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ウェイクボード世界選手権大会 2018 公式ガイドブック
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徳島県三好市 イケダ湖特設会場

AUG 30-SEP 2, 2018・Ikeda Lake, MIYOSHI CITY, TOKUSHIMA, JAPAN 

For more info  cooljapan.life



所在地　　徳島市西船場町二丁目 24 番地の 1

創　業　  1896 年 6 月 21 日

店舗数　　99 店舗

従業員数　1,294 名

（2018 年 3 月 31 日現在）

所在地　　高松市亀井町 5番地の 1

創　業　  1878 年 11 月 1 日

店舗数　　124 店舗

従業員数　2,283 名

（2018 年 3 月 31 日現在）

所在地　　松山市南堀端町１番地

創　業　  1878 年 3 月 15 日

店舗数　　151 店舗

従業員数　3,029 名

（2018 年 3 月 31 日現在）

所在地　　高知市南はりまや町一丁目１番１号　　

創　業　  1878 年 10 月 17 日

店舗数　　112 店舗

従業員数　1,380 名　　　　

（2018 年 3 月 31 日現在）

地域とお客さまのベストパートナーへ四国創生に向けた
リーディングバンク４行による包括提携

四国アライアンスでは、４行が連携して
四国全域の活性化や創生に取り組むことで、

各地域およびお客さまの持続的な
成長・発展に貢献していきます。
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ＪＴＢは日本で初めて徳島県三好市で開催される
ＷＷＡウェイクボード世界選手権２０１８を

応援しています。

　節目の「30回記念大会」であり，アジア初の開催となる「WWAウェイ
クボード世界選手権大会2018」が，いよいよ開催の日を迎えます。国
内外からお集まりの選手並びに関係者の皆様，ようこそ徳島へ。ご来県
を心より歓迎申し上げます。
　本大会の舞台となる吉野川は，古くから豊富な農産物や産業，文化な
どを育む四国最大の河川であり、大きな川幅や豊かな水量、変化に富ん
だ地形、さらには綺麗な水質から、今やウォータースポーツの聖地と
も言われております。とりわけ、三好市の池田湖では、一昨年のアジア
チャンピオンシップ、昨年のアジアツアーに続く国際大会の開催であ
り、世界のトップアスリート、愛好家の皆様に、その魅力を知っていた
だけることは、この上ない喜びであります。
　また，徳島県の西部，「にし阿波」地域では，本年3月，剣山系に広がる
急傾斜地にて、四百年以上にわたり受け継がれてきた独自の農法であ
る「にし阿波の傾斜地農耕システム」が「世界農業遺産」に認定されてお
り、去る4月19日、イタリア・ローマで開催された「FAO（国連・食料農
業機関）国際フォーラム」にて、認定証が授与されたところです。
　さらに、県内では、昨年も「ラフティング世界選手権」が開催され、大
いに盛り上がるとともに、来年の「ラグビーワールドカップ」や2020
年の「東京オリンピック・パラリンピック」に向け、海外チームの「事前
キャンプ地」誘致に取り組み、生涯スポーツの世界大会「ワールドマス
ターズゲームズ2021関西」では、徳島を含む関西の各地で、競技が行
われる予定であります。これで、本県が5年連続、世界大会の開催地、ま
たはキャンプ地となり、「世界農業遺産」認定と相まって、徳島は世界か
ら注目されております。
　こうした中の開催となる本大会は、本県スポーツの振興、にぎわいの
創出につながる、貴重な機会と考えております。ご参加の皆様におかれ
ましては、練習の成果を存分に発揮されますとともに、ここ「徳島県・に
し阿波地域」にて、「日本の原風景」とも称される「美しい集落景観」や、
伝統的な食材に彩られた「食文化」、地域の皆様による心のこもった「お
もてなし」など、多彩な魅力を大いに堪能していただければ幸いであり
ます。
　結びに、本大会の開催にあたり、多大なるご支援、ご協力を賜りまし
た、関係の皆様に改めて感謝を申し上げますとともに、選手の皆様のご
健闘と、ウェイクボード競技の限りない発展を心よりお祈り申し上げ
まして、ご挨拶といたします。

