介 

21. 黒田 研一郎 

22. 寺岡 志保 

23. 鷲尾 青 

24. 高橋 果乃子 

25. 菅澤 虎士朗 

26. 市川 太陽    

27. 出口 愛海 

28. 柄澤 朋花 

29. 増本 晴 

30. 杉浦 ふう華 

31. 青木 武斗  

32. 山田 真理歩 

33. 青木 澪 

34. 重松 陽 

35. 佐藤 真心 

36. 柴田 伶大 

37. 三浦 帆香 

38. 菅野 響 

39. 村田 奈穂 

40. 和知 健太郎   

41. 藤森 佑太朗 

42. 小林 志津 

43. 蜂須賀 啓介 

44. 東道 すず 

45.  戎 悠里 

46. 中村 迅之介 

47. 内田 愛理 

48. 後藤 凛子 

49. 西村 元  

50. 川前 優太 

51. 落合 創太 

52. 和田 真里奈  

53. 薗村 浩輔 

54. 芝田 豊栄 

55. 古川 悠航 

56.  太田 タケル 

57.  江角 嘉一 

58. 千葉 歓汰朗  

59.  山守 ちひろ 

60.  三軒 つきの 

61.  山﨑 彩加 

62.  斎藤 創一郎 

63.  服部  友賀 

64.  藤原 沙耶 

65.  梶山 真央 

66.  山口 理欧 

67.  野呂瀬 航 

68.  関谷 圭弘   

69.  山田 冬聖   

70. 伊原 駿之介 

71. 関根 巧   

72.  遠藤 貫太郎 

73. 伊与田 桜介 

74. 杉野 潮音 

75. 田原 隼宇 

76. 冨永 遥希 

77. 藤森 海斗 

78. 重田 空希 

79. 櫻井 航希 

80. 工藤 聡太 

81. 笹尾 エンゾ 

82. 田原 瑠華 

83. 服部 春花 

84.  谷 春樹 

85. 安田 魁力 

86. 宮本 あかり 

87. 上田 瑞 

88. 松岡 尚吾 

89. 吉浦 弘太朗 

90. 磯前 瀬夏 

91. 藤田 健太朗 

92. 鍬本 アーロン 

93. 川北 百華 

94. 古屋 眞亮 

95. 宮下 北岳 

96. 浅野 蒼 

97. 吉川 尚志 

98. 藤沢 慎悟 

99. 鷲尾 空 

100. 山本 育生 

101. 遠藤 凜々子 

102. 左近 綺音 

103. 肥後 滉佑 

104. 若鍋 さくら 

105. 尾崎 健人 

106. 富松 志帆 

’16 平成 28  B 27 艇  

 レース委員長 須河内 利明 

１．中島 拓海  2796  ４ 

2. 岡田 海洋 2943 3 

3. 増本 拓      2614   4 

4. 池田 航介   3211   3 

5. 神木 宏斗   3152   5 

6. 池田 ももか 2811  6 

7. 堂園 佑和   2074   6 

8. 青山 若生   2607  ４ 

9. 富永 晏吏   2389   6 

10. 本多 剛      3022   3 

11. 小山 すみれ  3214  6 

12. 星沢 俊      2606  4 

13. 左近 麗咲子  3169  ４ 

14. 林田 優希   2139  4 

15. 松澤 周      2795  8 

16. チャーチ 海   2609 ４ 

17. 小柳 直秀   2905  3 

18. 上條 久美子  2728  6 

19. 松岡 達也   3168  ４ 

20. 古屋 音      2605  ４ 

21. 菅野 こころ   990  ３ 

22. 齋藤 優希     2135 ３ 

 

