皆さん、お元気ですか？ 今年こそ東京 2020！

日本チームで初めて男女一緒に Laser オリンピック出場、楽しみ～！！！(応援メッセージは P.６)

土居愛実選手と南里研二選手の東京オリンピック参加への祝辞
コロナで難航した「2020 東京オリンピック」が間もなく開催されま
す。 レーザーからは土居愛実選手と南里研二選手の二名が参加しま
す。 土居選手はロンドン、リオへの参加を果たし今回は三度目で自
国開催オリンピックへの参加となります。 南里選手は三度目のオリ
ンピック挑戦となり 2019 年の境港世界選手権で五輪出場枠を獲得、
本年２月の世界選手権でも日本勢首位となり、オリンピック出場を決
められました。
長年にわたり強い意志を持ち挑戦されて栄光のオリンピック選手
になられた事を心からお祝い申し上げます。 コロナ禍における自国
開催が１年延期され調整等も非常に難しい状況かと思いますが、蓄積
された高い技量を発揮され納得いく成績へ繋がる事をお祈りしてい
ます。
2021 年７月吉日
（一社）日本レーザークラス協会
会長 加藤重雄
役員 一同
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ご支援に対する御礼
土居愛実選手と南里研二選手の東京オリンピック参加につき
ましては長きにわたり各方面から各種のご支援を賜り参加に至
りました事、協会を代表し御礼を申し上げます。
今後も優秀な選手を育て発展につなげて行かねばなりません
ので未来にわたり継続的なご支援を頂きたく、お願い申し上げ
ます。
2021 年７月吉日
（一社）日本レーザークラス協会
会長 加藤重雄
役員 一同

「2021 年 ILCA ラジアルユース/４.７ユース世界選手権
代表候補選手の発表について」
JLCA 理事会・総会報告
６月 12 日、役員・各委員長。関係者が ZOOM 越しに勢ぞろいし、
一般社団法人日本レーザークラス協会の理事会・総会を開催しました。
みなさんのご協力のおかげで、法人化してから６期目の決算を無
事に済ますことができました。ありがとうございます。引き続き第
７期に向けて一層頑張ってまいります。
・FY2020 決算報告、監査報告
・FY2020 事業報告
・FY2021 予算案
・FY2021 事業計画
・理事改選報告
・各委員会報告
・その他

2021 年 ILCA ラジアルユース/４.７ユース世界選手権選考大会
へラジアルクラス 41 名、４.７クラス 27 名が挑戦してくれました。
昨年同様コロナ感染拡大の影響から予定されていた大会が中止、
延期となる状況で選手にとっても応援されている関係者の皆様に
とっても、大変な選考期間でありました。
その中で２大会ではありますが成立できたことは、皆様のご理
解とご協力があってのものと感謝しております。
レーザークラス協会強化委員会は選考方針に基づき代表候補を
選考いたしましたのでお知らせいたします。
日本レーザークラス協会 強化委員会
2021 年５月１日
日本レーザークラス協会 強化委員会
2021 年 ILCA ラジアルユース/４.７ユース世界選手権等
代表選手選考について

協会主催のイベントとして「AllJapan」
「スプリングレガッタ」
「ミ
ッドウィンター」を実施しています。
各拠点のご理解とご協力をいただき、それぞれ 5 拠点（ミッドウィ
ンターは 4 拠点）で循環定点開催ができる見通しとなりました。
ぜひ遠征計画を立てていただき、多くのイベントにご参加ください。
また、協会としてもレース運営ができる人材を育成・確保してい
きたいと考えています。
各フリートにおいても「いつもレースに出る人」「いつも運営す
る人」とならないよう、誰もが積極的にレース運営に携わる仕組み
を考えてみてください。合わせて、協会主催イベントにも運営とし
て参加してみたいという方、ウェルカムです！
国内セクレタリー

大工昌也

１．ユース代表候補選手決定について
2021 年 ILCA ラジアル/４.７ユース世界選手権に派遣する代
表候補選手選考についてお知らせします。
日本レーザークラス協会強化委員会にて公示済みの 2021 年
における代表選考方針に基づき、現時点でのユース選考ランキ
ングにて代表候補選手を決定し、JSAF オリンピック強化委員
会に推薦する予定です。
新型コロナウィルス感染拡大の影響によりミッドウィンター
選手権及び YMFS セーリングチャレンジカップが中止、最終の
選考大会である JOC ジュニアオリンピックカップ及びスプリ
ングレガッタが延期となり、また各大会に合わせて５月１日に
実施予定であった身体能力測定が中止となりました。延期され
た大会の開催日程は未定であり、早くても７月以降となる見込
みです。しかしながら、本大会である 2021 ILCA ラジアル ユ
ース世界選手権は 2021 年７月 23 日〜７月 31 日にイタリアにて、
また 2021 ILCA４.７ユース世界選手権は 2021 年８月７日〜８
月 14 日にアイルランドにて開催予定となっており、既にエント
リー手続きが開始されています。そこで日本レーザークラス協
会強化委員会メンバーにて構成される選考委員会で検討した結
果、延期となった大会を近日中に開催するといった対応も困難
であり、航空券の手配などの渡航手続き等も考慮し、現時点の
ユース選考ランキングを以って世界選手権の代表候補選手を決
定することとなりました。
2021 年 ユース・セーリング・ワールドの代表選考について
は、別途 JSAF オリンピック強化委員会にて発表されます。
JSAF オリンピック強化委員会： http://jsaf-osc.jp/
２．ユース代表候補選手
２－１．ラジアルユース世界選手権代表候補選手（男女）
以下の代表候補選手を JSAF オリンピック強化委員会に推薦
する（男子４枠／女子２枠）
＜男子＞
黑田 浩渡
ランキング男子１位
嶋倉 照晃
ランキング男子２位
西内 海斗
ランキング男子３位
上園田 心太浪 ランキング男子４位
＜女子＞
三浦 帆香
ランキング女子１位
山崎 彩加
ランキング女子２位
２－２．４.７ユース世界選手権代表候補選手（男女）
以下の代表候補選手を JSAF オリンピック強化委員会に推薦
する（男子３枠／女子３枠）
＜男子＞
太田 薫
ランキング男子１位
豊澄 成光
ランキング男子２位
谷 凛太郎
ランキング男子３位
＜女子＞
北原 頌子
ランキング女子１位
鷲尾 青
ランキング女子２位
小山 すみれ ランキング女子３位