  The WWA Wakeboard World Championships 2018 will be held 
soon. They will be the first hosted in Asia as well as the 30th 
anniversary of the competition. I would like to express a warm 
welcome to all the athletes and people involved to Tokushima 
Prefecture.
  The Yoshino River, the venue for the championships, is the 
largest river in Shikoku. It has supported the cultivation of 
various agricultural products, industries and cultures for a long 
time. It is now called a mecca for water sports due to its great 
breadth, volume and quality of water as well as the incredibly 
varied topography around it. I am particularly delighted to have 
the opportunity for all you top world athletes and wakeboard 
lovers to experience its charms by hosting this international 
competition which follows up on the WWA Asian Wake Series 
2017 and the WWA Asian Wakeboard Championships 2016 at 
Ikeda Lake in Miyoshi City.
  In addition, the Nishi-Awa Area in western Tokushima, was 
designated as a Globally Important Agricultural Heritage System 
(GIAHS) last March in recognition of its unique agricultural 
methods, known as Nishi-Awa Steep Slope Land Agriculture 
System, which has been passed down for generations in the 
Tsurugi mountain range for 400 years. The certificate was 
just awarded in the international forum of FAO (Food and 
Agricultural Organization of the United Nations) on April 19th 
this year in Rome, Italy. 
  Moreover, we successful ly hosted the World Rafting 
Championships last year and are promoting efforts to attract 
international teams for pre-game training camps for the 
2019 Rugby World Cup and the 2020 Tokyo Olympics and 
Paralympics. Also, the 2021 Kansai World Masters Games, 
a worldwide life-long sports competition, will hold games in 
various locations in the Kansai region, including Tokushima 
Prefecture. In all , Tokushima will be the venue of world 
championships and training camps for five consecutive years 
and is attracting worldwide attention as reflected by its recent 
GIAHS designation.
  Being held under these circumstances, this event is 
considered an important opportunity for sports promotion 
and local revitalization. I wish you the best of success in the 
competition. Simultaneously, I would appreciate it if you could 
enjoy the diverse charms of the Nishi-Awa Area of Tokushima. 
From the beautiful village scenery which is considered unique 
to Japan, to the food culture made with traditional ingredients, 
to the spirit of hospitality from the locals, known as omotenashi 
in Japanese. 
     Lastly, I would like to express my appreciation to all those 
who will provide their enormous support and cooperation for 
this event and also to wish all of the athletes good luck and 
further prosperity. 

徳島県知事　飯泉 嘉門
Governor of Tokushima Prefecture  Kamon Iizumi

WWAウェイクボード世界選手権大会組織委員会　会長
Organizing Committee Chairman  WWA Wakeboard World Championships 2018

株式会社 ＪＴＢ　徳島支店
〒 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西 1-33 第２中筋ビル３階

TEL ／ 088-623-1237　　FAX ／ 088-654-5120
営業時間／ 9:30 ～ 17:30
定休日／土曜、日曜、祝日



　「30回記念大会ＷＷＡウェイクボード世界選手権大会2018」
の開催にあたり、御挨拶申し上げます。世界で約3000万人もの
人々の心を揺れ動かす一大マリンスポーツと大きく成長したウェ
イクボードの起源でもあり、最も歴史と栄誉のある大会、「ウェイ
クボード世界選手権大会」の30回記念大会がアジアで初めて当三
好市で開催されることになり、地元市長として心から歓迎を申し
上げます。
　三好市は、人口約27千人、面積は約722平方キロメートル、市町
村では四国で最大の面積を誇り、その大部分が山と川からなる自
然に恵まれたまちです。国指定天然記念物・名勝地に指定された大
歩危・小歩危峡や、桃源郷と称される祖谷の原風景やかずら橋をは
じめ、有数の観光資源に恵まれ、アメリカの大手旅行雑誌「トラベ
ル＋レジャー」で、「2018年に訪れるべき50の旅行地」に、日本で
唯一、三好市の「祖谷渓」が選ばれました。
　また、三好市の吉野川流域は多くの景勝地と自然を有し、上流
ではラフティングなどの急流を欲するスポーツ、下流の池田湖周
辺はウェイクボードなどの静水面を欲するスポーツに適した環境
を持つ、世界でも稀な環境を持ち備えています。この素晴らしい大
自然を生かして、昨年開催されたラフティング世界選手権と、今大
会の2つの世界選手権開催により、三好市の魅力をさらに世界に
発信するとともに、今後は、このような自然と水辺を活用したオン
リーワンのウォータースポーツのパラダイスを創造し、“楽しむ”
という観光資源を活用した「三好市ウォータースポーツのまちづ
くり」につなげていきたいと考えています。
　結びになりましたが、「30回記念大会ＷＷＡウェイクボード世
界選手権大会2018」の開催にあたり、格別の御支援と御協力を賜
りました関係する皆様に心から感謝を申し上げますとともに、参
加される皆様の一層の御活躍、御健勝を祈念申し上げ、挨拶といた
します。

