
 
2022 年 10 月 14 日  

公益財団法人  日本セーリング連盟  

 

470 級世界選手権大会  10 月 21 日開幕  

パリ五輪から採用の男女混合種目に日本から 4 チームが出場  

 
10 月 21 日〜29 日、地中海に面したイスラエルのスドット・ヤム（Sdot Yam）にて、
2022 年 470 級世界選手権大会が開催され、日本から 4 チームが参加します。来年から
始まるオリンピック選考に向けて試金石となる大会です。  

 

オリンピック・セーリング競技の 470 級は、アトランタ 1996 大会（女子銀メダル：重

由美子／木下アリーシア組）、アテネ 2004 大会（男子銅メダル：関一人／轟賢二郎組）と

過去 2 大会でメダルを獲得している日本が得意とする種目です。東京 2020 大会までは男

女別の種目でしたが、パリ 2024 大会からは男女混合のミックス種目として行われます。  

ミックス種目の場合、男子、女子のどちらがスキッパー、クルーを務めてもよいことに

なっているため、役割分担も戦略のひとつで、各チームがどう戦うか注目です。  

 
【大会概要】  

 

大会名：470 級世界選手権大会  

開催地：イスラエル  ストッド・ヤム（Stod Yam, Israel）  

日  程：10 月 21 日     受付・計測  

    10 月 22 日     受付・計測  

    10 月 23 日     受付・計測  練習レース  開会式  

    10 月 24〜25 日  予選シリーズ  

    10 月 26〜28 日  予選・決勝シリーズ  

    10 月 29 日    決勝シリーズ  メダルレース（上位 10 艇）  表彰式   

大会公式サイト：2022 470 World Champion Ships 

https://2022worlds.470.org/en/default/races/race


 
 

【参加日本選手プロフィール】  
※大会エントリー順  

 
磯崎哲也／関友里恵  
所属：  ヤマハセーリングチーム’Revs’ 

磯崎哲也（いそざきてつや）  

スキッパー  1992 年 4 月生まれ  茨城県出身  

2022 年 470 級全日本選手権大会優勝（クルー・外薗潤平）  

2018 年アジア大会 470 級男子優勝（クルー・高柳彬）  

2018 年 470 級世界選手権大会男子 2 位（クルー・高柳彬）  

 関友里恵（せきゆりえ）  

 クルー  1994 年 4 月生まれ  香川県出身  

2017 年 470 級全日本選手権大会女子優勝（スキッパー・宇田川真乃）  

2015 年全日本学生女子ヨット選手権大会優勝  

2014 年全日本学生女子ヨット選手権大会優勝  

 

高山大智／盛田冬華  
所属：  ヤマハセーリングチーム’Revs’ 

高山大智（たかやまだいち）  

スキッパー  1998 年 1 月生まれ  大分県出身  

2017 年 470 級ジュニア世界選手権大会男子 3 位（クルー・木村直矢）  

2015 年 420 級世界選手権大会男子優勝  

盛田冬華（もりたふゆか）  

クルー  1999 年 2 月生まれ  千葉県出身  

2020 年全日本女子学生ヨット選手権大会優勝  

 

吉田愛／木村直矢  

所属：  CABC’S グループ（吉田愛）、ピアソンマリンジャパン（木村直矢）  

 吉田愛（よしだあい）  

 スキッパー  1980 年 11 月生まれ  神奈川県出身  

 2021 年東京五輪 470 級女子 7 位入賞（クルー・吉岡美帆）  

 2019 年 470 級世界選手権大会女子 2 位（クルー・吉岡美帆）  

 2018 年アジア大会 470 級女子優勝（クルー・吉岡美帆）  

2018 年 470 級世界選手権大会女子優勝（クルー・吉岡美帆）  



 
 

2016 年リオ五輪 470 級女子 5 位入賞（クルー・吉岡美帆）  

2012 年ロンドン五輪 470 級女子代表（クルー・田畑和歌子）  

2010 年アジア大会 470 級女子優勝（クルー・田畑和歌子）  

2008 年北京五輪 470 級女子代表（クルー・鎌田奈緒子）  

2006 年アジア大会 470 級女子優勝（クルー・鎌田奈緒子）  

 2006 年 470 級世界選手権大会女子 2 位（クルー・鎌田奈緒子）  

 木村直矢（きむらなおや）  

1995 年 11 月生まれ  茨城県出身  

2017 年 470 級ジュニア世界選手権大会男子 3 位（スキッパー・高山大智）  

2016 年 470 級ジュニア世界選手権大会男子優勝（スキッパー・岡田奎樹）  

 

岡田奎樹／吉岡美帆  
所属：トヨタ自動車東日本（岡田奎樹）、ベネッセホールティングス（吉岡美帆）  

 岡田奎樹（おかだけいじゅ）  
 1995 年 12 月生まれ  福岡県出身  

 2021 年 470 級全日本選手権大会優勝（クルー・吉岡美帆）  

2021 年東京五輪 470 級男子 7 位入賞（クルー・外薗潤平）  

 2016 年 470 級ジュニア世界選手権大会男子優勝（クルー・木村直矢）  

吉岡美帆（よしおかみほ）  
1990 年 8 月生まれ  広島県出身  

2021 年 470 級全日本選手権大会優勝（スキッパー・岡田奎樹）  

2021 年東京五輪 470 級女子 7 位入賞（スキッパー・吉田愛）  

 2019 年 470 級世界選手権大会女子 2 位（スキッパー・吉田愛）  

 2018 年アジア大会 470 級女子優勝（スキッパー・吉田愛）  

2018 年 470 級世界選手権大会女子優勝（スキッパー・吉田愛）  

2016 年リオ五輪 470 級女子 5 位入賞（スキッパー・吉田愛）  

 

※パリ五輪セーリング競技は来年、2023 年から国枠獲得大会がスタートします。  

 
 

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】  
 

日本セーリング連盟広報委員会 Email: kohou@jsaf.or.jp 
https://www.jsaf.or.jp/  http://jsaf-osc.jp/ 

https://www.jsaf.or.jp/
http://jsaf-osc.jp/

