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大会グレード：OPクラスのローカル大会  13クラブ 52名が参加 

主 催：  NPO法人 静岡県セーリング連盟 浜名湖ジュニアクラブ    

後 援： 浜松市教育委員会、中日新聞東海本社、 

     静岡新聞社・静岡放送 ケーブル・ウインディ、K-mix 

日程 ： 2015.5.10 レース     

会場：  浜名湖ビーチスマリーナ 

    静岡県浜松市北区三ケ日町大崎1013 

大会構成： Aクラス、Bクラス 別のフリートレース  4 レース  

レース委員長：     中嶋浩二郎 （浜名湖ジュニアクラブ会長：NRO）  

プロテスト委員長： 落合正巳 （静岡県セーリング連盟：Ａ級ジャッジ）  

大会実行委員長：  河合秀典 （浜名湖ジュニアクラブ事務局長）  

手に入れてマリーナに改装し、個人で施設の経営を始めた。 

すぐ近くにはヤマハマリーナがあり、企業の提唱するレジャー 

ライフのイメージとしてのマリンライフに魅かれていた私は 

子どもをヤマハヨットスクールに入れるつもりでいたがOPを 

始めてしまった。1990年頃私は初めてビーチスの大会に来た。 

高橋幸吉さん と言う人がいる。 

人生をヨットに賭けて、若い頃からディンギーレース

に打ち込み各地を転戦、そしてヤマハに就職、東北出

身の彼が浜名湖にやってきた。ここでセーリングをし

ているうちに、この水面が、ディンギーセーリングに

最も適していることを確信した。「大和は国のまほろ

ば」という古い言葉があるが、まさにヨットのまほろ

ばを見つけた。そして会社を辞め、ある会社の別荘を 
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今日のビーチスも あの頃と全く変わっていない。 

しかし 当時OPを始めたばかりの礼子ちゃんは、すでに

３歳と１歳の子どもがおり、その１歳の子を抱く次女の

友海ちゃんは、当時は 生まれたばかりの赤ちゃんだっ

た。なんて早く過ぎるのだろう人生と言うものは。 

Kids jump into a Lake. 
Cause they were nothing 
 to do for Calm. 

今日のレース委員長は中嶋さん。宣誓はNTの凪砂ちゃん。 

中嶋さんも幸吉さんのクルーとして世界を駆け回り、今も 

幸吉さんと共にある。 

    森 皇翔 

B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 
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  強風の Closehold ではピカいちのスベリ 

 あまりに速すぎて周回遅れの選手を抜き、 

  10艇以上の DNFを出して苦情が出たが 

 これはRaceなのでSpeed違反ではない。 Naoki 



岡田 爽良 藤沢市青少年セーリングクラブ  

 4 

パーキンス 花 江の島ヨットクラブジュニア  

藤原 沙耶 琵琶湖ジュニアヨットグクラブ  
安 夏都起 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ  

藤田 健太朗 
三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ  

安 那瑠起 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ  戎 悠里  
江の島ヨットクラブジュニア  

30分程度の Courseで 

４Race行われた。選手 

セーリングの挨拶は写真 

で 湖上から紹介します。 
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  高山 巧太郎 

  海陽海洋クラブ 

7th 佐々木 マールトン 星和   

B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 

3ｒｄ 玉山 義規 丸玉セーリングクラブ 

出口 愛海 
静岡県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟 

浜名湖ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ   

 嶋倉 照晃 
真野浜セーリングクラブ 

  山田 冬聖 

  海陽海洋クラブ 

 竹内 天悟 江の島ヨットクラブジュニア  

風向は300～310° 

風速はR1 7.4ｍ/ｓ 

で、次第に上がり 

Ｒ4では13ｍ/ｓまで 

あがり、選手 運営 

ともびしょ濡れで 

ハーバーに戻った。 

戎 悠里   
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AP-A 

掲揚 

 山田 大夢 
海陽海洋クラブ  

戎 悠里   

宇田川 涼太郎 横浜ジュニアヨットクラブ 

三浦 帆香  千葉ヨットビルダーズ 

          クラブジュニア 
小畑 綾乃  和歌山ジュニアヨットクラブ 小林 奏  宮津ジュニアヨットクラブ 

6ｔｈ パーキンス 花   
若林 幸輝 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ  

鈴木 亮太朗   

静岡県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟浜名湖ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ   