-2-

３．今後の手続きについて
今夏の海外派遣について、現在 JSAF オリンピック強化委員会
にて協議中となっています。派遣可否の決定次第、上記の代表候
補選手に対し日本レーザークラス協会より個別に連絡します。候
補となった選手は連絡を受けてから 1 週間以内に参加するかどう
かをクラス協会に回答願います。辞退者が出た場合には、順次次
点の選手に繰り下げを行います。現時点では両大会共に開催に向
けて動いている状況ですが、新型コロナ感染状況によっては、開
催中止もしくは延期となる可能性もあります。また、日本として
渡航制限(もしくは前後の隔離措置)を実施する可能性もあります。
さらに、インターハイ等国内開催の大会において「過去 14 日以
内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合」参加
を自主的に見合わせるよう要請される可能性があります。こうい
ったリスクを踏まえ、参加するかどうかの最終決定は選手自身に
委ねられることになります。

４．その他
（１）本選考方針及び最新ランキング等の更新情報
日本レーザークラス協会の Web サイトに随時掲載される。
日本レーザークラス協会： http://www.laserjapan.org/
（２）本件についての質疑等
日本レーザークラス協会強化委員会あてメールもしくはＦ
ＡＸにて問合せ
日本レーザークラス協会強化委員長 佐々木共之
電子メール アドレス ： ilcajpn-kyouka@cityfujisawa.ne.jp
：０４６７－７６－１０５２
ＦＡＸ

添付 1 ユース選考ランキング対象大会一覧(2021 年 4 月現在)

添付 2 2021 年 ILCA Radial ユース/４.７ユース世界選手権⼀覧 (2021 年 4 月現在)
2021 ILCA Radial Youth World Championships
Friday 23 July 2021 - Saturday 31 July 2021
ITALY, Arco
2021 ILCA 4.7 Youth World Championships
Saturday 7 August 2021 - Saturday 14 August 2021
IRELAND, Dun Laoghaire
＊最新情報については、ILCA の Web サイトを確認願います。
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-list
以上
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レスキュークリニック（６／27）
兵庫県立海洋体育館
今回は普段実施している、「速く走るために」ではなく「いか
に安全を確保しながらヨットを楽しむか」に着目した講習会を開
催しました。
慣れない救助訓練に参加者は四苦八苦。トラブルを起こさない
ための艤装や、トラブルが起きた時の対処法など、参加者は目か
ら鱗だった様子でした。
詳細は次号の LaserNews でお伝えします。
レスキュークリニックの開催地募集中！
問い合わせは強化委員会まで
トラブルを起こさないための艤装レクチャー

午前中は座学

沈してラダー(舵)が外れてしまった時の訓練

午後の海上練習前に、練習メニューの説明

即座に引っ張らなければいけない場合を想定した曳航。

参加者の皆様、お疲れ様でした。
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TOKYO2020 応援メッセージ
「ベストを尽くせ！」
青森合浦フリート小松原さん
南里選手・土居選手、志田浜から応援してます！

Tokyo2020 オリンピックが開催されることを大変うれ
しく思っております。私は、大会当日レースが見れない
場所ですが、フィールドキャストとして、江ノ島にて選
手の活躍を祈っています。コロナ過の中、選手の皆さん
は感染対策を万全にして頑張ってください。
頑張れニッポン！頑張れ日の丸セーラーズ！」
室蘭フリート キャプテン沼倉

南里選手へ
富士と日の丸が一番似合ういい男！戦士研二の
ファイトをみんなで応援しています。
悔いないレースを思いっきり！！
青森合浦フリート一同

土居選手へ
江の島一の姫君がＶilamoura の大会に続いて大活躍
されますようラジアル老若男女全員が応援しています！
青森合浦フリート一同

猪苗代フリート一同
南里研二選手 土居愛実選手、東京オリンピックの
ご出場、おめでとうございます！我々レーザーセーラー
の憧れのお二人。オリンピックでのご活躍をお祈りして
います。ぜひまた海洋体育館にも、お越し下さい！
芦屋の海からメンバー一同、応援しています！！

