
JODA : Japan Optimist Dinghy Association

愛知県ヨット連盟

2022 JODA ナショナルチーム最終選考会

メディア・プレスへのご案内



Optimist (オプティミスト) Dinghy とは

全長2.31m、全幅1.13mの小さなヨットで”OP”の愛称で世界中の人々に親しまれています。
現在、国際セーリング連盟(World Sailing）が公認する最も小さなクラスであり、国際的には

15歳までの子供達を対象としたOPは、毎年世界選手権大会を始め、数々の大陸選手権大会が

行われている、活動の活発なヨット種目でもあります。
OPの特徴は強風下でも安全に操船できる事で、ヨットの入門艇として100ヵ国、15万人以上の

子供たちに普及しています。
日本でも沢山のジュニアセーラーが活動し、全日本選手権大会を始め多くの大会が日本各地で

開催され、競技力の向上と人間形成に役立っています。



蒲郡でのOPの活動

2007年より「海陽海洋クラブ」が豊田自動織機海陽ヨットハーバーをホームポートとして
活発な活動を行っています。

全日本選手権大会では、2014年(広島). 2015年(江ノ島)の連続優勝を初めとして
直近では2019年(鹿児島)、蒲郡市在住の岩永選手が優勝しています。



各地区予選を勝ち抜いた選手が出場できる全日本選手権大会、その*上位40名の選ばれし
者が翌年度のナショナルチームの座をかけ競う大会が 『JODA ナショナルチーム最終選考会』 です。
(* 2022年大会は新型コロナウイルス感染防止の救済策として44名が参加)

この 『JODA ナショナルチーム最終選考会』の上位者が、翌年度のナショナルチームとして海外
での選手権大会に出場することができます。

▶ 2022年度対象大会

IODA 世界選手権大会

IODA アジア・オセアニア選手権大会

IODA ヨーロッパ選手権大会

2020年、2021年の2年連続で『JODA ナショナルチーム最終選考会』 は、豊田自動織機
海陽ヨットハーバーで開催されました。

IODA : International Optimist Dinghy Association

2022年 7月 トルコ

2022年 4月 韓国

2022年 7月 デンマーク

JODA ナショナルチーム最終選考会とは

5名派遣

10名派遣

4名派遣



蒲郡の海から世界へ

JODAは2020年12月の年次総会にて、2022年から2026年までの5年間連続で、
『JODA ナショナルチーム最終選考会を』豊田自動織機 海陽ヨットハーバーにて定点開催する
ことを決定いたしました。

これは2026年に当地で開催される『第20回アジア競技大会』セーリング競技にに向けて、
セーリングスポットの拠点として蒲郡を活性化していきたい愛知県ヨット連盟の思惑と、絶好の
セーリング環境下でナショナルチームの選考を行いたいJODAの考えが一致したことによります。

国内で定点開催している全日本選手権大会は、以下の2大会のみです。

『全国高校総体セーリング競技』 : 和歌山県和歌山市
『全日本学生ヨット個人選手権大会』 : 愛知県蒲郡市

定点開催により、高校生セーラーの目標が和歌山での大会、大学生セーラーの目標が蒲郡
での大会が全国レベルで定着しております。

今回のナショナルチーム最終選考会の蒲郡での定点開催化により、世界に向けて羽ばたこうと
しているジュニア・セーラーにとって、蒲郡での大会が目標、憧れ、そして世界に向けての輝かしい
出発地となると確信しています。



2022年 ナショナルチーム選考会

主催 JODA 

運営主体 愛知県ヨット連盟

ホストクラブ 海陽海洋クラブ

会期 2022年2月9日 (水) – 13日 (日)

会場 豊田自動織機 海陽ヨットハーバー

参加艇数 44艇

2月の三河湾はセーリング競技に好適で、素晴らしい大会となることが予想されます。

私達愛知県ヨット連盟は、全国屈指のセーリングスポットである当地蒲郡で、

「安全を最優先」に「公正」、「公平」なレースマネジメントを通じて、

全ての参加者に大きな満足感が共有できる選考会にしたいと考えています。

合わせて全国各地から来会される全ての「選手」.「指導者」. 「サポーター」の方々に

私達たちのホームポートである蒲郡の魅力を発信していきたいと考えています。

2022年選考会ロゴ



2022年ナショナルチーム最終選考会参加選手

■ B&G 高松海洋クラブ
■ B&G 時津海洋クラブ :
■ B&G 新居浜海洋クラブ :   
■ B&G 兵庫ジュニア海洋クラブ :              

■ B&G 福岡ジュニア海洋クラブ :
■ B&G 別府海洋クラブ :
■ B&G 松山海洋クラブ :
■ KMC 横浜ジュニアヨットクラブ :   
■ YMFS ジュニアヨットスクール葉山 :
■ 江の島ヨットクラブジュニア : 

■ 海陽海洋クラブ :

■ 鹿児島ジュニアヨットクラブ :
■ 江東区立小中学校セーリング部 :
■ 葉山町セーリング協会 :                       
■ 広島セーリングスクール :                      
■ 真野浜セーリングクラブ :
■ 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ : 
■ 横浜ジュニアヨットクラブ :                      

石井 瑛大. 山本 櫂浬
伊藤 音人
山内 琥太郎
有本 心優. 蔭山 陵. ダウスト 絵麻. 中澤 太郎.
藤田 蒼士. 藤田 翔伊. 堀野 瑠海. 安田 巌.
佐藤 愛浬
斉脇 倖祐
松岡 忠尚
渡辺 蔦. 若鍋 雄大
嘉手川 浬帆. 後藤 大志
秋田 海斗. 池田 航介. 岩波 萌夏. 岩波 将吾. 
加原 弦季. 兒島 惟高. 武井 太陽. 堤 悠人. 
中田 航誠.水谷 光一. ライナス 海波
岡田 海洋. 岡田 晴. 伊地知 寛幸. 濱川 航英.
本多 剛
北川 淳朗
實松 莉歩. 大桃 悠汰
尾﨑 友太
豊澄 隆成
吉岡 晴月
上野 僚介
鈴木 しおん. 前田 海悟



取材のご案内

大会への取材を希望されるメディア・プレスの方々に、大会での取材のご案内を
させていただきます。

1. メディア・プレスルームの確保

・ インターネット環境が確保されたメディア・プレスルームを確保します。

2.  大会会場地内への駐車場の確保

・ メディア・プレスルームに至近な場所に、駐車場を確保します。

3.  専用のメディアボートの確保

・ ドライバー付の専用メディアボート (VSR5.8)を確保します。
季節柄、海上のコンディションは相当厳しいことが予測されます。
防寒ウエア等の用意は各自でお願いいたします。

4. 会場地での自由な取材活動

・ 識別のための、大会組織委員会が用意するビブスの着用をお願いいたします。
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メディア・プレスルーム メディア・プレス優先駐車場

会場地案内 1



メディアボート発着場

徒歩3分

会場地案内 2

レース艇置き場

メディアボート出港予定時間

2月10日 09:50

2月11日 09:50

2月12日 09:50

2月13日 09:50



<本件担当>

愛知県ヨット連盟 理事
2022 JODA ナショナルチーム最終選考会 Technical Delegate 岡田 彰
E-mail : yachtokada@yahoo.co.jp


