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2006 年 3 月 23 日～26 日の４日間、2006 年 JODA ナショナルチーム 終選考会が神奈川県藤沢市、

江の島ヨットハーバー及びその沖海面に於いて開催されました。本大会は、微風から強風までの様々

な状況の中で、予定された 12 レースの内 11 レースが成立し、日本代表選考にふさわしいレースを無

事終了したことをご報告致します。本大会の開催運営にあたり、湘南なぎさパーク及び江の島ヨット

クラブを始め、お忙しい中参加いただいたプロテスト委員の方々など各方面よりたくさんのご協力い

ただきましたことに厚く御礼申し上げます。この成績結果を受けて本年度のナショナルチームメンバ

ーを下記のように選考致しましたので発表致します。 
 

記 
 
１．2006 年アジア競技大会オプティミスト級：開催地 カタール 
    小宮 悠  JPN 11 江の島 JYC 
    磯崎 哲也  JPN2800  茨城県 JYC 
 
２．第４５回ＩＯＤＡ世界選手権大会：開催地 ウルグアイ 
   （ 小宮 悠  JPN 11 江の島 JYC ※既に１次選考会にて内定済み） 

 磯崎 哲也  JPN2800  茨城県 JYC  埼玉 匠海 JPN22  江の島 JYC 
熊川 均  JPN12  江の島 JYC   長堀 友香 JPN3118 中央区 Y 連盟 JYC 

 
３．第１７回ＩＯＤＡアジア選手権大会：開催地 台湾 

須賀内 彩夏  JPN3057  福岡 JYC   西尾 駿作 JPN2948 B&G 伊丹海洋 C 
奈良 大樹  JPN3028  兵庫県 S 連盟 JC 太田 慧子 JPN2980 江の島 JYC 
山口 寛規 JPN2820 藤沢市青少年 SC 
 

４．第２４回ＩＯＤＡヨーロッパ選手権：開催地 オランダ 
（ 大日向 喜咲  JPN 3113 横浜ジュニア YC ※既に１次選考会にて内定済み） 

若林 友世 JPN5 江の島 JYC   新谷 つむぎ  JPN20   江の島 JYC     
田中 航輝 JPN3025 兵庫県 JYC    

                                               

※ １ 所属クラブ名は略称です。   



 