試練の先にあるもの、夢にみた舞台で最高のパフォー
マンスを！
ガンバレ愛実、ガンバレ研二。日本のヨットレーサーの
意地を見せてくれ！
山口フリート一同

江の島でのオリンピック、レーザーで光り輝け☆
岡山から応援しています！
岡山フリート一同

芦屋フリート一同
私たちは立場上どの選手にも均一に対応しなければ
なりませんが。。。。心の中ではもちろん愛美選手、
南里選手を大応援しています！！
PSJ & 1964 一同

土居愛実選手、南里研二選手
いよいよ世界の晴れ舞台、オリンピック参戦ですね。
持てる力のすべてを発揮できるよう、北海道からパワー
を送ります！
ご活躍を祈っております。
屈斜路湖フリート一同

遠くに見える中央の４つのテントの中で 99 艇のレーザーが世界中の選手を待っています。
各国からのコンテナーが続々、ヨットハーバーがコンテナーヤードみたい

オリンピックロゴの入ったカーペット貼りのスロープ！！

コンディションを均一に整備されたフォイル
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［シェイドとのバーチャル空間での出会い］

～Became an e-Olympic Athlete バーチャルレガッタ
オリンピックバーチャルシリーズ参戦記～
オリンピックに参加した！生きる伝説シェイドと戦った！

未だ始めて間もないある日、ベテランプレーヤー(BH 編集長)の「今
日のシェイドのタック惚れ惚れしたね。」というネットのコメント
を見て、「どうせ偽物じゃないの」と私がコメント返したところ、
「シェイドも、他の実名セイラー何人かも全部本物のオリンピック
セーラーだよ」との事。色々ネット調べるとシェイドも他のプロセ
ーラーも全部本当に本物という事を知りました。
レーザー乗り憧れのシェイドもゲームしてる事に驚いたのと同時
に、昔のレーザー仲間に言いふらしたくなったのですが、上手いレ
ーザー乗りが大挙して押しかけてきたら益々私が勝てなくなるので
「しばらく黙っておく作戦」で、３か月程みっちり練習してからレ
ーザー界にばらそうと思い、ようやくレポート投稿した次第です。
とある日、レースをしていると初めて対戦メンバーの中にシェイ
ドの名前があるのを発見しました。私は舞い上がってしまい全くレ
ースにならなかったのですが、シェイドの調子も今一つで、私と同
じ中位艇団でした。ランニングレグの最中、間近で見ようとシェイ
ドに近寄ると、とっさに下からラフィングアタックしてきて私はペ
ナルティー判定。彼は颯爽と走り去っていきました。(被せたりして
ないのに....) これはヨットライフの中でも忘れがたい場面(※)の一
つとなりました。
(※ PC やスマホでゲーム動画を録画できるので、コースや走りを後
から振り返ったり、思い出に記録することができます)

思わず泣けた シェイドのラストレースのフィニッシュ
今大会ベストショット
■前書き
レーザー協会のみなさま、大変ご無沙汰しております。その昔、
柳ヶ崎 F、材木座 F、で乗っていた真中です。
海から離れてあっという間に 20 年経っていることに気付き「これ
はヤバい。もういい加減復帰しなければ、一生レーザーに乗れない」
と思い立ちました。
レーザー乗りすぎで愛妻に逃げられ、材木座 F の不審火で愛艇を
無くしてからというもの、家事育児と火事のため舵(ティラー)から遠
ざかり、シングルハンダーとシングルファザーの両立をすっかり諦
め続けていました。しかしながらレーザー協会で非会員にも公開い
ただいているレーザーニュースで、日本レーザー界皆様の活躍や、
ロバートシェイドのレーザーオリンピックキャンペーン復帰を見て、
火災で全焼したはずのレーザーへの思いがくすぶり、いつしか復帰
を考えてるようになっていました。
復帰前のリハビリをネットで模索し、たまたま Bulkhead Magazine
でバーチャルレガッタというコンピューターゲームを発見。それま
でリハビリ器具の筆頭候補だったハイクアウトベンチを押しのけ、
ラクそうに見えたバーチャルレガッタの世界に飛び込み、沼にはま
りました。土日平日昼夜問わずバーチャル空間でヨットレース活動
をしています。未だ始めて半年経っていませんが、実際のディンギ
ーレースだったら 10 年程度要する位のレース本数を既にこなしてい
ます。
トップセイラーの真似して会社を一時休み(有給休暇消化を兼ね)
集中トレーニング。さすがに退職までは至っていませんが、バブル
入社組 50 代サラリーマン、いつリストラされても自分の楽しみだけ
は持っておきたいとレーザー界に復帰して、リアルとバーチャルの
ハイブリッドセイラーになることが当面の目標です。勢いで
Youtuber デビューとゲーム実況まで始めました。