  As the mayor of Miyoshi City, I would l ike to make a 
few remarks on the occasion of the WWA Wakeboard 
Wor ld Championships 2018. I t is a great p leasure to 
host the 30th anniversary of this competition. The WWA 
Wakeboard Wor ld Championsh ips are recognized as 
the most prestigious and oldest competition which has 
contributed greatly to making wakeboard an inspirational 
water sport for approximately 30 million people. This is 
also the first time for these championships to be held in 
Asia. 
  Miyoshi City has a population of approximately 27,000 
people and a tota l area of 722 square k i lometers . I t 
is the largest sub-prefecture administrat ive region in 
Shikoku. The city is mostly covered with mountains and 
rivers and is blessed with a richness of nature. It is fil led 
with prominent tourist destinations such as the Oboke 
and Koboke Gorges (designated as a nat ional special 
place of scenic beauty as well as a natural monument), 
the Iya Valley vine bridges and unique Japanese scenery 
called the “Shangri-La in Iya”. The Iya Valley was recently 
listed as one of “The 50 Best Places to Travel in 2018” 
in the wel l -known American travel magazine Travel + 
Leisure. 
  Fur thermore, the Yoshino Basin in Miyoshi City has 
several unique features. Not only does it have multiple 
scenic spots , but i t is also suitable for var ious water 
sports which require different topographical conditions. 
Upstream it has a rapid section for rafting. Downstream 
the flat water is perfect for wakeboarding. It is a rarity 
in the world for a single basin to contain both features. 
By ut i l i z ing such wonder fu l  nature and host ing two 
world competit ions, the World Raft ing Championships 
last year and th is event , we have demonstrated our 
attractiveness to the world. Henceforth, we are planning 
to create a unique city to serve as a paradise for water 
sports . By making use of the surrounding nature and 
our water front for experience-based tour ism, we can 
achieve the goal of making Miyoshi City a mecca for 
water sports.
  L as t  bu t  not  l eas t ,  I  wou ld l i ke to hear t i l y  thank 
a l l  t hose who w i l l  g i ve  t he i r  cons ide rab l e  suppor t 
a n d  c o o p e r a t i o n  t o  t h e  W WA  Wa ke b o a r d  Wo r l d 
Championships 2018. I wish you continued success and 
good health. 
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●管理型最終処分場による産業廃棄物処理業　　　　     ●中間処理施設での焼却・圧縮 ・破砕 ・再利用
●一般廃棄物処理業 ( 焼却灰、 ばいじん、 不燃ごみ )  ●特別管理産業廃棄物処理業 ( 廃石綿等 )

[ 営業品目]
●産業廃棄物／燃え殻、 汚泥、 廃油、 廃プラスチック、 紙くず、 木くず、 繊維くず、 動植物性残渣、 動物系固形不要物、
   ゴムくず、 金属くず、 ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず、 鉱さい、 がれき類、 ばいじん、 令第２条第１３号廃棄物、
   廃石綿等、 (自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含む。 )
●一般廃棄物／焼却灰、 ばいじん、 不燃ごみ

[ 徳 島 支 店 ] 徳島市東大工町 2 丁目 23

[ 池田営業所 ] 三好市池田町州津 1373
[ 山城事業所 ] 三好市山城町寺野

TEL.088-677-5371 FAX.088-677-7153
TEL.0883-86-3053 FAX.0883-86-3052
TEL.0883-72-3785 FAX.0883-72-0303

三好市長　黒川 征一
Mayor of Miyoshi City  Seiichi Kurokawa

WWAウェイクボード世界選手権大会組織委員会　副会長
Organizing Committee Vice-Chairman  WWA Wakeboard World Championships 2018



　皆様、ようこそWWA Nautiqueウェイクボード世界選手権大
会2018へ。
　この大会はWAKEスポーツが30周年目に突入する代表的な大
会となります。私が感じる“リアル（本当の）”日本の伝統と習慣の
ある地に世界選手権大会を開催できるということは、この大会に
とっても歴史に残る素晴らしい経験だと感じております。
　今大会は、30カ国以上からの選手が集まり、WWA世界チャン
ピオンというタイトルを勝ち取る機会だけでなく、多くの選手が

古代の侍が歩いた地を感じ、伝統的な阿波踊りに参加し、地元料理
を味わえる機会を与えられたことに感謝いたします。
　我々の言葉であるwhere wake can take you  ”ウェイクがあなたを
どこへでも連れて行く“ に最もふさわしい機会であると思います。

  T h e  W WA ,  a n d  o u r  pa r t n e r s  we l co m e eve r yo n e 
t o  t h e  2 018  N a u t i q u e  W W A  W a k e b o a r d  W o r l d 
Championships .  This event represents the beginning 
o f  ou r  30  yea r  ce l eb ra t i on  o f  wake  sp o r t s .   T h i s 
exper i ence a l so p rov ides a  wonder fu l  oppor tun i t y 
for the wor ld to exper ience the amaz ing t rad i t ions 
and customs of what I l ike to cal l “real” Japan.  Said 
W WA Pres ident ,  Shannon Star l ing .   Not on ly do we 
have  t h e  cha n c e  t o  wa t ch  t h e  b e s t  r i d e r s  i n  t h e 
w o r l d  f r o m  ove r  3 0  c o u n t r i e s  w o r k  t o  c l a i m  t h e 
coveted W WA Wakeboard Wor ld Champion t i t le but 
we also have a chance to walk the path of the ancient 
samurai , par t icipate in the customary Awa dance and 
exper ience cul inary tradit ions of the locals .  

　2016年のアジア大会の開催を機に、三好市の水辺環境と自然の素晴
らしさに魅了されて東京から移住してきました。なぜ、この素晴らしい
環境を持っているのに活用されていないのか、そして、市民がこの環境
に気づき、楽しんだり、子どもたちの育成に、そして、地域振興に活用さ
れていないのか？　世界の水辺環境を見てきた私たちの視点からする
と、世界に誇れる環境が活かされていないことに「もったいない！」「不
思議！」と率直に感じました。
　東京2020の開催、観光立国、スポーツ庁の設立、スポーツツーリズ
ム推奨、そして、国民体育大会が、国民スポーツ大会と名称を変更する
ということは、かつてスポーツを教育と捉えてきた日本が、スポーツ
の持つ大きなパフォーマンスを国の発展につなげる幕開けがされた
ということです。
　4年後の2020年には4,000万人、2030年には6,000万人もの訪日外
国人観光客目標を政府が掲げている中において、いかにインバウンドを
地域振興に取り込めるかが重要となってきております。 
　インバウンドを地方創生につなげていくという難しい言葉を使うと、
特別なことのように思えますが、わかりやすく言うとすれば、「遊びや楽
しみをビジネスに転換していく」ということです。遊びや楽しみのため
に働いている欧米人を、勤勉でどちらかというと遊ぶことを苦手とする
日本人が楽しませることができるのでしょうか。私は、そう簡単なこと
ではないと思います。成功のためには、従来の発想のしかたを、大きく転
換していくことが重要で、クリエイティブな感性を持ち備えることが成
功への道だと確信します。

