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９月２２日（日）２３日（月）の２日間に渡り，ＩＯＭ ＮＣＡ ＪＰＮ主催の 2019 年の第３回競技会が開催

されました。 

この競技会に参加しましたのでレポートを送ります。 

 

競技会場は、静岡県磐田市の天竜川河口近く、竜洋Ｂ＆Ｇ海洋センターがある「しおさい湖です」。天竜川の水

を上流から引き込んでいますが、水門を通して太平洋につながる湖で、海の干満により海水が流入する汽水湖で

す。ただ、塩分濃度はかなり低く、堤防の向こうは海というロケーションのため、風が安定し、RC ヨット競技

には絶好の湖です。また、竜洋Ｂ＆Ｇ海洋センターのご厚意により、桟橋の使用、艇庫でのレース艇の保管，芝

生面の使用等の厚遇を受け、レースには絶好の環境となっています。 

竜洋Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、海洋クラブというスクールの活動があり、カヌー，ヨット，SUP 等のマリンス

ポーツのスクール活動が行われています。しおさい湖で行われるマリンスポーツ以外にも、プール，テニス，野

球グランドから多目的広場、遊具や散策もできる広大な公園で、我々が行く日曜日等は、多くの利用者で賑わっ

ています。 

 また、東は、西日本では人気ナンバーワンである、竜洋海洋公園オートキャンプ場が隣接しています。参加選

手の宿泊所として、当キャンプ場のコテージを利用しますが、オートキャンプサイトは大きなテントのファミリ

ーキャンパーで賑わっています。今回は台風の影響による雨予報だったため、フリーキャンプサイトはキャンプ

シーズンにも関わらず、空きがある状況でした。 

 

 競技会に参加するに当たり、私が所有する TINTO は強風時水漏れが多く、RC 関係メカのトラブルで完走で

きないことが考えられました。NCA 会長平尾氏のご厚意により同氏が所有するイタリアの TITAN を貸し出して

いただけることとなり、参加することとなった。ただ、リグが間に合わないとのことで、手持ちのリグの中から

取り付けられるものを細工して、取り付けることとしました。 

 現有艇のリグはオンデッキマストであるので、現在一般的である TITAN のスルーデッキマストシステムには

合いません。以前自作艇で使用していた自作のリグを引っ張り出し、何とか TITAN に取り付ける算段を考えま

したが、この古いリグを使用したことが、後のトラブルにつながる結果となっていしまいました。 

 

 平尾氏は遠方であるため、競技会前日２１日（土）しか、ハルにマストを合わせる日がなく、土曜日に会場で

ある竜洋Ｂ＆Ｇ海洋センターに集合です。２１日は競技会前日であるにもかかわらず、午前中から競技会参加者

の半数である 7 名が集合し、各自思い思いに自艇の調整にいそしみます。 

 私は、初めて目にする艇に、まずはＡリグから合わせます。私が用意したマストは幸いスルーデッキ部の長さ

は調整しなくとも取り付けでき、シートの取りまわし等、細部の調整で取り付けることはできました。しかし、

他の参加者の最新のリグと比べると、旧態依然としている構成であることは否めません。 

 ２１日は、台風１１号はまだ遠方にあり、この地域としては珍しい東風でやや強めではあるが、A リグで走る

コンディションでした。 

 各選手調整にいそしむ中、TITAN でＡリグは試走まで行い、何とか、他の艇に近いスピードで走ることを確

認することはできました。船外機がまだ届かないため、平尾会長自ら手漕ぎでボートを操作し、マークを打ち、

模擬レースが始まりました。 

私は、残るＢリグの改造と、サイドステーの強度 UP の改良と、競技会の幹事として賞品の用意もしなければな

らず、他の選手達が模擬レースを始めたタイミングで自宅に戻ることにしました。競技会当日の幹事としての準

備を完了した後、まずＢリグ取り付け改造完了後、夜中までサイドステーの強度アップ部品作成に取り組みまし



たが、時間切れで断念することとなりました。 

 

 NCA の IOM 競技会だが、JSAF から、審判資格のある落合氏に競技委員長を依頼し、毎回本格的なレースの

開催に努力しています。 

 競技会本番の２２日２３日は、台風１７号が西日本から日本海側を通過していくタイミングとなり、会場の磐

田市竜洋も強風域に入ることが考えられ、直前の予報では雨も予測されていましたが、RC ヨットはもともと防

水構造であるため、雨での中止は考えていません。また、風力も強風域程度の風では、セール面積を小さくする

ことで対応できるため、警報が発令されなければ、中止することは考えていません。 

 