シェイド主催のチーム対抗戦、相手チームで挑んでボロ負けした成績表
［オリンピック・バーチャルシリーズ参戦］
東京 2020 開催が危ぶまれる最中の４月 22 日に IOC がオリンピッ
ク・バーチャルシリーズ開催を発表しました。採用された 5 競技は、
グランツーリスモ(自動車レース)、パワプロ(野球)、Zwift(自転車)、
エルゴローイングマシン(漕艇)、そしてバーチャルレガッタ(セーリン
グ)です。
IOC から発表されたものの、詳細判らず、JSAF 委員を務めるプレ
イヤー仲間も知らされない突然の発表でした。プレイヤー界隈は何
を準備したら良いかも判らず、オリンピックというパワーワードと
裏腹に何も判らない悶々とした日々を過ごすこととなりました。
５月連休中にようやく World Sailing がセーリング競技の第一弾種
目としてレーザーを実施する事を発表しました。他にも 49er, Nacra17,
Rio-Tokyo 間の外洋レースが順次行われるスケジュールです。更に
Tokyo2020 期間中にはグランドファイナルとして、オリンピック艇種
三種混合(レーザー、49er、Nacra17)で、７月 23 日～８月３日に予選、
８月４日に決勝戦が行われることが追加発表されました。(この記事
をご覧になってからでも参加間に合います。)
レーザーの予選は誰でも参加できるオープンで５月 20-22 日の３
日間。決勝は 25 日。これはオリンピック・バーチャルシリーズの中
でも一番早く行われ、この優勝者が歴史的な最初のオリンピック仮
想スポーツチャンピオンです。

■本編
［リハビリのつもりが］
どうせゲームと、レーザー界復帰迄の肩慣らし程度の軽い考えで
始めたものの、とんでもなく奥が深く頂上も高くてびっくり。なか
なか簡単に前を走らせてもらえず、今年 3 月から本腰を入れました。
そんな頃「第 1 回全日本大会」「第 1 回オリンピック・バーチャル
シリーズ」の開催が立て続けに発表され、プレイヤー界隈がヒート
アップし、私も(年甲斐なく)意地で流れに乗っています。
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それが判ってからというもの、私は理由をつけては有給を取り、
日本レーザー界の伝統技のコソ練を他のプレイヤーにばれないよう
深夜から明け方にかけて積み重ね、オリンピック予選に備えました。
レース会場はブラジルのシンボル、キリスト像がそびえたつリオ、
グアナバラ湾。バーチャルなので、もちろん海水はキレイで無臭、
センターやラダーに藻やナイロン袋が引っかかる心配も無用です。

シェイドの上マーク 3 位回航シーン バックにはリオのキリスト像
予選ルールはシンプルで 1 レース約 10 分の上下２周。予選期間中
にこのレースを何十本、何百本でも参加できて、一番良い連続 15 本
の平均成績を競うものです。連続 15 本のうち、１本でも悪い順位だ
と 15 本の平均成績が下がるので、また一からやり直しです。参加者
の上位 20 名が決勝に進み、決勝は公式 Olympic channel の Web で世
界中に生配信されます。(それを知ってる人はゲーム界隈の僅かな人
達だけですが)

最終成績 9,641 艇中 246 位、
30 本目で 54.4 点(※)達成も、世界の頂点は遠い
(※1 組 20 艇のレースで、アベレージ 4 位相当を 15 本連続の記録)

■オリンピック番外編

目標は大きく、決勝進出を自分に言い聞かせようとしましたが、
本腰入れて２か月ちょいで実力が足らず、気合だけは十分だけど本
心は記念参戦モード。
いよいよ始まったレース初日の１本目。レースは、対戦部屋に入
った順の 20 人で組み分けされ、スタート迄は誰と対戦するか判らな
い仕組みなので、強敵が居ない事を祈りつつ対戦部屋に入室。オリ
ンピックというパワーワードで普段より緊張したせいか、出遅れて
３列目スタート、しかも対戦相手は世界トップランカー多数の死の
部屋だったことが判明。一気に意気消沈し、レースにならず１本目
は 10 位/20 人中フィニッシュ。そんな調子が何本か続き、すっかり
テンション下がり思い出作りモードに。その調子で続けてもしょう
がないので初日のプレーを終了。