　ウォータースポーツの力により地域を元気にしていくという、壮大な
人生のテーマを私に与えてくれた徳島県三好市に感謝します。

  When 2016 WWA Asian world championship took place 
at Miyoshi city, I decided to move to this place since I was 
fascinated by the waterside and the beautiful nature. I 
wondered why this wonderful nature is not being made use of, 
and citizens are not aware of its potential that it may be a place 
for fun events or nurturing kids or regional revitalization. As 
we have seen hundreds of watersides, we simply felt “why” and 
“Mottainai(why would waste ? in Japanese)”  for the fact that 
this world class environment is not being used.
  2020 Tokyo Olympics, creating tourism destinations policy, 
establishment of Japan Sports Agency, promotion of sports 
tourism, and Kokutai(which is national sports competition, and 
literal meaning in Japanese is national competition of physical 
education) is now changed to Kokumin Sports Taikai(which is 
national sports competition), all these move mean that Japanese 
government has just started considering sports as touristic 
resources, not like before when they were considering sports as 
education.
  The government is aiming for 40 million tourists in 2020, 60 
million in 2030. So, for regional revitalization, it is so important 
to get them attracted to their regions. It may sound complicated 
and sophisticated, when I say inbound can benefit to regional 
revitalization, but simply put, what I am trying to say is “Make 
money out of what you like”
Isn’t it a little bit hard for Japanese who work for working to 
entertain Westerners who work and earn money to have fun? 
I guess it is. Therefore I am sure that we have to abandon the 
old way of thinking, and start creating new ideas, to succeed 
regional revitalization,
   I would like to thank Miyoshi city to have given me the life time 
mission which is to revitalize a region with the water sports
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シャノン・スターリング
Shannon Starling

WWA会長
WWA President

薄田　克彦
Katsuhiko Susukita

アジアウェイクボード協会 
理事長
Asian Wakeboard Association President



　ウェイクボード世界選手権大会2018の開催を心からお喜び申し上げま
す。世界で最も歴史と栄誉があり、それも30回記念大会を招致希望される
国々の中から、徳島県三好市での開催を決定いただいた世界ウェイク協会
のシャノン・スターリング会長に感謝の意を表明致します。また、大会実現
に向けてご尽力をいただいた大会組織委員会　会長の飯泉嘉門徳島県知
事、実行委員長の黒川征一三好市長をはじめとする各委員およびご支援い
ただいた関係各所のみなさんに心より御礼を申し上げます。
　政府は、東京2020の開催に向けて、インバウンドにより4000万人の訪
日外国人を迎えることを目標にしております。ここ数年、増え続けている
訪日外国人。東京・大阪といった大都市だけでなく、日本全国の観光地にも
数多くの外国人が押し寄せるようになりました。2020年に東京オリン
ピック・パラリンピックを控え、インバウンド対策のキーワードとして今
注目されているのがアウトドアスポーツです。
　なぜなら、日本全国各地にアウトドアスポーツを楽しむために絶好の自
然資源があり四季の魅力に恵まれているからです。その地域に住んでいる
とその価値になかなか気づけませんが、私たち日本人がその地域の自然や
文化の価値を再確認することで、スポーツと融合した新しい観光資源を生
み出すことができるからです。そのような観点から川、山と自然や文化に
恵まれた徳島県三好市は、日本トップのアウトドアスポーツツーリズムに
なりうる可能性を秘めています。
　私は、3月にウォータースポーツの力により地方創生を実現するために
徳島県に移住してきた薄田克彦氏のビジョンに、水辺を有した地方の振興
への道があると考え、ウォータースポーツ振興議員連盟を設立致しまし
た。議連では、ウォータースポーツによる地方創生を目指す徳島県三好市
の応援をしていきたいと考えています。

　このたび、徳島県三好市で「ＷＷＡウェイクボード世界選手権大会」が
開催されますことを心よりお祝い申し上げます。ウェイクボードは静水
面を必要とするため、競技を行える場所が限られるスポーツですが、池
田湖周辺は吉野川の豊富な水量に加え、両面を山に囲まれており、世界
でもトップクラスのアクティビティ環境であると思っています。
　現在スポーツ庁では地域資源を活かした「アウトドアスポーツ」を重
点テーマの1つに掲げ「スポーツツーリズム」の推進に取り組んでいま
すが、ダム湖という資源を最大限に活かした三好市の取組は他の地域
の参考となるものです。本大会には、国内外のプロ選手だけではなく、
地元の子どもたちにより結成された「イケダコイレブン」が参加すると
聞いています。子どもたちの活躍は地域を元気にしますし、本大会によ
りグローバルな精神を持った子どもたちは人々に夢と希望を与える存
在へと成長していくものと考えます。本大会の開催準備に当たられた