 

 大会当日の２２日は参加選手は朝早くから参集しています。今大会は１２名の参加です。 

２２日は風が東 水面に向かって左から吹いています。台風の位置が昨日より少し近づいたこともあり、昨日と

は異なり風はＢリグ（A リグより面積の小さな２番目のセール）の風となっています。 

このため、本部のタープテントも、風上の立木にしっかりガイロープを取ります。レース水面もやや大きな波が

立っています。 

国内の各フリートでは、Ｂリグを使用するコンディションは珍しく、各選手使用経験の少ないＢリグと、波の立

つ水面に、やや緊張気味と見受けられます。 

受け付けは予定時間の９：００より早く、多くの選手が到着したことから、受付時間は８：３０からと繰り上げ

です。全艇、重量チェックと計測書の確認を行います。 

 

参加艇は Britpop２艇，Kantun２ ３艇，V10，V9，Akzion，TITAN，と海外艇が並び、自作で艇を供給する

セール No.３２ 岡田選手が Slime３の自作艇，セール No.０７鳥居選手がその岡田選手から供給を受けた Slime

２、 

セール No.０７川本選手は完全な自作艇というバラエティーに富んだ参加艇となりました。 

レースは全艇Ｂリグでのスタートとなりました。 

やや大きめの波の立つ中、風の強さとしては、ＩＯＭ艇の性能を存分に発揮できるコンディションで、スピード

に乗って走っていきます。 

第１レースはランキング首位のセール No.５９Britpop の平尾選手が、このようなコンディションにも慣れてい

ることから、経験の違いを見せつけ、大きなリードをつけて首位をとり、まずリードします。 

２位は、最近艇を変更したというセール No.６４Kantun２の池松選手がつけます。。この艇でＢリグで走るのは

初めてだとのことですが、見事な走りです。 

同じく Kantun２を駆るいつも上位でフィニッシュする、セール No.４５地濱選手は５位とやや出遅れます。 

いつもは風の強いときに強さを発揮するセール No.３２Slime３岡田選手は、レース開始直前にメカトラブルが

発生し、出走することができず、ＤＮＳとなってしまい最初からいきなり１３点をもらいました。 

 

第２レースでは、新しい艇でのＢリグでのレースは初めてと言っていたセール No.６４池松選手が見事にトップ

をとります。セール No.５９平尾選手は、このレースミスがあったのか５位という結果に終わり、池松選手が逆

転して首位に立ちます。第１，第２レースで３位と安定した走りを見せるセール No.１０Ｖ９の松村選手が平尾

選手に並びます。セール No.４５地濱選手は２位に入り調子を取り戻します。地濱選手は、実艇４７０級であの

小松選手のクルーとして戦った選手で、少し他の選手とは違った走りを見せます。何かで遅れてもそのままズル

ズルと下位に沈まず、フィニッシュまでには、順位を上げてくるような強さがあります。 

 



第３レースではセール No.１０松村選手がトラブルで DNF となってしまい、１３点の大きな点をもらってしま

い、トップ争いから、後れを取ります。セール No.６４池松選手は４位と何とか粘って総得点で首位をキープし

ますが、セール No.５９平尾選手，セール No.４５地濱選手との点差はわずかに１点と、大接戦です。 

 

昨日までの雨予報は薄れ、競技会１日目は雨の降らないコンディションでのレースができる希望も見えてきまし

た。 

 

 

第４レースから第６レースまでは、セール No.５９平尾選手が快調に連続トップフィニッシュし首位に立つ。，

セール No.４５地濱選手が連続２位フィニッシュで追いすがる。ここでセール No.６４池松選手が第６レースで

トラブルのため DNF となってしまい１３点と大きな点をもらいやや遅れをとります。ただ、カットレースとい

うシステムがあるので、６レースで最悪点の１レースをカット，１２レースで最悪から２レースをカットするた

め、これから先は総得点だけでは順位が決まらないことになります。 

 

 第７レースから第９レースでは、セール No.４５地濱選手が３位，１位，３位と安定した結果を残したのに対

し、セール No.５９平尾選手は第７レース９位，第８レース７位と順位を落としたため、第９レースではトップ

フィニッシュしたものの、総得点ではセール No.４５地濱選手が逆転して首位に立ち，セール No.５９平尾選手

が２位に順位を落とす。 

 