オリンピック仕様の高速マルチハル艇 最高時速 40kts(約 74km/h)以上

２日目、他の対戦部屋のレースが観戦できる仕組みなので、プレ
ー開始前にしばらく観戦に回っていると、なんとロバートシェイド
が登場しているではありませんか。シェイドとレーザーで対戦でき
るなんてチャンスはそうそう無い筈と思い、テンション MAX 、レー
ス成績も良くなり２日目の１本目は２位フィニッシュ。２本目も１
上トップで回航し、絶好調とおもいきやトラブル発生。レース最中
にゲームパッドのコントローラーが効かなくなり、10 艇以上にゴボ
ウ抜かれで 12 位フィニッシュ。気を取り直し、予備のゲームパッド
に替え３本目、４本目と連続２位。遂にはシリーズ唯一の１位フィ
ニッシュも取れて、かなりスコアを立て直しました。
最終日３日目、前日の好調がウソのように普段の定位置である３
～９位前後で落ち着き、仕舞いには順位気にせず思い出作りモード
で、キリスト像をバックに自分の走りを記念動画撮影しだす始末。
実力通りの結果となりました。
シェイドとの対戦を願いながら最後の最後までプレーを続けるも
叶わず、オリンピックチャレンジが終わりました。しかし締め切り
時間直前の最後のプレーを終えた後、観戦モードに回るとなんとシ
ェイド発見。しかも対戦相手は e セイラー界の絶対的世界チャンピ
オン英 Farley 選手。シェイドが自分の艇種のレーザーで、リオのグ
アナバラ湾でチャンピオンに果敢に臨む姿を見て、思わず胸熱。そ
のレース、シェイドはチャンピオンに勝てず３位フィニッシュに終
わりましたが、私は思う存分色々な角度からシェイドを動画キャプ
チャーできて大満足でした。(これが一番の収穫かも)
最終結果は参加約１万人中 246 位と、これまでの世界大会では最
高位ですが決勝進出には遠く及ばず。日本人選手の中でも 19 位で、
未だ未だ頂上への道は険しいですが、心折れずに土日平日日夜問わ
ず鍛錬に励みます。
もうじきレーザー界に戻りますので、今後はリアルとバーチャル
のセーリングを並行活動してゆきたいと思います。
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実際の気象情報がマップに反映される為、数時間毎に
ルーティングソフトを使いコース選択
オリンピック・バーチャルシリーズの別種目であるリオ-東京の外
洋レースにも参加しています。オリンピックの前回会場から今回会
場に３週間程かけて航海するレースで、予選は無く本戦一発で 5 月
29 日に開始されました。参加する誰もが e-Olympian で、世界で７万
人以上が約３週間のレースを繰り広げています。
私は外洋レース経験も無いので、白石康次郎さんのヴァンデグロ
ーブの記事や、鈴木晶友さんの Youtube 動画などでイチから外洋レ
ースを研究し、出場しています。ビギナーズラックも手伝いレース
中盤では 200 番位の位置にいてチョロいと思っていたものの、コー
ス選択ミスであっという間に 1000 艇以上に抜かれて 1600 番位でフ
ィニッシュ見込み。(執筆最中はゴール目前の大島沖)日本人選手中 6
位と割と好調ですが、24 時間一人ワッチ体制なので、眠れぬ日々が
続いています。
終わり
会員番号 4680 現在無所属
元 柳ヶ崎 F/材木座 F/シンガポール F

真中 卓二

■バーチャルレガッタ解説

リアルのレーザークラスは厳格なワンデザインで純粋に選手の腕
前を競うレースですが、バーチャルレガッタは、そこから更にフィ
ジカルに左右される要素を省いたようなもので、子供と大人でも対
等に戦える進化版ワンデザインクラスとも言えます。

［バーチャルレガッタとは］
フランスのバーチャルレガッタ社が提供するネットゲームで、世
界中の多くのセイラーの間で流行しています。外洋ヨットレースが
盛んなフランスのプロセイラーが 2010 年にこの会社を設立し、ゲー
ムを開発・運営しています。
ディンギーレース版(インショア)と外洋レース版(オフショア)が有
り、それぞれ登録者数 70 万人(インショア)、150 万人(オフショア)が
集まる巨大なバーチャル空間で競い合うゲームです。
～以下、主にディンギーレース版のインショアについての記載です。～

現役・引退済問わずレーザー乗りであれば文句無しに楽しめ、フ
リート仲間内の練習やイベント、シーズンオフや平日のイメージト
レーニング、レースの風待ち・吹き過ぎ時の余興などに、もってこ
いのゲームです。
引退して遠くに離れている昔のライバルとバーチャルで果し合い
対決なんてことにも使えます。
だいたい 98％位(私の感覚です)のプレイヤーが何かしらのディン
ギーor クルーザーレース経験者で、ロバート・シェイド、ヨアン・
カルドナ(Finn 級 Tokyo2020 スペイン代表 元レーザー乗り)、バー
ト・ランブレックス(49er 級 Tokyo2020 オランダ代表)、フィン・リン
チ(レーザー級 2016Rio アイルランド代表 ワールド 2020 年 31 位 2019
年境港 40 位)なども、オリンピックキャンペーンと並行してバーチャ
ルレガッタの世界でも頂点を目指して戦いを繰り広げています。
日本でも 49er 日本代表の高橋レオ選手、日本 SailGP の森嶋選手もプ
レーしています。
上級者層だけではなく、フランスの公立小学校でセーリング教育
ツールとして使われたり、日本の多くの大学ヨット部がレーニング
の一環として取り入れられています。昨今のコロナによる外出自粛
なども相まって、セイラー間で急速に広まりました。
海外の実際のヨットレースと並行してバーチャルレガッタの大会
が行われることも多く、アメリカズカップ、SailGP、フランスのオリ
ンピックウィーク、ヴァンデグローブではリアルのレースと並行し
てバーチャルレガッタが大会の一部として行われます。
2021 年からは JSAF 公認の全日本大会だけでなく、IOC 公式の仮想
スポーツとしてオリンピック・バーチャルシリーズ(Olympic Virtual
Series)が開催され日本人プレーヤーもたくさん参加しています。
更に 2028 年のロスオリンピックからは公式競技としてメダル授与も
検討中とフランスの L'equipue 紙が報じています。(実現したら、ど
んな NT 合宿するのかなぁ...)
［どんな競技？］
ディンギーレースは、もともとフィジカルと勝るとも劣らない位
の知力勝負ですが、このバーチャルレガッタはその知力で求められ
る部分が、まるまるとコンピュータゲーム化されています。ここが、
多くのリアルセイラーを惹きつけたり IOC/World Sailing が仮想スポ
ーツとして公認した要素で、レース中に手に汗握るドキドキ、ハラ
ハラ感覚は全く同じです。

