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フリースタイル最終戦、予報も当たり！ 

 

 
JWA JAPAN TOUR フリ

ースタイルの最終戦は、今
年も浜名湖の村櫛海岸で開
催され、⾮常に素晴らしい
⼤会を開催することができ
ました。この⼤会を開催す
るに当たって、⼤きなご協
⼒をいただきました「司企
業」様、この場をお借りして
⼼から感謝申し上げます。 
今回の⼤会も全試合が成

⽴し、17 ⽇（⼟）にはノンプレーニングクラスに適したコンディションで、18 ⽇（⽇）は
15m/s を超える充分すぎるほどの⾵が吹き、爆⾵ならではの⼤迫⼒の演技が⾒られた⼤会
となりました。 
今⼤会の出場者はプロ 9 名、スペシャルクラス 10 名、オープン A 5 名、オープン B 5 名、

ウィメンズ 3 名、ノンプレーニングスペシャル 11 名、ノンプレオープン OVER21 8 名、ノ
ンプレオープン UNDER20 4 名、ノンプレビギナー3 名となりました。 
 
 
 
 
 



 
 
ウィメンズクラス 
ウィメンズクラスは互井選⼿、後藤選

⼿、堺選⼿の 3 名の⼀騎打ちとなった。
⼥性にとってはこの爆⾵の中でフリース
タイルを⾏うということは⾮常に難しい
と考えられますが、そのような難しさは
⼀切感じさせないライディングでバルカ
ンに果敢にトライをしていました。その
中で優勝を勝ち取ったのは、互井選⼿で
した。ウィメンズクラスでは互井選⼿が
優勝を取り続けていますので、誰がフリ 
スタ⼥王互井選⼿を倒すのか楽しみです。 
 
オープン B クラス 
 オープン B クラスはバルカンメイクと

カービング系のトリックで競い合うフリ
ースタイルの⼊⼝となるクラスです。今
回のコンディションは爆⾵&チョッピー
海⾯で、オープン B に出場する選⼿にと
って、トリックをトライする事すら勇気
が必要なコンディションでした。その中
で何度もトリックをトライし続けた上⽥
選⼿が優勝を勝ち取りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウィメンズクラス優勝 互井選⼿ 

オープン B 優勝 上⽥選⼿ 



 
 
 
オープン A クラス 

 オープン A クラスはスポック、バルカン、
グラビー、フラカといったフリースタイルの
基本トリックが軸となります。普通のコンデ
ィションであれば、参加選⼿の皆さんはメイ
クを量産しますが、流⽯にこのコンディショ
ンにはオープン A クラスに出場した選⼿達で
さえも翻弄されました。 
その中でも完璧にバルカンをメイクしたのは
ウィメンズクラスにも出場した互井選⼿。前回
三浦の⼤会で優勝した名取選⼿に勝利しまし
た。 
 
 
 
 
 
 
 
スペシャルクラス 
 スペシャルクラスはプロを⽬指してい
く若⼿と、その若⼿がプロを⽬指す為に
超えなくてはいけないベテラン選⼿が揃
っていました。ここでの注⽬選⼿は三浦
の⼤会で優勝し、この浜名湖⼤会の結果
でプロになれるかなれないかが決定する
吉⽥選⼿とスペシャルクラスで常にトッ
プにいる梅川選⼿です。吉⽥選⼿の気合
いはかなり⼊っており、シャカ、スイッチ
ハーフコノといったトリックを落ち着いて 
メイクすることができ、梅川選⼿に勝利す 
ることができました。 
 

オープン A２位 名取選⼿ 

スペシャルクラス 優勝 吉⽥選⼿ 

オープン A優勝 互井選⼿ 



プロクラス 
 プロクラスはシングルの時点での結果が
1位守屋選⼿、2位池照選⼿、3位杉選⼿、
４位⼩林選⼿の結果で終了しました。ダブ
ルで⼩林選⼿のアップを阻⽌した杉選⼿
は、2位の池照選⼿も破り、シングルイリミ
ネーションで負けてしまった守屋選⼿にリ
ベンジする形となりました。ダブルイリミ
ネーションのファイナルではお互いが、フ
リースタイルの最⼤難易度のトリックを連発し、どちらも⾮常に完成度が⾼く、PWA レベ
ルのヒートが⾒ることができ、観客もジャッジにも⿃肌を感じさせる凄まじい戦いでした。
３ムーブピックアップの⽅式が取られたファイナル、勝利したのは僅差で杉選⼿となりま
した。その為グランドファイナルが⾏われ、お互いが今⼤会で⼀勝⼀敗の状態で挑む形とな
りました。グランドファイナルはファイナル以上の熱いヒートが繰り広げられました。グラ
ンドファイナルにふさわしい PWA レベルのトリックをお互いが仕掛ける中、守屋選⼿はあ
まりヒートでは⾒る事のないノーハンドのフラカ等、緊張を感じさせない守屋選⼿の個性
溢れる、尚且つクオリティと難易度の⾼い演技⼒が評価され、⾒事プロクラスの優勝を果た
しました。 
 今回の杉選⼿と守屋選⼿のファイナルヒートは⽇本のフリースタイルの⼤会の中で最も
レベルが⾼く、歴史に残る⼀戦となりました。 
 
 
ノンプレーニングスペシャル 
 ノンプレスペシャルクラスは年間チャ
ンピオンがかかっている池照選⼿が、２試
合とも１位を勝ち取り優勝しました。池照
選⼿は１２０L ほどのフリーライドボー
ドに、短く切ったフィンを取り付け、３分
間⽌まる事なくセイルを投げたり、回転し
たりと⾮常に安定していて、ノンプレーニ
ングの中では最も難しいとされるトリッ
クを量産し落ちることもなく演技を披露し 
ました。⾵が無くてもフリースタイルは楽 
しむことができるということを強く印象付 
けた演技でした。 
 