葉山新港 A 106 艇 

     レース委員長 

      木内 誠 

第33回 第34回 



 平成 29   Ｂ 25 艇 

35th  最終成績        学年     

１． 堤 悠人    ３ ４ 

2. 兒島 惟高  2978 ３ 

3. 北浦 菜月    3289   ６ 

4. 飯塚 竜士    2990   ６ 

5. 中川 祐太    2940   ６ 

6. 岩波 萌夏    180   ４ 

7. 三谷 帆風    3006   ４ 

8. 鈴木 しおん     332   ４ 

9. 松原 啓悟    3175    6 

10. 安田 颯志    3255   ４ 

11. 鳥羽 信輝    2905   ４ 

12. 武田 琢磨      320   ３ 

13. Ted   Liu        322   ４ 

14. 佐藤 璃奈    2760    5 

15. 三谷 帆澄    2608   ４ 

16. 山口 瑛哲    2609   ４ 

17. 岩波 将吾     150     2 

18. 上田 凛花    2607   ４ 

19. 山本 眞央    2766   ４ 

20. 伊地知 寛幸   2868   ３ 

21. 野口 瑛翔    2135   ３ 

22. 結解 太郎    2139   ３ 

23. 平井  あかり  2606   ４ 

24. 栗崎  瑞季子  1120   ４ 

25. 宮北  悠之介      2     5 

2017 Gold 

1. 池田 海人  

2. 重松 駿   

3. 菅澤 虎士朗  

4. 岩永 燎汰  

5. 東道 すず    

6. 和知 健太郎   

7. 芝田 和尚  

8. 大澤 雄帆  

9. 芝田 豊栄  

10. 鷲尾 青   

11. 出口 愛海  

12. 北原 頌子  

13. 葉山 カトル  

14. 増本 晴   

15. 高橋 果乃子  

16. 岡田 爽良  

17. 黒田 研一郎  

18. 鈴木 風雅  

19. 師尾 しおり  

20. 服部 春花  

21. 蜂須賀 啓介  

22. 後藤 凛子  

23. 桔川 慶次郎  

24. 川前 優太  

25. 遠藤 貫太郎  

26. 千葉 歓汰朗  

27. 梶山 真央  

28. 佐藤 真心  

29. 西田 帆七  

30. 園村 浩輔  

31. 宮本 あかり  

32. 内田 愛理  

33. 伊原 駿之介  

34. 太田 薫   

35. 青木 澪   

36. 尾崎 健人  

37. 鈴木 海翔  

38. Sean Liu      

39. 内田 幸恋  

40. 鷲尾 空       

41. 本多 剛   

42. 西村 元   

43. 上田 瑞   

44. 星野 高輝  

45. 岡田 海洋  

46. 中島 拓海  

47. 出口 美帆  

48. 古田 一歩    

49. 吉浦 弘太朗  

50.  神木 宏斗  

51. 関根 巧   

52. 市川 太陽    

53. 鍬本 アーロン  

54. 野呂瀬 航    

2017 Silver   

55.  柄澤 朋花  

56.  白石 尚也 

57.  冨永 遥希 

58. 青山 若生 

59. 竹内 天悟  

60. 肥後 滉佑 

61. 山守 ちひろ 

62. 上条 久美子 

63. チャーチ 海 

64. 戎 悠里  

65. Steven Chan   

66. 渡辺 憧   

67. 森  映心  

68. 富松 志帆  

69. 松岡 叶真  

70. 池田 ももか   

71. 重田 空希  

72. 池田 航介  

73. 村田 慈英  

74. 矢吹 優喜  

75. 古屋 音   

76. 窪田 啓汰  

77. 左近 綺音  

78. 浅野 蒼   

79. 太田 タケル  

80. 富永 晏吏  

81. 杉野 潮音  

82. 増本 拓    

83. 吉川 朋志  

84. 岡田 圭悟  

85. 上野 誠悟  

86. 星沢 俊   

87. 白鳥 美和  

88. 土屋 颯策  

89. 遠藤 海之流  

90. 古屋 眞亮  

91. 藤田 健太朗  

92. 関谷 圭弘   

93. 高山 聖二郎  

94. 堂園 佑和  

95. ﾍｽﾀｰ 岡山 紗奈 

96. 江角 嘉一   

