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アジア選手権シンボルマーク【拡大】
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江江江江ノノノノ島島島島でででで9999月開催月開催月開催月開催

まずは無料体験レッスンから【産経オンライン英会話】[PR]

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会(以下 スポーツ振興

協会)が運営する総合型地域スポーツクラブ 江ノ島ちょっとヨットビ

ーチクラブ(以下 ちょっとヨット、URL： http://www.coco-bea.com/ )

は、特定非営利活動法人日本ウインドサーフィン協会(URL： 

http://www.jw-a.org/ )、全日本学生ボードセイリング連盟(URL： 

http://www.jubf.org/ )と共同主催で、2020年東京オリンピックにおけ

る正式種目であるセーリング競技のボードセーリング種目(以下 ウ

インドサーフィン)の「2015ウインドサーフィンアジア選手権」(以下 本

大会)を、9月26日(土)から10月4日(日)にかけてセーリングスポーツ

とマリンスポーツのメッカである神奈川県片瀬海岸東浜と江ノ島ヨッ

トハーバーにて開催致します。

また、この自国開催である本大会に派遣する選手を認定する西日

本大会の「大阪北港オープン」を大阪北港マリーナにて5月9日(土)と

5月10日(日)の2日間、東日本大会の「江ノ島オープン」を藤沢市片

瀬海岸東浜にて5月23日(土)と5月24日(日)の2日間で開催すること

と、主催者は本大会のスポンサー企業、個人スポンサーの募集を開始することを同時発表いたし

ます。

大会URL： http://asia.beachsports.jp/

■「2015ウインドサーフィンアジア選手権」について

本大会は2020年東京オリンピックの正式種目であるウインドサーフィンの正式艇種であるRS:Xク

ラス(以下 RSXクラス)と、ウインドサーフィンの中でも世界的に競技人口が多く、ユースオリンピッ

クの正式艇種に採用され、日本においても大学体育会の正式艇種に採用されているテクノ293ク

ラスを中心とした競技を行う、アジア圏からハイレベルなアスリート達が集まる国際大会です。

その中でも、テクノ293クラスは、小学生から参加できるナショナルテクノU15クラスとジュニア、ユ

ース層を対象としたU-15(15歳未満のクラス)、U-17(17歳未満のクラス)、大学生、社会人を対象と

したA-17(17歳以上のクラス)、テクノ293プラスクラス(8.5m2のセールを利用したアスリートクラス)

の、小学生からトップアスリートまでが参加できる世界的に普及しているウインドサーフィンのクラ

スのため、アジア圏内の各国からのみならず、日本国内のジュニア選手たちにもチャンスのある

種目となっています。

また、本大会は2020年東京オリンピックのセーリング競技の開催候補地の一つである神奈川県

藤沢市の江ノ島にて開催予定であり、東京オリンピックの開催決定後、セーリング競技において

は国内で最初のオリンピック正式種目の国際大会とあって、地元の関心度も高まっております。
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なお、注目すべきところは、本大会へのテクノ293クラス、テクノ293プラスクラスの派遣選手を認定