徳島県や三好市、協賛企業、協力団体の皆様に心から敬意を表します。
　最後に、大会に参加された全ての選手が日頃のトレーニングの成果
を十分に発揮されることを期待するとともに、本大会の成功を祈念し、
私の挨拶といたします。

I would like to congratulate that WWA world wakeboard 
championship is held here in Miyoshi city, Tokushima. 
Since wakeboard needs still water, we can play only in limited 
places. However, near this Ikeda lake, there are enough water 
running and surrounded by the mountains, therefore I would 
say this site is the world class site.
 Japanese sports agency is now promoting “Sports tourism” by 
focusing on “Outdoor sports” with the regional resources. This 
Miyoshi city can be the leading example of this project, since 
they are using a dam lake.
Not only pro riders but also “Ikeda eleven” which is a group 
of local kids are competing in this championship. Kids can 
revitalize the region, Plus, this competition may open up their 
minds to the world, and they would be the ones who will be 
giving the hopes and dreams to this community.
 In the end, I would like to thank Tokushima Prefecture, Miyoshi 
city, sponsors and all the organizations involved that worked so 
hard to make it happen. I hope all riders do their best, and this 
competition ends with success.

　会場に来られている多くのみなさんは、ウェイクボードの世界トッププ
ロライダーの迫力ある技に心ときめき、世界に認められたウォータース
ポーツシティ三好市の素晴らしさを心ゆくまで満喫してください。

  I am very pleased that WWA wakeboard world championship 
2018 is taking place, so I really appreciate that the president of 
WWA, Shannon Starling chose Miyoshi city as the site for 30 
years anniversary WWA world wakeboard championship which 
is an honorable competition with rich history, though he had 
many more candidate places.
I also have to appreciate that The governor, Kamon Izumi 
also the president of the committee, and the mayor also the 
executive chairperson of the comittee, Seichi Kurokawa, and 
those who involved to make this championship happen
  Japanese government is aiming for 40 million inbound at 2020 
Tokyo Olympics. Recently tourists are visiting not only in big 
cities like Tokyo or Osaka, but to other touristic places in Japan. 
Since Japan has four seasons and redundant natural resources 
to enjoy outdoor sports everywhere, for the Olympics, we are 
focusing on outdoor sports to attract tourists.
If you live there and take it for granted, you hardly notice how 
wonderful the culture and nature of where you live, however, 
once you recognize it, you can create new touristic resources in 
conjunction with the sports.
In this sense, Miyoshi city has the huge potential to be top 
outdoor sports destination in Japan, since there are both nature 
and culture.
  I am impressed by the idea that ‘there is a path to realize 
regional revitalization with the power of water sports’ suggested 
by Katsuhiko Susukida who moved to Tokushima to make 
this championship happen.To support the idea, I established 
an all-party parliamentary group for water sports. We will be 
supporting Miysohi’s regional revitalization with watersports.
  I hope all of you who came to see the championship be 
impressed by the dynamic tricks of top riders and enjoy Miyoshi 
as the water sports city,as much as possible.

GREETINGS
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大会名誉顧問
ウォータースポーツ振興議員連盟 
会長

衆議院議員　山口　俊一
Member of the House of Representatives
Shunichi Yamaguchi

Advisor of WWA world championships 2018 
The president of all party 
parliamentary group for watersports

鈴木大地
Daichi Suzuki

スポーツ庁長官
Chief of Japan Sports Agency



Ｗ杯は世界のトップライダーのスーパートリックに熱狂しなが
ら、ステージでくりひろげられるエンターテーメントを楽しんだ
り、美味しいグルメを堪能したり、老若男女が楽しんでもらえる
大会ですので楽しんでくださいね～。さて、大会を楽しく見るた
めに、ライダーが繰り出すウェイクボードのトリック（技）につい
てみなさんに知っていただきましょう！！

こんなウェイクボードの基礎知識をつけていただきながら、世界のトップライダーの熱いセッションをご覧くださいね！

ジャンプ（エアー）
すべてのトリックは、ジャンプすることからはじまります。水面を右へ
左へと自由自在に滑れる（スラローム）ようになると、次はジャンプへの
チャレンジとなります。ウェイクボード用語ではジャンプのことを「エ
アー」といいます。大会実況中継でMC(司会者)から「エアー」という言
葉が頻繁に出てきますので覚えておいて下さいね。ジャンプする時は、
ボートが走行する時に出る引き波（ウェイク）をジャンプ台にして飛び
出します。

ウェイクボードは、エアーをして、空中で様々な方向に回転するトリック（技）の難度や
エアーの高さを競い合うスポーツです。トリックはいくつかの種類にわかれています。

トリック（技）

右利きの人は左を前に、左利きの人は右を前にライディングするのですが、１
つのウェイク(引き波)を飛び越えることをワンウェイクエアー、同時に２つの
ウェイクを飛び越えることをツーウェイクエアーと言います。