97. 若鍋 さくら  

98. 左近 麗咲子  

99. 川北 百華  

100.竹澤 大樹  

101.松岡 達也  

102.若鍋 雄大  

103.天田 朝陽  

104.小山 すみれ  

105.茎沢 多朗  

2018 Gold    

1. 菅澤 虎士朗 

2. 重松  駿  

3. 葉山 カトル 

4. 出口 愛海  

5. 川前 優太  

6. 岩永 燎汰   

7. 宇田川 涼太郎     

8. 鷲尾 青    

9. 和知 健太郎    

10. 蜂須賀 啓介    

11. 遠藤 貫太郎  

12. 青木 澪    

13. 鈴木 海翔 

14. 師尾  しおり   

15. 重松 陽    

16. 桔川 慶次郎  

17. 芝田 豊栄 

18. 服部 輝海 

19. 山田 真理歩 

20. 宮本 あかり 

21. 上条 久美子 

22. 千葉 歓汰朗 

23. 西村 拓真 

24. 中島 拓海 

25. 上田 瑞  

26. 太田 薫  

27. 後藤 凛子 

28. 池田 ももか  

29. 西田 帆七 

30. 堤 悠人  

31. 藤森 佑太朗 

32.  森 映心 

33. 落合 創太 

34. 鈴木 風雅 

35. 武田 琢磨 

36. 岡田 海洋 

37. 出口 美帆 

38. チャーチ 海  

39. 竹内 天悟   

40. 服部 春花  

41. 東道 すず    

42. 飯塚 竜士  

43. 冨永 遥希 

44. 浅野 蒼  

45. 岡田 圭悟  

46.  戎 悠里 

47. 北浦 菜月 

48. 上野 誠悟 

2018 Silver 

49. 鷲尾 空      

50. 肥後 滉佑  

51. 本多 剛   

52. 富永 晏吏  

53. 大嶋 碧斗  

54. 北浦 州陽  

55. 尾崎 健人  

56. 青山 若生  

57. 岩波 萌夏  

58. 村田 慈英  

59. 兒島 惟高  

60. 内田 幸恋  

61. 神木 宏斗  

62. 竹澤 大樹  

63. 重田 空希  

64. 占部 匠太朗 

65. 遠藤 海之流 

66. 矢吹 優喜 

67. 松岡 拓飛 

68. 池田 航介 

69. 早川 大翔 

70. 三谷 帆風 

71. 松原 啓悟  

72. 三谷 帆澄 

73. 窪田 啓汰 

74. 永井 紘樹 

75. 吉川 尚志 

76. 松岡 尚吾 

77. 松井 勇人 

78. 吉川 朋志 

79. 鈴木 しおん 

80. 岡村 曜太朗 

81. 上野 僚介 

82. 星沢 俊  

83. 中川 祐太 

84. 岩波 将吾 

85. 若鍋 雄大 

86. 池ヶ谷 悠理 

87. 結解 太朗 

88. 上田 凛花 

89. 永田 稜真 

90. 天田 朝陽 

91. 白鳥 美和 

92. 富松 志帆 

93. 山本 眞央 

94. 安田 颯志 

95. 茎沢 多朗 

96. 山口 瑛哲 

  平成 30      Ｂ 28 艇     

36th  最終成績            学年 

1. 松田 ジオゴ   2862  ５ 海陽 

2. 木ノ切 佐和   3129  7  藤沢 

3. 小林 新芽    3291  ６ 江東 

4. 永井 達規  3028 5  RM 

5. 後藤 大志  3300  ５  YMFS 

6. 尾﨑 友太    2968  ４ 葉山 

7. 渡辺   蔦     2818  4 KMC 

8. 小林 俊介    2135  5 YMFS 

9. 内田 歩     3006  ４ 葉山 

10. 佐藤 直輝  2892  ４ 葉山   

11. 嘉手川 浬帆   2404   5  YMFS 

12. 白鳥 友治  3091   4 KMC 

13. 峯田 龍   2821 7 熱海 

14. 縣 潤乃介  2902  ４ 浜名湖 

15.  伊地知 寛幸 2868  ４ なごや 

16. 岡田 晴  2943   3 藤沢 

17. 齊藤 華花   3081  ５ 横浜 

18. 木ノ切 千瑛  315  ５   藤沢 

19. 濱川 航英 3171   4 海陽 

20. 加藤 耀一   3226 4 海陽 

21. 上田 舞花   2609   4 葉山 

22. 松島 百花   3219   3 藤沢 

23.   三浦 海珠   2969   4 葉山 