コンピューター上の競技なので、時間、場所、体格、体力、性別、
年齢を問いませんので様々な国、世代、艇種のセイラーが一堂にバ
ーチャル空間に会して同じ土俵で競っています。
また、レーザークラスと相通ずるところが多いのも特徴です。日
本中、世界中のセイラーと競うところ、世界中に愛好者がいて国や
地域ごとにオープンでフレンドリーなコミュニティやクラブがある
ところ、初心者からトップセイラーまで誰もがリーズナブルに参加
できるところ等です。
iOS/Android/Win/Mac 共通プラットフォームで特別な機器は一切
不要、機器の性能にも依存しません。コンピュータゲームといえば
課金が必要と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありま
せん。基本無料でプレー出来て、日本のトップ e セイラーは完全無
課金で様々なタイトルを制し、世界と戦っています。
World Sailing 始め、世界中のセーリング競技統括団体(日本の JSAF、
欧米各国)が公式ゲーム競技として採用し、日本の JSAF、世界統括団
体の World Sailing のランキング戦に誰でも参加することが出来ます。
上級者には、全日本大会、世界大会、マッチレースやチームレース、
国別対抗戦(ネイションズカップ)などの道も用意され、国際交流も盛
んに行われています。

［お問い合わせ］
JSAF e-sailing 委員会 尾形さん、大垣さん
https://www.jsaf.or.jp/hp/contact
もしくは Twitter @RedOcea66130760 真中までお問合せ下さい。

■関連 URL
Virtual Regatta https://www.virtualregatta.com/en/
JSAF e-sailing 委員
https://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/e-sailing
バーチャルレガッタ講座 日本 VRI クラブ(有志のクラブ)による世界
唯一の解説サイト
https://jvric.gamewiki.jp/

■オリンピック・バーチャルシリーズ(Olympic V irtual Series)、
世界大会関連情報
IOC
https://olympics.com/ja/featured-news/olympic-virtual-series-2021-thi
ngs-to-know
IOC
https://olympics.com/ja/sport-events/olympic-virtual-sailing-event/
World Sailing https://www.sailing.org/news/90999
世界大会(ワールドチャンピオンシップ) https://esailing-wc.com/

レーザー、49er、Nacra17、Star を始めとした幾つかの艇種の動きが
コンピューター上でリアルに再現されています。スタートで少しでも
頭を出し、刻々と変わる風を掴み、他艇の位置関係を見ながらコース
を引き、時には航路権を駆使して相手をけん制しながらフィ
ニッシュラインを目指すところは、ディンギーレースそのものです。
上級者・初心者間でも艇速の差が有りません。受けている風と、
風に対するフネの角度だけで艇速が決まるので、誰もが対等に競え
ます。艇速差が無い分、タクティクス、ストラテジー、マニューバ
リングが勝敗を左右し、実際のディンギーレース以上にチェスのよ
うな知恵比べ競技なのかもしれません。
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■海外各国セーリング連盟の関連情報
イギリス https://www.rya.org.uk/racing/esailing
フランス
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/voile_virtuelle.as
p#gsc.tab=0
カナダ https://www.sailing.ca/eSailing/

オーストラリア
https://www.sailing.org.au/e-sailing/&quicklink=true/
イタリア
https://www.federvela.it/campionatoitalianoesailing.html
■各種報道
Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-12/QSHD61D
WX2PT01
L'equipue
https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-le-cio-envis
age-des-sports-virtuels-pour-les-jo-2028/1257730%F0%9F%A5%87

朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190901001481.html?i
ref=pc_photo_gallery_1

■おまけ
フランスの公立小学校で教育に使われる様子(FFVOILEより)
https://media.ffvoile.fr/efv/videos/31664/voile-a-lecole-episode-1-voile-virtuelle-hissez-les-voiles
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EVENT ＆ RACE SCHEDULE
イベント＆レース スケジュール

★ 以下の各催し物参加にはメンバー資格が必要です ★

Date

８/７-８
中止
8/15
8/21-22
８/28-29
９/11-12
９/25-26
10/９-10
10/16-17
10/23-24
10/30-31
11/20-23
2022/
2/10-13

Notice Of Race / Event Notice

九州選手権/福岡Ｆ 福岡県小戸ヨットハーバー

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

湘南カップ/材木座Ｆ

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

北信越選手権/諏訪湖Ｆ 諏訪湖ヨットハーバー沖

★☆

2日間のレースと簡単な表彰式のみ。車中泊可能。詳細は1ヶ月前までにオンラインにてお知らせ。

四国選手権/松山F

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

秋の北海道選手権/道東F 北海道網走市網走湖

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

北海道ラジアル選手権/屈斜路湖Ｆ 北海道弟子屈町屈斜路湖

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

全日本マスターズ選手権/境港Ｆ 鳥取県境港市境港公共マリーナ

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

関西選手権/和歌浦Ｆ 和歌山セーリングセンター

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

中国選手権/山口Ｆ 山口県秋穂CAPEHOUSE

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

秋の東北選手権/仙台F 仙台松島ヨットハーバー

★☆

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

2021Laser All Japan Championships/光F 山口県スポーツ交流村ヨットハーバー

★

漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

2022レーザーミッドウィンターレガッタ/唐津F 佐賀県ヨットハーバー
漸次webにて発表 http://www.laserjapan.org/

● セーリング競技規則2021-2024・日本セーリング連盟規程・レーザークラス規則・レースの公示、
(以上は帆走指示書による変更を除く)、および、帆走指示書が適用されます。
● ★＝各艇種別ランキング対象大会、☆＝All Japan Championshipsクオリファイ対象大会
● 内容は編集時のものです。詳細情報は問合せの上、ご確認ください。
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★☆