プロクラス 優勝 守屋選⼿ 

ノンプレスペシャル 優勝 池照選⼿ 



ノンプレーニングオープン OVER21 クラス 
 ノンプレ OVER21 クラスは、鶴巻選⼿が
優勝しました。三浦の⼤会ではフリーの演
技に⼊る前の規定演技の中にあるダックジ
ャイブに苦戦をしていた鶴巻選⼿でした
が、今⼤会ではダックジャイブを難なくク
リアしフリー演技の時間を⻑く取ることが
できたのが優勝のきっかけとなりました。
このクラスは浜名湖の WINDS171 に所属
している選⼿も多く出場しており、⽇頃の
ホームでの練習の成果を存分に披露するこ 
とができました。 
 
 
 
 
 
ノンプレーニングオープン UNDER 21 クラス 
 ノンプレ UNDER21 クラスは逗⼦で⽇
頃練習する⼦供達が参加しました。このク
ラスが設⽴されてから毎回優勝をしている
⼭⽥美結選⼿は練習して出来るようになっ
たゲコを披露、そしてキレが増した演技を
⾏う堺選⼿の戦いとなり、この試合を制し
たのは堺選⼿となりました。この 2⼈を追
うように他の選⼿も成⻑をし続けている
為、今後が⾮常に楽しみです。 
  
 

ノンプレ OVER21 優勝 鶴巻選⼿ 

ノンプレ UNDER21 優勝 堺選⼿ 



ノンプレーニングビギナークラス 
 ノンプレビギナークラスは三浦の⼤会で
優勝した掛川選⼿と地元浜名湖の近藤選⼿
と豊⽥選⼿の戦いとなりました。掛川選⼿
は三浦の⼤会の演技から⼀段と成⻑し、ト
リックの完成度と安定感が増し、⾒事優勝
を勝ち取りました。次回の逗⼦の⼤会では
⼀つ上のクラスで⼗分に戦えるスキルがつ
くことが期待できます。 
 
表彰 

ノンプレビギナークラス    ノンプレオープン 20歳以下クラス 

  

１位 掛川 ⻯誠 選⼿         １位 堺 希海 選⼿ 
２位 近藤 祥平 選⼿     ２位 ⼭⽥ 美結 選⼿ 
３位 豊⽥ 瑛⼼ 選⼿     ３位 ⼭⽥ 美依 選⼿ 

 
ノンプレオープン 21歳以上クラス  ノンプレスペシャルクラス 

  

１位 鶴巻 猛 選⼿   １位 池照 貫吾 選⼿ 
２位 名取 俊昭 選⼿   ２位 橋本 陸汰 選⼿ 
３位 松本 真聡 選⼿   ３位 ⼩林 悠⾺ 選⼿ 

ノンプレビギナー 優勝 掛川選⼿ 



ウィメンズクラス    オープン B クラス 

  
１位 互井 千恵⼦ 選⼿   １位 上⽥ 能弘 選⼿ 
２位 後藤 幸⼦ 選⼿   ２位 松本 真聡 選⼿ 
３位 堺 希海 選⼿   ３位 ⽥中 孝典 選⼿ 

 
オープン A クラス    スペシャルクラス 

  
１位 互井 千恵⼦ 選⼿   １位 吉⽥ 朔⼤ 選⼿ 
２位 名取 俊昭 選⼿   ２位 梅川 努 選⼿ 
３位 ⻑嶋 保博 選⼿   ３位 ⾺場 信⾏ 選⼿ 

 
プロクラス 

 
1位 守屋 拓海 プロ 
2位 杉 匠真 プロ 

3位 池照 貫吾 プロ 



 
JWA JAPAN PROTOUR 2022-23 FREESTYLE 年間チャンピオン 

 
左 プロクラス年間優勝 守屋 拓海 プロ 

中央 アマチュアクラス年間優勝 吉⽥ 朔⼤ 選⼿ 
右 ノンプレーニングクラス年間優勝 池照 貫吾 プロ 

 
最後に 
フリースタイルは⾵があっても⾵が無くても⼗分に楽しむことができる種⽬であり、⽼若
男⼥問わず挑むことができる種⽬です。ノンプレーニングクラスの技もウインドサーフィ
ンのスキルそのものを上達させてくれる素晴らしい種⽬だと考えられます。 
プロの演技は今回の守屋選⼿、杉選⼿のヒートのように世界レベルの演技が⽇本でも⾒る
ことができるようになったことから、常に成⻑を続けている種⽬であることがわかります。 
このようにフリースタイルの素晴らしさを再度感じることができたのも、今⼤会にお⼒添
えをいただいた司企業様により素晴らしい⼤会を開催することが出来たからです。感謝申
し上げます。 
 
⼤会の写真 杉カメラマン（1 ⽇⽬）https://photos.app.goo.gl/iqu8JMXDMYX5dw8P9 
⼤会の写真 杉カメラマン（2 ⽇⽬）https://photos.app.goo.gl/p1R2ZiihdzQYjZpH9 
⼤会の写真 播本カメラマン（1 ⽇⽬）https://photos.app.goo.gl/9eqhicUomf4nfGW39 
⼤会の写真 播本カメラマン（2 ⽇⽬）https://photos.app.goo.gl/gBmG5gLqRs4Pm7SW8 
⼤会の動画（1 ⽇⽬）https://www.youtube.com/watch?v=cb1k1IfO_I0&t=278s 
⼤会の動画（2 ⽇⽬）https://www.youtube.com/watch?v=ZWLsTl_CwzE&t=61s 
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