豆知識 ボードに乗ってウェイクを飛ぶことから
ウェイクボードという名称になりました。

ボードに乗ってウェイクを飛ぶことから
ウェイクボードという名称になりました。

空中で片手を離して
履いている
ボードの様々な場所を
グラブ(握る)する 

「グラブ系トリック」

空中で前転、後転、側転などの
縦の回転をする 

「インバート系トリック」

空中で逆立ちのように
体をエビ反りにする

「レイリー系トリック」

空中で横に半回転(180度)、1回転(360度)、1.5回転(540度)をする「スピン系トリック」

スピン系とインバード系を複合した「３Ｄ系トリック」

　選手はボートにつながれたロープ＋ハンドルを握って引っ張られながら、約400ｍの
コースを１往復します。その間に、およそ10個程度の異なるトリックを組み合わせ、そ
の難度、エアーの高さ、完成度を競い合います。そして、ボートに乗っているジャッジ(審
判)が、ポイントをつけることで勝敗が決まるのです。
　トリックの数は数百種類あります。ウェイクボードが誕生して30年以上の歴史があ
りますが、誰も決めたことないトリックを公式戦で決めたアスリート(選手)が、トリック
の名前をつけられることになっています。ちなみに “トッツイーロール”という３Ｄ系ト
リックがありますが、はじめて決めたアスリートが、アメリカでキッズに大人気のキャ
ンディーの名前をとってつけました。
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─ WWA ウェイクボード世界選手権大会組織委員会─

The 30th Anniversary WWA Wakeboard World Championships 2018
─大会概要─

職 氏名 団体役職

名誉会長 シャノン・スターリング 世界ウェイク協会　会長

名誉顧問 山口　俊一 衆議院議員

顧問

福山　守 衆議院議員

後藤田　正純 衆議院議員

中西　祐介 参議院議員

三木　亨 参議院議員

朝日　健太郎 ＮＰＯ法人日本ビーチ文化振興協会理事長（参議院議員）

来代　正文 徳島県議会議員

高井　美穂 徳島県議会議員

立川　一広 三好市議会　議長

蔦　哲一朗 映画監督

会長 飯泉　嘉門 徳島県知事

副会長 黒川　征一 三好市長

組織委員

米田　豊彦 （一社）徳島新聞社　理事社長

中村　太一 徳島県商工会議所連合会　会長

岡本　富治 徳島県商工会連合会　会長

矢田　博嗣 （一財）徳島県観光協会　理事長

坂本　優子 日本航空（株）徳島支店長

薄田　克彦 アジアウェイクボード協会　理事長

西村　裕 アジアウェイクボード協会　名誉顧問

事務局長 薄田　克彦 アジアウェイクボード協会　理事長

監事
公文　高志 （株）阿波銀行池田支店長

加川　尚宏 （株）ジェネシスト　代表取締役

大会名称 30 回記念大会 WWA ウェイクボード世界選手権大会 2018 
（The 30th Anniversary WWA WAKEBOARD WORLD CHAMPIONSHIPS 2018） 

開催日 2018 年 8 月 30 日（木）～ 9 月 2 日（日） 

開催地 徳島県三好市 イケダ湖特設会場

主 催 WWA ウェイクボード世界選手権大会組織委員会

公 認 世界ウェイク協会（WORLD WAKE ASSOCIATION）

開催競技 ウェイクボード／ウェイクスケート

後 援 観光庁／スポーツ庁／国土交通省四国地方整備局

特別協賛 NAUTIQUE ／ ROCKSTAR ENERGY DRINK ／日本航空 ／四国アライアンス（阿波銀行、百十四銀行、伊予銀行、
四国銀行）

協 賛

River Station West-West ／ ㈱明和クリーン／ RONIX ／㈱ JTB ／ ㈱三好浄化槽ネットワーク／（一社）徳島県
歯科医師会／三好歯科医師会／㈱池田ケーブルネットワーク／ ㈱アイデル／㈱リブドゥコーポレーション／徳島県西
部生コンクリート協同組合／徳島県建設業協会三好市支部／JT 四国支社／大和証券徳島支店／阿波池田ライオンズ
クラブ／マスエージェントグループ／徳島県観光協会／フジクリーン工業株式会社／クボタ浄化槽システム㈱四国営業
所／㈱寺尾／阿波池田商工会議所／阿波池田青年会議所／近畿三好ふるさと会連合会／三好市商工会／サンリバー
大歩危

協 力 ウォータースポーツ振興議員連盟／三好警察署 ／みよし広域連合池田消防署／独立行政法人　水資源機構池田総合
管理所／吉野川上流漁業協同組合／( 公財 ) マリンスポーツ財団／( 一社 ) 日本ウェイクボード協会