Date

Not ice Of Race / Event Not ice

７/23-31
８/７-14
８/20-27

2021 ILCA Radial Youth World Championships／ITALY, Arco
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/136

2021 ILCA 4.7 Youth World Championships／IRELAND, Dun Laoghaire
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/128

2021 ILCA Under-21 World Championships／POLAND, Gdynia (Moved from UK)
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/135

2021 ILCA Standard Men's World Championship／SPAIN, Barcelona

９/９-16
９/17-26
10/10-17
10/10-17

代表選手：瀬川和正（境港）、鈴木義弘（光）、竹内修祐（芦屋）
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/129

2021 ILCA Masters World Championships／SPAIN, Barcelona
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/130

2021 ILCA Radial Women's World Championship／USA, Shoreacres, Texas
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/126

2021 ILCA Radial Men's World Championship／USA, Shoreacres, Texas
https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-site/127

●内容は編集時のものです。最新情報は問合せの上、ご確認ください。

その他選考対象レース等
Date

Notice Of Race / Event Notice

９/22-26

国民体育大会／三重
三重県津市

★☆

● 内容は編集時のものです。詳細情報は問合せの上、ご確認ください。

エントリーフォーム

●切り取っ て、各地域の申込み担当者宛

受付№

メン バー

ｴﾝﾄﾘｰ費

1

2

( 住所・振込口座は上記）郵送してください。

レース委員会 様

申込日：

/

私は 国際 セー リン グ連盟 規則 、 日 本セー リン グ連 盟規 程、 クラスル ー ル 及び 帆走 指示書 を 守る 事を 誓 いま す 。

署名
月

日～

日の

にエントリー申込み致します。

申 請 中
Assn.№

使用リグ(レース公示参照)： スタンダード ・ ラジアル ・ ４.７

【当該年度払い込み済みのこと】

セイル№

スキッパー名

(男 ・ 女) ☎

所属フリート

(クルー名)

(男 ・ 女) ☎

住 所 〒
主催者扱
宿泊希望
●伝

言

YES ・ NO

月

日～

日の（ ）泊

男性
女性

名 エントリー料￥
、宿泊料￥
現金書留で同封・当日支払(ペナルティ込み)
名
指定口座へ 月
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日 振込済 ・ 振込予定

フリートみんなでレベルアップのチャンス！！
全国へコーチ派遣します。
2021 年度のコーチ派遣を４フリート（開催地）として計画しています。
下記地域の未実施フリートから受け付けます。
１ 北海道 ２ 東北 ３ 北信越 ４ その他 地域
開催に関するご相談、準備について等々、気軽にご連絡ください。
連絡先：ilcajpn-kyouka@cityfujisawa.ne.jp
担当 佐々木 日本レーザークラス協会 強化委員会
期

間

2021 年４月～2022 年３月

日

数

１回 ２日間

対

象

①各レーザーフリート
②レーザーでクラブ活動を行っている団体
（ただし申込は近隣フリート経由でお願いします）

参加資格

用

申込方法

お願い

ホストフリートでは以下の準備をお願いします。
①開催要項の作成（ひな形は提供します）
②参加者名簿の作成
③コーチボートの準備
④ミーティングルームの確保 他
⑤その他必要経費は参加費（フリート予算等）
でお願いします。

日本レーザークラス協会コーチ派遣 申込用紙
日本レーザークラス協会コーチ派遣に下記の内容にて申し込みます。

日本レーザークラス協会メンバー及び各フリートキャプ
テンが認めた選手

派遣コーチ 日本レーザークラス協会強化委員会および強化委員
会指名コーチを１名派遣します。
費

＊応募多数の場合は開催にかかる準備を強化委員会と調整した後決
定します。

派遣コーチの交通費、謝金、宿泊費は日本レーザー
クラス協会が負担します。

送付先 ： ilcajpn-kyouka@cityfujisawa.ne.jp
１．申込者氏名 ：
フリート名 ：
フリートキャプテン氏名 ：
担当者連絡先 ： 氏名
携帯
２．開催希望日

第１希望
第２希望
第３希望

月
月
月

E-mail
日 ～
日 ～
日 ～

３．参加艇種 ：
予想参加人数 ：
フリートメンバー以外の参加予定の有無
（○をつけてください）有り 無し
有りの場合は団体名 ：

必要事項を記入の上、
日本レーザークラス協会強化委員会宛
ilcajpn-kyouka@cityfujisawa.ne.jp
メールでお申し込み下さい。
ご希望の日程で派遣できない場合は可能な限り
調整します。