＜レース実施状況＞ 
本大会は、微風から強風の、また北から南西まですべての条件下で、波うねりの有無など様々なレー

スを行うことができました。 
・ 初日第 1レースは、北北東 5m/sの風の状況で上マークまでの距離 1,200ｍの長いコースを設定し、

北風特有の振れの多いコンディションでレースが行えました。スタートはゼネリコを 2 回繰り返

した後、3 回目で 2 艇のリコール艇ありでスタートしました。3 マーク回航後風がちょっと落ち、

フィニッシュで大きく順位の入れ替わる面白い展開となりました。その後、第 2 レースを待って

いるところで風が 3m/s 以下に落ちてしまい、風の回復が望めない状況で 15:00 に AP 旗を揚げ、

ハーバーへ帰着しました。（１レース実施） 
・ 2 日目第 2 レースは、前日の予報に反して風が残り、10m/s を超える北の強風が吹き上マークま

での距離 1,100ｍでコース設定ができ、続けて第 3 レースまで強風が吹きました。軽量級には、

ちょっと辛いコンディションとなりました。昼頃から風が落ち始めましたが、昼食休憩後も南に

回ることがなく、続けて実施できそうでしたが、第 4 レースのスタート前より、風軸の右寄りが

多くなったため、スタート直前にコース設定を変更し、風軸を 60°に変更しました。第 4 レース、

第 5 レース共に上マーク手前で風が 3m/s 以下に落ちそうになりましたが、何とか持ちこたえ、

その後 4m/s 前後で安定する状況のままフィニッシュまでレースを実施できました。（４レース実

施） 
・ 3 日目は、移動性高気圧に覆われ北から南に風が回り、コース設定が難しいことが予想されまし

た。運営も選手も早めに出艇させ、9:30 きっかりに風軸 30°で第 6 レースを実施、続いて短時

間にマークを打ち変えて 11:10 に風軸 80°で第 7 レースをスタートできました。途中でコース短

縮にもならず、第 3 マークを回航しフィニッシュ時になんとか 2m/s の風で終了しました。その

後、風がゆっくり南に回ったものの、なかなか強くならずにいましたが、14:50 ようやく 4m/s を

超える風で風軸 210°で第 8 レースをスタートすることができました。フィニッシュまで、4～
5m/s の風が安定し、予想外に 3 レースを実施することができました。（3 レース実施） 

・ 4 日目は、朝から南風が吹き良いコンディションとなりました。9:30 には風軸 220°で平均風速

3.5m/s を超える風になり、第 9 レースをスタートしました。そのまま 10 レースも実施でき、こ

こで 2 つ目の捨てレースが実現しました。そのまま休み無しで実施すれば、12 レース完了に 5 分

程足りない状況と判断し、11 レースは第 1 レグを距離 1,200m に延ばしてマークを打変えること

としました。しかし、突如風が不安定となり、昼食休憩を取りながら安定するのを待ちました。

終の予告信号時刻の直前の 12:48 ようやく風が上がり、スタートすることができました。 終

レースへの意気込みが伝わるようなリコール艇が多いながらも、すべてセール番号を把握できた

ため、X 旗を揚げてのスタートとなりました。その後風が上がり、フィニッシュ時には 8m/s を

超えるコンディションとなりました。（3 レース実施） 
・ スタートについては、第 1 レースでゼネリコが続いた以外は、リコールが比較的少なく、一線で

の良いスタートができていました。 
・ ケースは、艇対艇が 1 件（成立）、レース委員会からが 1 件（却下）のみと静かなレースが実施

されましたが、海上計測で違反艇が 1 艇、 終日に帰着申告違反が 1 艇あったのは残念でした。 
・ 42 条違反は、9 件でいずれも 2 回転ペナルティを実施し、2 回目の違反艇はありませんでした。 



 

＜運営について＞ 
今回運営を実施した江の島ジュニアヨットクラブでは、 終選考会のために早くから準備を重ね、冬

に 2 回実施した江の島強化合同フリートレースを 終選考会のリハーサルと位置づけ、同じコースエ

リア、同じ運営艇で練習を行ってきました。2 年前の 終選考会よりもさらに満足のいく運営ができ

たものと関係各位に感謝いたします。今回のレースでは、準備の中で運営に携わるメンバーで真剣に

議論するとともに、運営主体が江の島ジュニアヨットクラブであるため利害関係者とならないよう、

主要ボートには JODA 理事、関水連の方に乗っていただき、それを回避するよう計画しました。 
 
＜次回への提案＞ 
帆走指示書の作成に当たっては、荒川理事及び周東プロテスト委員長に大変お世話になり、ありがと

うございました。今回の反省も前回同様、来年度以降に JODA の SI 骨子として取り入れていただき、

ローカライズする部分のみに時間をかければ良いようにすることを提案します。別途レース・計測部

会へお送りする帆走指示書は、ローカル変更部分に下線を引いてありますので、ご参考となれば幸い

です。 
また、今回の 終選考会から JODA のイヤーシリーズの計測方式を採用することになりましたが、

全日本より緩い簡易計測が適用されることに一部より異論がありました。全日本でフル計測された艇

を除き、新艇、新セールや計測対象外だったスパー類及び全日本時に重量修正された艇などは、フル

計測が必要ではないでしょうか？との意見があったことも付記しておきます。レース・計測部会でご

検討願えればと存じます。 
 
後に、今回の 終選考会開催に当たって、ご指導、ご協力いただいた関係各位に対して、厚く御礼

申し上げます。 
以上 