ABOUT WAKEBOARD COMPETITION
─ウェイクボード競技について─



徳
島
自
動
車
道

競技エリア競技エリア

一般持込テント
観戦エリア

一般持込テント
観戦エリア

観客席観客席

VIP エリアVIP エリア

ステージ
休憩テント
ステージ

休憩テント

あたたマルシェ
飲食コーナー

あたたマルシェ
飲食コーナー

　ビジョン　ビジョン

運営本部
救護・通訳
運営本部

救護・通訳

ここから
世界トップを競う

選手たちがスタート！

JR阿波池田駅近くの
池田総合体育館横の

臨時駐車場から大会会場まで
シャトルバスが運行されます！

世界トップの選手たちの
控えエリア

大型ビジョンで
大会を中継！

大会が観戦できる
観客席が用意される！

地元を中心とする
キッチンカーなど

飲食エリアはこちらです！

テントなど持ち込んで
観戦される方は

こちらでお願いします！

各種協賛企業さまの
様々なコンテンツが
盛りだくさん！

こちらで多くのイベントや
パフォーマンスが
行われます！

水上アトラクションを
体験したい方はこちらまで！

選手テント選手テント

常設トイレ常設トイレ

仮設トイレ仮設トイレ

仮設トイレ仮設トイレ

喫煙所
JT

喫煙所
JT

シャトルバス
発着所

シャトルバス
発着所選手

スタートピット
選手

スタートピット

水上アトラクション受付水上アトラクション受付

関係者駐車場

御協賛出店エリア御協賛出店エリア
阿波地区

バスターミナル
阿波地区

バスターミナル
大会のことで
聞きたいことは

ココへ！

こちらで世界トップのウェイクボードが競われる！こちらで世界トップのウェイクボードが競われる！

Reception for marine attraction｠Reception for marine attraction｠

Starting dockStarting dock
Shuttle bus stopShuttle bus stop

Food standsFood stands
Administration

First aid station/Interpreter
Administration

First aid station/Interpreter

Tents for ridersTents for riders MonitorMonitor
SeatsSeats

V.I.P areaV.I.P area

Stage/Tents for restStage/Tents for rest

Eating areaEating area

Your own tent seatsYour own tent seats
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CONTEST AREA MAP

─大会会場マップ─

世界の舞台が徳島県三好市に！
The 30th Anniversary WWA Wakeboard World Championships 2018

─大会会場マップ─

世界の舞台が徳島県三好市に！
The 30th Anniversary WWA Wakeboard World Championships 2018



CONTESTTIME TABLE

ウェイクボード世界トップの技と各アーティストたちのパフォーマンスの共演！
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─大会スケジュール─

日 時間 競技 時間 陸上イベント

8/30 
（木）

9:00 
～  

15:00
アマチュアクラス・ 
予選、セミファイナル

11:00 

～  

11:30
ハウオリーズマサコアケタ 
フラワースタジオ・フラダンスショー

12:00 

～  

12:30
バンド演奏

8/31 
（金）

9:00 

～  
16:00

アマチュアクラス・ 
ファイナル

10:00 

～  

10:30
やましろ AKB  
ダンスパフォーマンス

ジュニアプロ MEN・ 
予選

11:30 

～  

12:00
阿波池田たばこ踊り保存会　 
ダンスパフォーマンス

18:00 

～  
20:30

オープニングセレモニー 
＆レセプションパーティー

13:30 

～  

14:00
バンド演奏

20 時頃　イケダ湖畔の 
大空に花火があがります

18:00 

～  

20:00
オープニングイベント

9/1 
（土）

9:00 

～  
17：00

アマチュアクラス・ 
ファイナル

11:00 

～

11:30
Sacra e sole バンド演奏

プロウェイクスケートクラス・予選
12:00 

～
12:30

長浜有美　演歌

ジュニアプロ MEN・ 
セミファイナル

13:30 
～  

14:00
HALUKA バンド演奏

プロ WOMEN クラス・ 
セミファイナル

14:00 

～  

14:30
PR ステージ

プロ MEN クラス・ 
予選

15:00 

～  

15:30
KEMURI WORKS バンド演奏

アマチュアクラス表彰式
16:00

～  

16:30
Blues Labo バンド演奏

10：00 

～  
21：00

池田町ではにぎわいイベントが 
おこなわれています

16:40

～  

17:00
バンド演奏

9/2
（日）

10:00

～

15：00

ジュニアプロ MEN・ 
ファイナル

10:30

～  

11:00
バンド演奏

プロ MEN クラス・ 
セミファイナル

11:30

～  

12:00
ダンススタジオ FUN  
ダンスパフォーマンス

プロウェイクスケートクラス・ 
ファイナル

12:30

～  

13:00
DJ リョウガ　 
DJ パフォーマンス

プロ WOMEN クラス・ 
ファイナル

13:30

～  

14:00
ゲートミュージック

プロ MEN クラス・ 
ファイナル

14:30

～  

15:00
yuyu with eriri  
バンド演奏

＊ファイナルセレモニー
15:30

～  

15:50
HALUKA バンド演奏

プロ MEN クラス・ 
ファイナル

16:30

～  

17:15
クロージングセレモニー

16:00

～ 濱松里緒菜 ステージ

※このスケジュールは大会パンフレット制作時（8月5日）時点での予定となっております。諸般の事情で変更がございますので、当日大会会場で発表されているスケジュールを参照ください。



CASTING ARTIST & EVENT

今大会を応援して下さるアンバサダー＆出演者のみなさん
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─大会アンバサダー＆出演者紹介─