４．講習内容の希望
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月
月
月

日
日
日

CAPSIZE

３年目を過ぎた頃からは、当時のフリートキャプテンだった
故村上さんに引っ張られて遠征に度々出かけては、週末の大人
の遠足気分に浸っておりました。
そんな生活を楽しんでいましたが、ライフステージの変化に
伴い勤務地が変わったり、海外赴任（中国です）も経験したり
で、しばらくフリート活動から遠ざかっていました。日本に帰
国後は大阪勤務となったため、芦屋フリートに約４年間お世話
になりながら、関西の海でレーザーを楽しんでいました。
2019 年４月に鳥取へ帰郷し再び境港に顔を出すようになった
時は、レーザーワールドに向けて大変な時期でした。前キャプ
テンの井村さんがレーザーカフェの取りまとめ役として奮闘し
ておられ、私も他のメンバーと共にカフェメンバーの一員とし
て参加させていただきました。私にとって青天の霹靂の出来事
はここから……。
ワールドのレセプションで盛り上がる真っ只中、加藤会長と
徳丸マスターズ委員長から、2021 年に境港でマスターズ開催の
依頼がありました。すると井村キャプテンから私に「タニやん、
来年はキャプテン交代してマスターズを頼むよ～」と無茶ぶり
に近い指令。このような大役、私で務まるのか不安を覚えなが
らも、お酒で気が大きくなっていたせいもあり（判断力も低下
していたのか？）キャプテンを引き受けてしまいました。

みなさん、こんにちは。昨年度より約 30 年ぶりの再登板で境
港フリートのキャプテンを担当している谷口昭文です。現在は
コロナ禍の状況を心配しながらも 10 月の全日本マスターズに向
けて少しずつ準備を行っているところです。
私のヨットライフは、20 代半ば、勤務していた会社の社員寮
に貼り出された「ヨット体験試乗会」のポスターを見て面白そ
うだなぁと申し込んだことからスタートしました。その後も会
社の先輩に誘われて境港へ行くうちに、いつの間にか境港フリ
ートの一員となり、休日は海に出て楽しむようになりました。

境港フリートは、それまではしばらく活動も停滞していて、
殆ど海にレーザーが浮かんでいない状態でした。このワールド
を契機にメンバーも少しずつ集まり始めたので、まずはフリー
トレースを毎月第３日曜に開催し、近隣フリートにも声掛けを
しています。昨年度は、松江や岡山からも何回か参加いただき、
今までにはない 10 艇近くのレーザーが浮かぶこともありました。
観光のついでに、手ぶらでハーバーに来られてもチャーター艇
は用意できるので、山陰にお立ち寄りの際は是非ご連絡くださ
い。また、フリートメンバーの LINE グループも作り情報共有し
あい、日々フリートの活性化に取り組んでいます。
10 月は日本海の風と波が気持ち良い季節です。全国のマスタ
ーズとレディースセーラー皆様のお越しを境港フリート一同心
よりお待ちしています。
コロナが収まっていれば、美味しいカニもたっぷり用意する
つもりですよ～！！
（境港フリート 谷口昭文）
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Sponsors
......Laser on the INTERNET......
日本レーザークラス協会ホームページ
http://www.laserjapan.org
日本レーザークラス協会ホームページは協会と各委員会
からのオフィシャルな広報をはじめ、レガッタの案内から
レーザーNews のバックナンバーまでさまざまな情報を見る
ことが出来ます。

レーザーＥメイルリスト
全国のレーザーセイラーが情報や話題を交換するオープン
なメイリングリストです。
参加登録は協会ＨＰ http://www.laserjapan.org
表紙右上「レーザーメーリングリストへの参加」からお名前、メー
ルアドレスを入力後、参加ボタンを押して下さい。

国際レーザークラス協会（ILCA）ホームページ
http://www.laserinternational.org
国際レース情報やクラスルール、各国の活動などレーザー
に関する世界中の最新情報がここに集まります。

2020 東京オリンピック・パラリンピックの開催まであと
数週間になってしまった。新型コロナウイルス感染症蔓延
のため、１年延期されての開催であるが、開催する以上は
成功裏に終わって欲しいものである。
前回の東京オリンピックは、1964 年に開催されたが、明
確に記憶に残っているのは、開会式、閉会式、マラソンの
円谷幸吉選手と英ヒートリー選手とのデッドヒート、大松
博文監督率いる女子バレーボールチーム「東洋の魔女」の
金メダル、男子体操の遠藤幸雄選手の個人総合優勝等であ
る。日本アマチュアレスリング協会八田一郎会長の「八田
イズム」で鍛えられた男子レスリングも５個の金メダルを
取った。
残念ながらヨット競技（当時は、セーリング競技とは呼
んでいなかった。）についてはほとんど記憶にない。テレ
ビ中継もなかっただろうし、ニュースでもそれほど取り上
げられなかったのではないかと思われる。
今回の東京オリンピックでは、レーザークラスに南里研
二選手、レーザーラジアルクラスに土居愛実選手が出場す
る。レース海域は、前回と同じ江の島沖である。両名の活
躍を祈るばかりである。
（ニュース委員長 重松貴）
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