する大会(以下 派遣認定大会)を、西日本では2014年大阪市より完全民営化されたことで注目度

の高い大阪北港マリーナ、東日本では本大会を開催する江ノ島の片瀬海岸東浜にある江ノ島ち

ょっとヨットビーチハウスの2か所別日程で開催するところです。

これは、約10年ぶりに国内にて開催される国際大会に一人でも多くの選手が参加できるよう、自

国開催のメリットを最大に生かし東西の会場で派遣認定大会を開催することで、国内に点在する

ウインドサーフィンの拠点で活動する選手たちにエントリーしやすい環境を主催者が用意したもの

です。

また、派遣認定大会では、東西の大会でそれぞれ、テクノ293クラスで男性3名、女性2名、テクノ

293プラスクラスで男性3名、女性2名の10名の選手を大会への派遣を認定し、合計で20名の派遣

選手団を形成します。

この選手たちには、ボールペンでおなじみのフランスのBiC社のスポーツ部門であるBiCスポーツ

ジャパン(URL： http://www.bicsport.com )とオランダのマリンスポーツウェアブランドのマジックマ

リンジャパン(URL： http://www.magicmarine.jp )が共同で、チームウェアの提供や派遣選手の合

同強化練習会などの開催などを行い、チームをサポートし、なおかつ、現在国内で活動する選手

が少ないテクノ293プラスクラスにおいては、東西の大会の上位各20名にテクノ293プラスクラスの

用具一式を9月のアジア選手権本戦までの間、無料貸し出しを行い、国内でのテクノ293プラスク

ラスの普及を促進してまいります。

■大会主催者のねらい

大会主催者は、現在低迷している日本のセーリングスポーツ界を、2020年東京オリンピック開催

によるスポーツへの関心の高まりに乗じ、同スポーツの中心地である湘南江ノ島にて、国内では

約10年ぶりとなるウインドサーフィンの国際大会を開催することで、青少年、アスリート育成、選手

強化につながることだけにとどまらず、同スポーツ界全体のイメージアップと活性化をねらい本大

会を開催します。

さらに、本大会につながる派遣認定大会を、湘南と大阪の東西の同スポーツでは注目度の高い

会場と海域を選び、学生を中心とした若く、新しく、さわやかな、そして青少年たちのあこがれの対

象となるようなマリンスポーツの文化と教育の発信を狙い開催します。

また、国際色豊かで、さわやかなマリンスポーツの大会を各会場で開催することで、その地域の

マリンスポーツの文化を全国に発信し、地域密着の地域に根ざした地域活性化事業としてその後

も定着させていく予定です。

■「大阪北港オープン」

2015ウインドサーフィンアジア選手権派遣認定レース西日本と大阪北港マリーナについて

日程： 5月9日(土)～5月10日(日)

会場： 大阪北港マリーナ

大阪府大阪市此花区常吉2-13-18

会場URL( http://www.hokkomarina.com/ )

TEL ： 06-4400-5194

大会公示(案)： http://asia.beachsports.jp/images/hokkoNOR.pdf

エントリー ： http://asia.beachsports.jp/entry/oosaka/

大阪北港オープンは2014年4月に大阪市から民営化された大阪北港マリーナ(旧大阪北港ヨット

ハーバー)にて5月9日(土)、5月10日(日)の2日間開催されます。

大阪北港マリーナセーリングゾーンは淀川の河口に位置し常に安定した風が吹く絶好のゲレンデ

でありながら、大阪市営時代はヨットのみの利用に限定されていたため、ウインドサーフィンの乗

り入れは禁止されていました。

しかし、今回の民営化により、ウインドサーフィンやSUP(スタンドアップパドル)、カヤック等のマリ

ンスポーツの乗り入れならびに大会開催や、さらに、モーターボートの乗り入れも可能になり、今

回の大会開催となりました。

マーケットマーケットマーケットマーケット情報情報情報情報

日本のために今～エネルギーを考える～

女子アナが江本・小早川に突撃取材！

【ビギナー女子がポタリング！】

折り畳み自転車「ダホン」で行く東

京スカイツリー 寄り道して下町グ

ルメも堪能

注目注目注目注目ニュースニュースニュースニュース

「妖怪ウォッチ」海外展開へ まず米で…

今年の本屋大賞は上橋菜穂子さんの「鹿…

日産がＳＵＶ「エクストレイル」にＨＶ…

吉野家がスマホで牛丼予約サービス １…

開業した北陸新幹線、グランクラスは「…

六本木ヒルズに時代劇スタジオ開設 グ…

04月07日 21:39 更新

日経平均 19640.54 ▲242.56

ＴＯＰＩＸ 1578.55 ▲17.84

円/米ドル 相場 （BID） 120.19 （ASK） 120.24

２０１３グッドデザイン賞受賞薄い財布

鍵を無くさない、見つかるキーホルダー

奇跡の芋を使った幻の焼酎『一天四海』

富士山の伏流水から 鮮度の高いビール

自転車を楽しみつくせ!!