24. 峯田 龍桜   2883   5 熱海 

25. 水谷 光一     29     3  江の島 

26. 飯島 來海    150    2 江の島 

27. 谷本 七海   2905   5  YMFS 

28. 高梨 匠海   2285   2 熱海 

第36回 浜名湖  A 96 艇 第35回 葉山  A 105 艇 

平成 30年度  レース委員長 中島 量敏 



 ’19  令和 １     浜名湖 

ブロンズ        学年 

1. 加原 弦季 2967   4 葉山  

2. 水谷 光一   3041   4  江の島 

3. 青山 侑友 2968   ４ 葉山 

4. 古谷 昊土  2940   6   江東 

5. 中川 出帆 2969  ４   葉山 

6. 牧野 夏希 2608 4 葉山 

7. 太田 龍之介  3302  ４ 葉山  

8. 木ノ切 千瑛 2982  6   藤沢 

9. 飯島 來海     50    3  江の島 

10. 西澤 有咲 2796   4 横浜 

11. 近重 幸士朗 2990  6   江東 

エメラルド 

1. 畠中 紗英   3157   3  江の島 

2. 早川 渓      3006  ４   葉山 

3. 山﨑 帆高 2818   5   KMC 

4. 高梨 匠海   2285  ３ 熱海 

5. 三浦 太輝      3     3 夢の島 

6. 矢吹 美樹 2483   3 横浜 

7. 佐々木 伯 3304  ４ 葉山 

8. 氏家 琉星     32    3   KMC 

9. 武井 太陽  288   5   江の島 

10. 角森 帆朱 2295   2 海陽 

2018 Gold    

1. 菅澤 虎士朗 
2. 重松  駿  
3. 葉山 カトル 
4. 出口 愛海  
5. 川前 優太  
6. 岩永 燎汰   
7. 宇田川 涼太郎     
8. 鷲尾 青    
9. 和知 健太郎    
10. 蜂須賀 啓介    
11. 遠藤 貫太郎  
12. 青木 澪    
13. 鈴木 海翔 
14. 師尾  しおり   
15. 重松 陽    
16. 桔川 慶次郎  
17. 芝田 豊栄 
18. 服部 輝海 
19. 山田 真理歩 
20. 宮本 あかり 
21. 上条 久美子 
22. 千葉 歓汰朗 
23. 西村 拓真 
24. 中島 拓海 
25. 上田 瑞  
26. 太田 薫  
27. 後藤 凛子 
28. 池田 ももか  
29. 西田 帆七 
30. 堤 悠人  
31. 藤森 佑太朗 
32.  森 映心 
33. 落合 創太 
34. 鈴木 風雅 
35. 武田 琢磨 
36. 岡田 海洋 
37. 出口 美帆 
38. チャーチ 海  
39. 竹内 天悟   
40. 服部 春花  
41. 東道 すず    
42. 飯塚 竜士  
43. 冨永 遥希 
44. 浅野 蒼  
45. 岡田 圭悟  
46.  戎 悠里 
47. 北浦 菜月 
48. 上野 誠悟 

2018 Silver 
49. 鷲尾 空      
50. 肥後 滉佑  
51. 本多 剛   
52. 富永 晏吏  
53. 大嶋 碧斗  
54. 北浦 州陽  
55. 尾崎 健人  
56. 青山 若生  
57. 岩波 萌夏  
58. 村田 慈英  
59. 兒島 惟高  
60. 内田 幸恋  
61. 神木 宏斗  
62. 竹澤 大樹  
63. 重田 空希  
64. 占部 匠太朗 
65. 遠藤 海之流 
66. 矢吹 優喜 
67. 松岡 拓飛 
68. 池田 航介 
69. 早川 大翔 
70. 三谷 帆風 
71. 松原 啓悟  
72. 三谷 帆澄 
73. 窪田 啓汰 
74. 永井 紘樹 
75. 吉川 尚志 
76. 松岡 尚吾 
77. 松井 勇人 
78. 吉川 朋志 
79. 鈴木 しおん 
80. 岡村 曜太朗 
81. 上野 僚介 
82. 星沢 俊  
83. 中川 祐太 
84. 岩波 将吾 
85. 若鍋 雄大 
86. 池ヶ谷 悠理 
87. 結解 太朗 
88. 上田 凛花 
89. 永田 稜真 
90. 天田 朝陽 
91. 白鳥 美和 
92. 富松 志帆 
93. 山本 眞央 
94. 安田 颯志 
95. 茎沢 多朗 
96. 山口 瑛哲 

Ｂ 21艇   レース委員長 荒川 渡     

第37回  東日本OP級選手権 浜名湖   2019    
                   三ケ日青年の家    成績表  

 