 7 

中川 大成 海陽海洋クラブ 

  

    市川  太陽 
静岡県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟浜名湖ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

宇田川 涼太郎 

岡田 爽良   

    5th 服部 陸太 

江の島ヨットクラブジュニア  

 2nd 内貴 航路朗  

          横浜市民ヨットハーバージュニア  

1st 倉橋 直暉 海陽海洋クラブ 

4th 三浦 凪砂 静岡県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟浜名湖ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ   
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 服部 輝海 西村 元  江の島ヨットクラブジュニア  

鈴木 萌風 琵琶湖ジュニアヨットグクラブ  

池田 海人 江の島ヨットクラブジュニア  

豊島 有壮 広島ベイＤＣ 

鈴木 亮太朗    

もうすぐ みんなが湖から帰ってくるよ。 

今のうちに練習しなくちゃね。         

ここは北西の強風に対し 山のブランケットで無風となり 別天地です。         

an angel from the Sky ??        

I’m happy today, Why ?        
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内田 幸恋 清水ヨットスポーツ少年団 遠藤 貫太郎 静岡県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟浜名湖ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ   

 嶋倉 侑司 真野浜セーリングクラブ   

強風の中で ２Race 

 が行われた。風向は 

300° 風速８ ｍ/ｓ Top 艇は約10分で Finish。将来が

楽しみな 選手ばかり。７クラブの18艇が腕を競った。      

内田 愛理 

    JPN 311 

 佐々木 凱成 

 琵琶湖ジュニアヨットクラブ 
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３ 位 鷲尾 青  江の島ヨットクラブジュニア 

  名前に感動し、艇の色を見て 又感動します。  

塚本 真一朗 琵琶湖ジュニアヨットグクラブ  

岩永 燎汰  海陽海洋クラブ 

城 毅 琵琶湖ジュニアヨットグクラブ  藤沢 慎悟 三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ   森 美遥 B&G兵庫ジュニア海洋クラブ 

  

三軒 つきの  海陽海洋クラブ 
内田 愛理 清水ヨットスポーツ少年団 



山崎 彩加 清水ヨットスポーツ少年団 

藤沢 慎悟   
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高橋 果乃子 海陽海洋クラブ 

村田 奈穂 海陽海洋クラブ 

杉浦 ふう華 海陽海洋クラブ   

吉岡 和月 真野浜セーリングクラブ 

  

ハーバーバックすると 今日の30°Cを 超 

える  暑いくらいの陽気に、サプライズ

で、フラダンスでの歓迎催しがされた。 

明るい このクラブの雰囲気と、 美しい 

芝生に ピッタリと似合って、レースの 

熱をクールダウンしてくれた。         

Bクラスの見る夢は 

Aクラスが 昨日まで見て

いた夢。若い人の成長は

あっという間の出来事の

ように早いが、どんな 

選手でもこの道を 

必ずたどる。     

山田 虎ノ助  
清水ヨット 
スポーツ少年団 



ナショナルチーム 24名

の内  10名がこの大会に

参加しているので、この

場を借りて、各選手の 

国際大会における抱負を

一人づつ語りました。         

大会も終わり、駐車場から

出るとき、沿道にジュニア

の皆さんがズラリと１列に

並び、一斉に手を振って 

お別れをしてくれました。         

総合    １-2-3 位 

女子   １-2-3 位 

小学生 １-2-3 位 

 Bクラス １-2-3 位  

表彰式の後、恒例のジャンケン大会にて 

賞品の争奪戦を楽しみ 幕となりました。         

素足で 無垢な心 を 

表現する踊りなので

芝生に棘があっては

大変とばかり、幸吉

さんは一生懸命 手入

れしてくれました。         

また来てねー！ 

 荒川 渡 2015.5.13 
See you again !        

Closing & Awards ceremony  


