「ASAF Sailing Cup

JSAF Enoshima Olympic Week 2022」の開催を心よりお祝い申し上げます。本大会は、

1964 年東京オリンピックヨット競技江の島開催を記念して、海外からの選手も参加できる国際レースとして発展
してきました。ワールドセーリンググレード 2 のイベントとして、各クラスのワールドで活躍した選手ならびに
ユース有望選手が集う極めて高い水準のレースに位置付けられております。
昨年は東京 2020 オリンピックが江の島ヨットハーバーで開催され、
日本選手団の活躍に日本中の国民が感動し、
感激の嵐が巻き起りました。セーリングスポーツの素晴らしさを世界に発信し、感動と勇気を世界中の人々に
伝えられたと感じております。残念ながらメダル獲得は適いませんでしたが、オリンピックに向けて皆様から
戴いたご支援、ご声援に、この機会を借りてあらためて御礼申し上げます。
現在、セーリング連盟の活動は、2024 年パリオリンピックに向かっております。本大会は、日本セーリング連盟
が主催する競技会ではオリンピックを目指すセーラーにとって貴重な機会でもあります。参加する日本セーラーの
皆様は、国際交流を通してたくさんのことを学び、競技力の向上を図り、世界に羽ばたいていいってください。
また、我々が活動する海というすばらしい環境を大切に、いつまでもきれいな海を残すことも忘れないでください。
終わりに、大会運営をいただきます神奈川県セーリング連盟に心からお礼申しあげるとともに、コロナウィルス
感染症には万全の対策を講じていただいたうえで、本大会が安全かつ国際大会にふさわしいレースとなることを
祈念し、挨拶といたします。

公益財団法人日本セーリング連盟
会
長
馬 場 益 弘
MASUHIRO BAMBA
President

Japan Sailing Federation

I would like to express my hearty congratulations on "ASAF Sailing Cup JSAF Enoshima Olympic Week 2022".
In commemoration of the 1964 Tokyo Olympic Games in Enoshima, this event has developed as an international
race including athletes from overseas. As the World Sailing grade 2 event, it is positioned as a high-level event for
top class athletes and promising youth athletes in each class.
Last year, the Tokyo 2020 Olympics were held at Enoshima Yacht Harbor. The performance of the Japanese team
moved the Japanese people and created a storm of excitement. I feel that the Game has conveyed the value of sailing
sports, excitement and courage to all over the world. Unfortunately, the Japanese Team could not reach to a medal,
but I would like to take this opportunity once again to thank everyone for the support and encouragement for the
Olympics.
Currently, the activities of the Sailing Federation are heading towards the 2024 Paris Olympics. This competition,
organized by the Japan Sailing Federation is also a valuable opportunity for sailors aiming for the Olympics.
All participating Japanese sailors are expected to learn a lot through international exchange, improve their
competitiveness, and spread their wings to the world. Also, we shouldn’t forget to cherish the wonderful environment
of the sea where we sail and keep the ocean clean forever.
In closing, I would like to express my heartfelt gratitude to the Kanagawa Sailing Federation for organizing this
event. And I hope this event will be a safe and suitable race as an international competition, with all possible measures
taken against the coronavirus infection.