A  92 艇 レース委員長 中島 量敏 

2019 Gold 昨年    

1. 東道 すず    
2. 岩永 燎汰 
3. 菅澤 虎士朗 
4. 鈴木 海翔 
5. 中島 拓海 
6. 宮本 あかり 
7. 出口 美帆 
8. 堤 悠人   
9. 本多 剛   
10. 服部 春花  
11. 北浦 州陽 
12. 武田 琢磨 
13. 松原 啓悟 
14. 川前 優太 
15. 早川 大翔 
16. 蜂須賀 啓介    
17. 後藤 凛子 
18. 鈴木 しおん 
19. 岡田 海洋 
20. 北浦 菜月 
21. 芝田 豊栄 
22. 冨永 遥希 
23. 太田 薫 
24. 若鍋 雄大 
25. 西田 帆七 
26. 青山 若生 
27. 服部 輝海 
28. 後藤 大志  B-５ 

29. 上野 誠悟 
30. 遠藤 海之流 
31. 大嶋 碧斗 
32. 兒島 惟高 
33. 岩波 萌夏  
34. 千葉 歓汰朗 
35. 永田 稜真 
36. 岡田 圭悟  
37. 中谷 健心    初 
38. 鷲尾 空   
39. 松岡 拓飛 
40. 三谷 帆澄 
41. 内田 幸恋 
42. 神木 宏斗 
43. 占部 匠太朗 
44. 上野 僚介 

45. チャーチ 海 
46. 永井 達規  B-４ 

2019  Silver   昨年 

47. 池田 航介 
48. 竹内 天悟 
49. 三谷 帆風  
50. 内田 歩   B- 9 
51. 嘉手川 浬帆   B-11 
52. 吉川 尚志 
53. 永井 紘樹 
54. 矢吹 優喜 
55. 濱川 航英    B-19 
56. 工藤 聡他    初 
57. 中村 遥斗    初 
58. 森居 昴太郎   初 
59. 竹澤 大樹 
60. 大嶋 瑞斗    初 
61. 土屋   颯策    初 
62. 中川 祐太 
63. 岩波 将吾 
64. 松岡 達也    初 
65. 渡辺 蔦       B- 7 
66. 神田 清琉    初 
67. 前田 海悟    初 
68. 池ヶ谷 悠理 
69. 上田 舞花    B-21 
70. 林 優希       初 
71. 佐藤 直輝    B-10 
72. 大桃 悠汰    初 
73. 荒木 結香    初 
74. 尾﨑 友太    B- 6 
75. 下平 凱士    初 
76. 星沢 俊  
77. 左近 麗咲子   初 
78. 木ノ切 佐和   B- 2 
79. 白鳥 美和 
80. 伊地知 寛幸   B-15 
81. 天田 朝陽 
82. 白鳥 友治    B-12 
83. 神田 直尚    初 
84. 縣 潤乃介  B-14 
85. 深澤 一庵    初 
86. 山本 眞央 
87. 角森 未岬    初 
88.  西 楓 
89. 三浦 海珠    初 
90. 浜野 智之    初 
91. 北岡 浬       初 
92. 松田 ジオゴ   不参加 

   編 集 後 記  OP全日本への階段  

  つい数年前まで 幼さの残っていた選手が １年

に一度、夏の東日本で 再会するたびに どんどん

大人びていく。そしてMAX 中三ともなると内面

はともかく、外面はOPらしからぬ姿に変貌して

いく。 OPとは、心身の成長とのスピード競争だ。 

一応は 全日本トップを目指して階段を駆け上る。 

建物には西階段と 東階段があり、途中であきら

める者もいるが、ステップアップが楽しくてしょ

うがない人もいる。OP級東日本は ４階まであり 

エメラルド階段から登って行き、次にブロンズ

階段、左の分析表を見ると エレベーターを使い 

ゴールドに登る事も可能だ。最初からＡクラス

に出るのは自由だが、いきなりゴールドに行け

た人は 20名のうちたった１名のみ。 

 でも OP全日本優勝が最終目的ではない。OPは 

過程であり、全日本優勝者にオリンピック選手も 

いたが、優勝せずとも OP卒業後にオリンピック

選手になった人の方が はるかに多い。この成績

表にある選手の父にも  その中の一人がいる。 
 

     2019. 08.27  編集者 荒 川 渡 

講評 ’19 の フリート編成傾向  

  前年の中３が 抜けただけトコロテン 

現象で 全体は押し上げられる。Gold

では 前年Ｂは２名、初参加は１名で

はあるが 彼等の実力は光っている。  

 Silverでは 46艇のうち B上がりと

初参加が31艇、Ａ経験者は15艇のみ

で、東日本選手権で上位 への階段を

１歩１歩 上って行く様子が見れる。 

 