2/5 ページ

2015/04/07http://www.sankeibiz.jp/business/news/150407/prl1504071008015-n1.htm



全国的に見ても上記のような複合的にマリンスポーツが実施できるマリーナは珍しく、今後も民間

マリーナとして新たな取り組みが行われる注目の都市型マリンレジャー施設です。

大会主催者とマリーナは、今回の大会の開催により、新たなマリーナの可能性と新たなセーリン

グゾーンの活用と将来にわたるマリーナの活性化を新しいモデルとして全国に向けて情報発信

し、今後のマリーナ発展に結び付けてまいります。

なお、ウインドサーフィン関係者にとっては、都心よりすぐの場所に新たな風の安定したゲレンデ

が登場したこととなり、競技人口、愛好者の増加が期待されます。

■「江ノ島オープン」

2015ウインドサーフィンアジア選手権派遣認定レース東日本と江ノ島片瀬海岸東浜について

日程： 5月23日(土)～5月24日(日)

会場： 藤沢市片瀬海岸東浜

江ノ島ちょっとヨットビーチハウス

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4

会場URL( http://www.chotto-yacht.com/ )

TEL： 0120-935-121

大会公示(案)： http://asia.beachsports.jp/images/enoshimaNOR.pdf

エントリー ： http://asia.beachsports.jp/entry/enoshima/

江ノ島オープンは2020年東京オリンピックのセーリングの会場の候補の一つである江ノ島、片瀬

海岸東浜で5月23日(土)、5月24日(日)の2日間開催されます。受付会場は、片瀬海岸東浜にある

総合型地域スポーツクラブ 江ノ島ちょっとヨットビーチクラブの活動拠点である江ノ島ちょっとヨッ

トビーチハウスとなります。

また、江ノ島海域は前述の通り東京オリンピックのセーリングの会場候補の一つであり、今回の

大会とアジア選手権の開催により会場選定に可能性を生むことができるのではないかと地域に

おいても関心が高まっています。

なお、現在の江ノ島地域はセーリングのレースが国内では最も多く行われている海域でありなが

ら、久しぶりの国際大会の開催となり、さらに、今回の大会がその派遣認定レースということで注

目度が高く、これによる今後のセーリング競技人口、マリンスポーツ愛好家の増加が期待されま

す。

■開催概要(予定)

・本戦大会名

2015ウインドサーフィンアジア選手権

・共同主催

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

(総合型地域スポーツクラブ 江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ)

特定非営利法人日本ウインドサーフィン協会

全日本学生ボードセイリング連盟

・後援

神奈川県

神奈川県教育委員会

藤沢市

株式会社湘南なぎさパーク

・期日

2015年9月26日(土)～10月4日(日)

・会場

競技海面 ：藤沢市片瀬海岸東浜沖

開会式、閉会式：藤沢市片瀬海岸東浜
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受付 ：江ノ島ちょっとヨットビーチハウス

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4

会場URL( http://www.chotto-yacht.com/ )

運営本部 ：江ノ島ヨットハーバー

・競技種目

ウインドサーフィン競技

RS:Xクラス／テクノ293クラス／テクノ293プラスクラス／

ナショナルテクノU15クラス

■団体概要

名称 ： 一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4

代表者 ： 会長 荻野 禎武

代表理事 松尾 省三

設立 ： 2012年1月

事業内容： 総合型地域スポーツクラブの運営、

ジュニアスポーツクラブの運営、

砂浜環境の保全事業、スポーツ教室、スポーツ大会の開催

URL ： http://www.coco-bea.com/

名称 ： 総合型地域スポーツクラブ 江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ

所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4

代表者 ： クラブ会長 林 幹雄

クラブ副会長 松尾 省三

設立 ： 2013年6月

事業内容： ヨット、ウィンドサーフィン、SUP、サーフィン、カヤック、

ビーチバレー、ヨガ、ノルディックウォーキングなどの

ビーチスポーツ教室、大会の開催ならびに普及振興

URL ： http://www.coco-bea.com/

プレスリリース詳細へ 提供：@Press
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