 １日目最終レースとなった第１０レースでは、セール No.５９平尾選手が第９レースに続いてトップを走りま

す。これを追走するのが、まだレース経験は浅いというセール No.２９Kantun２の深江選手。第２下りレグで

は見事な走りで、一時はセール No.５９平尾選手を逆転したかに見えるほどの追い上げを見せましたが、セール

No.５９平尾選手がトップフィニッシュ、セールNo.２９深江選手は３位に大きく差をつけて２位フィニッシュ。

セール No.２９深江選手は第３レースでも、セール No.５９平尾選手に次いで３位フィニッシュしており、今回

の競技会では、Kantun２の好走が目立ちます。セール No.４５地濱選手は５位とやや順位を落としました。セ

ール No.６４池松選手は２回目の DNF となり、大きな点を積み上げる結果となってしまいました。堅実なレー

ス運びをしてきたセール No.１０松村選手は４位と堅実な結果を刻みます。 

 

 １日目は、トップフィニッシュ回数は少なかったものの、毎回上位という結果を残す地濱選手が KANTUN２

で着実に高順位を刻んで総得点では首位。１０レース中６レースでトップフィニッシュしましたが、大きく順位

を落とすレースもあったセール No.５９平尾選手は総得点では２位。堅実なレース運びで、DNF 等最大加点の

なかったをセール No.１３Britpop の室川選手が総得点では３位。第３レースで DNF を喫した他は点数を抑え

てきたセール No.１０松村選手が４位，２回の DNF で大きく加点してしまったセール No.６４池松選手が第１

０レースの DNF でセール No.１３とセール No.１０に抜かれて総得点では５位となっています。 

 

 ただ、カットレースシステムにより、最悪順位の悪かったセール No.５９平尾選手が１レースカットでは首位、

１日目の全レースを通して、大きく順位を下げたレースのなかったセール No.４５地濱選手が、逆にカット点数

が小さく１レースカットでは２位となっています。 

 

 結局、レース中は幸い 雨に降られることがなく強めの安定した風と相まって良いコンディションでのレース

を、楽しむことができました。雨は夕食に向かう際に少し雨が降るにとどまりました。 

 



 Kantun２で光る走りを見せたセール No.２９深江選手は１日のみの参加で、残念ながら明日はレース参戦し

ないこととなります。 

 

 この強風でのレースを見ていると、波の立つ水面を、最新のハルの艇は見事に切り裂いて走り抜けていくよう

に見えます。 

 

 自分といえば、この日３レースを走ったところで、自作のＢリグのグースネック部分の接着が剥がれ、再接着

を試みたものの、グースネックの軸芯がマスト軸心からずれてしまい万事休す、レース続行が不可となりました。 

 

 その晩の懇親会では、食事後室川選手からの質問により、熱心なルールの勉強会となりました。各選手熱心に

議論に参加し、競技委員長としてご参加いただいた落合氏にレースにおけるケースの状況解説をいただき、ルー

ル解釈の共通認識作りに役立ちました。 

 テーマは、スタート前の位置取りにおける優先権に関するもの、ケースの発生場所である、マーク回航時の艇

の動きによる優先権に関するもので、白熱した議論が、会場時間いっぱいまで続けられました。 

 

 コテージに戻った後は、日本における模型ヨットの問題と対応について、議論が続きました。 

 

 ２日目は、台風が未明に日本海まで達したため、風が南西寄りに振れ、昨日とは大きくコースが変わりました。 

 朝食後、すぐに本部設営し準備に掛かります。前日と同様ガイロープをしっかり取るのはもちろんですが、テ

ントは１張りとしました。また、今日は雨が降る予報のため、雨対策のビニールカバーも設定します。マークブ

イの打ち直し等やはり時間を取られ、やや予定時間を過ぎて競技開始となりました。 

 １日目だけ参加の２名が抜け、自分も参加できない状態となったため、９艇でのレースです。それでも時折ケ

ースが発生し、航路権を主張する声、プロテストの声が響きます。 

 

 ２日目の競技が始まり、第１１，第１２レースとセール No.５９平尾選手が連続トップフィニッシュを決め、

総得点でも首位に立ち、差を広げにかかります。これに対し第１１レースから１３レースまで２位フィニッシュ

と好走して追いかけるのがセール No.６４池松選手。いつもは上位争いに加わるセール No.３２岡田選手は今回

トラブルが多く、２日目第１レースも DNS での始まりとなってしまいました。 

 

