「 ASAF Sailing Cup JSAF Enoshima Olympic Week 2022 」 が 盛 大 に 開 催 さ れ ま す こ と を 、 心 か ら お 喜 び
申し上げます。 本大会は、1964 年の東京オリンピックにおいてヨット競技が江の島で開催されたことを記念して
始まった歴史ある大会と伺っております。
昨年は、江の島を会場として、東京 2020 オリンピック競技大会のセーリング競技が開催され、世界中から
集まったトップセーラーによる白熱したレースが繰り広げられたことから、セーリング競技の醍醐味を広く
世界へ発信することが出来ました。
こうした中、ワールドセーリングが認定した国際的なランキングレースである本大会が開催され、再び江の島で
国内外の選手が競います。また、本大会は、ユースセーラーにも門戸が開かれていることから、高校生・中学生も
多数参加すると伺っております。ユースセーラーが海外選手も含めたシニアレベルの選手と一緒にレースを
することは、大きな刺激になるとともに我が国のセーリング競技のレベルアップにつながると期待しております。
参加される選手の皆さん、日々の練習の成果を存分に発揮し、観戦する方々を魅了する素晴らしいレースを
見せてください。そして、大会を通じて出会った各国の仲間たちとの絆を深め、心に残る大会にしていただきたい
と思います。
結びに、大会の開催にあたり関係者の皆様に深く感謝いたしますとともに、本大会の御成功と選手の皆様の御健
闘、安全をお祈り申し上げ、私のあいさつといたします。
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It is my great pleasure that “ASAF Sailing Cup JSAF Enoshima Olympic Week 2022” is being held on a grand
scale. I understand that this historical competition started to commemorate the occasion when Enoshima hosted the
yacht races of the Tokyo Olympic Games in 1964.
Last year, the sailing competition of the Tokyo 2020 Olympic Games was also held at Enoshima, and the world’s
top sailors showed exciting races. We were able to transmit the dynamics of sailing race to the world.
On this occasion, sailors of Japan and abroad gather at Enoshima again to compete in the international ranking race
approved by the World Sailing. Since this event is open to youth sailors, many high school and junior high school
students also participate. I believe that joining the races with senior-level sailors including those from overseas
must give them a stimulating experience, which will increase the level of Japan’s sailing in the future.
I hope the participating sailors will fully demonstrate the results of their daily practice and show races that will
fascinate the spectators.

Please also nurture friendship with the sailors from other countries through the event. I

am sure that the competition will be a memorable experience.
Lastly, I would like to express my deep gratitude to the people concerned for their efforts in organizing the
competition. I wish a great success of ASAF Sailing Cup JSAF Enoshima Olympic Week 2022, and a good fight
and safety of all the sailors.