 第１４レース，第１５レースとセール No.６４池松選手はトップフィニッシュを決め、その後連続３レースも

２位フィニッシュと追い上げます。 

 

 この日の、各艇の動きを見ていると、昨日のルール勉強会による共通認識が少し深まったように、紳士的なや

り取りをしているような印象を受けたのは、気のせいでしょうか。 

 

 首位のセール No.５９平尾選手は第１７レースこそメカトラブルの修復に手間取り８位フィニッシュと順位を

落としたものの、第１８，１９と連続トップフィニッシュし、総得点でも首位を譲りません。セール No.４５地

濱選手は、大きく順位を落とすことはないものの、最高順位は３位で、首位との点差を詰めることができず、逆

に２日目開始時点で２６点あったセール No.６４池松選手との差が１１点と縮まります。 

 昨日より、少し風が強まったこともあり、途中Ｃリグに交換する選手も見られます。そんな中、１日目総得点

で４位だったセール No.１０松村選手は、なんと第１３レースで帆走中にキールが脱落してしまうというトラブ

ルに見舞われ万事休す、以降のレースから離脱することとなりました。 



 雨予報があったにも関わらず降雨はなく、ときには強烈な太陽が照り付けます。そんなとき、昼前に海の方に

怪しげな雲が見えたと思うと、昼直前のレースの途中で急に雨が降り出し、あっというまにびしょぬれです。し

かし、変化の早い天候で、雨は短時間で済み本部の記録紙も無事に済みました。 

 

 セール No.１３室川選手は相変わらず堅実なレースを展開しますが、セール No.６４池松選手には逆転を許し、

点差が徐々に開いて行きます。 

 そんな中、たまたま風速が落ちたコンディションとなったレースでは、上位を走る艇の様子がそれまでのレー

スと異なるという状況が見られ、コンディションによって船型，トリム等の最適解が異なることを、垣間見るこ

とができました。 

 

 セール No.５９平尾選手は第２０レースでは第６位とやや順位を落としたものの、第２１，２２レースを連続

トップフィニッシュで締めくくりました。セール No.４５地濱選手は、大崩れこそないものの、２日目はやや調

子が上がらないようで、他艇とのインシデントも見られ、トップフィニッシュのないまま、終了しました。セー

ル No.６４池松選手は２日目は第１９レースを除いてトップか２位フィニッシュと見事な走りを見せて、第２１

レース終了時点ではセール No.４５地濱選手との総得点上の差はわずか５点まで迫りました。最終第２２レース

こそ、スタート直前に発生したトラブルの修復が叶わず、DNS でレースを終えました。 

 

 ２日目の最終レースは１５：００前スタートのレースまでとしましたが、２日目は１２レースを実施し、２日

間合計で２２レースでの争いとなりました。 

 トップのセール No５９平尾選手は、たまに順位を落とすレースもありますが、総得点でも２日の第１レース

から首位をキープし見事に優勝しました。 

 ２位は、２日目に見事な追い上げを見せたセール No.６４池松選手。最大得点１３点を３回も被りましたが、

カットレース数３となったことでこの３回の１３点はすべてカットとなり、カット後の点数でセール No.４５地

濱選手を逆転し２位。トップとの得点差４点。 

 ３位はセール No.４５地濱選手。２日目にやや調子を落としても大崩れがなく総得点では２位でしたが、３レ

ースカットの結果２位との得点差６で３位。 

 ４位は堅実なレース運びのセール No.１３室川選手、３位との得点差８点。 

という結果となりました。 

 

 台風の影響で、降雨予報もあった中、結果的には１日目の競技中は雨が降らず、２日目に短時間の降雨があっ

たのみで、風も含め非常に良いコンディションでの競技会でした。表彰式では競技委員長から成績発表を行い、

上位３名に、賞品が授与されて IOM NCA の 2019 年第 3 回競技会は閉幕となりました。 

 海に近い今回の会場では２日間安定した風が吹き、各選手レースを堪能したように見受けられました。この風

のコンディションのレースを観ていると、このようなコンディションの下でヒートマネージメントシステムを採

用するくらいの参加艇数で、レースができたら、さらに楽しい競技会になるだろうなと感じた次第です。懇親会

での白熱したルール論議を含め、非常に充実した競技会となったと思います。 

 

 

 