BS フジ番組ナビゲーター 池田ケーブルネットワーク大会
特番で解説を担当

メインステージで MC を担当

BS フジ番組ナビゲーター

メインステージで MC を担当

出演：メインステージ 8/31_18:40〜、
9/1_12:00〜

出演：9/1_18:30〜四国酒まつり会場　

9/2_20:00〜三好市地域交流拠点施設『真鍋屋』 “MINDE”　
出演：メインステージ 
9/2 ＿ 14:30 〜

出演：メインステージ　
9/1_11:00 〜

はるな 愛（はるなあい） 成田 童夢（なりたどうむ）

中山女子短期大学
（なかやまじょしたんきだいがく）

青山 隼（あおやまじゅん）

大田 明奈
（おおたあきな）

長浜 有美
（ながはまゆみ）

中村 耕一
（なかむらこういち）

yuyu with eriri
（ゆゆ・うぃず・えりり）

Sacra e Sole
（さくら・え・そーれ）

趣味：釣り・料理・ゴルフ・サーフィン・映画鑑賞
特技：エア芸・ジャズダンス・ピアノ・トランペット
サンズエンタテイメント：http://www.suns.fm/ai-haruna/
公式ブログ：https://ameblo.jp/haruna-ai/

公式ブログ：https://ameblo.jp/narita-dome/
公式Twitter：https://twitter.com/narita_dome/

血液型：A型
趣味：洋楽ロック、スポーツ観戦（野球、サッカー、アメフト）、
高専ロボコン鑑賞
公式Twitter：Twitter@joshinaka
Instagram：instagram@yusukenakayama31

公式Twitter：@jun_aoyama1988
Instagram：jun_aoyama_

趣味：バスケット・歌う事・エステ　

公式サイト： https://www.nagahamayumi.com/
公式ブログ：https://ameblo.jp/yumi09037865639/

公式サイト：http://nakamurakoichi.jp
公式フェイスブック： 
https://www.facebook.com/official.nakamura.koichi 趣味：バスケット・歌う事・エステ　

公式フェイスブック： 
https://www.facebook.com/sacraesole/
公式Twitter：@Sacra_0519

7月21日海の日生まれの水辺大好き、チャレンジ大好
きな愛さんは今回、俳優でサッカー元徳島ヴォルティ
ス青山隼くんと共にBSフジで10月に放送される、大
会特別番組のナビゲーターに決定！ !  番組では大会
の様子をはじめ徳島県、三好市の魅力を存分に伝えて
くれる予定！ また、サプライズで大会会場にも来てく
れるという情報が！ 楽しみでーす！

トリノオリンピック／スノーボード日本代表。今回、
池田ケーブルネットワーク生中継番組の全解説を担
当！ 成田 童夢は、童夢（ドーム）夢露（メロ）緑夢（グ
リム）スーパー３兄弟の長兄、今年のピョンチャン・
パラリンピック、スノーボードで金メダルの大活躍
だったグリムの兄だ！

吉本興業所属。徳島県住みます芸人。1986年10月6日
生まれ、徳島県出身。実家はうどんの製麺所です。

俳優。元Jリーガー。徳島ヴォルティスが　J2 から
J1 にあがった時のメンバー。Jリーガー時代、本
当に徳島にお世話になった！と、青山君は徳島に恩
返しを考えての参加！ 徳島ヴォルティスのレジェ
ンドアンバサダーにも就任！！  はるな愛さんと
BSフジの大会特番のナビゲーター。会場にも登場
してくれる。

出演：メインステージ 8/31_ 18:30〜、
9/1_13:30〜、9/2_ 15:30〜

HALUKA
（はるか）

大切にしているもの：家族、友達、愛犬MOMO
公式サイト：https://hbrassperc1114.wixsite.com/haluka-style
公式ブログ：https://hbrassperc1114.wixsite.com/haluka-style/blog
Instagram：https://www.instagram.com/haluka.dr.singer/

歌手、ドラマー。1998年
11月14日生まれ、神奈川
県横浜市出身。大会テー
マソングを歌う！　幼少
の頃、お祭りの太鼓と出
会いドラマーになった。
ロック大好き現役の女子
大生！ 数少ない　最も美
しく激しいガールズドラ
マーだ！ 今回は来場スペ
シャルバンドでLIVEを披
露してくれる！

出演：ケーブルネットワーク生放送　　 
メインステージ 9/2_16:00〜

濱松 里緒菜
（はままつりおな）

公式Twitter：riona_hamamatsu
YouTube：riobluestar
Instagram：riona_hamamatsu
Instagram：rionaaah

AKB48 チーム8として
平成26年から平成29年
７月まで数々のステージ
や紅白歌合戦などで活躍。
以後もテレビ、ラジオ、雑
誌等で活躍中！ 徳島を
代表するタレントを目指
す！ 今回は得意の英語を
活かし、外人ライダーへの
インタビュー等を担当。ス
テージでは唄とダンスを
披露する予定！

宮崎県都城出身。グラビアアイドルを卒業後はその美貌
も活かしマルチに活躍している！ DJ AKEEとしても
活動中！ 今回はステージMCとして、吉本興業の人気お
笑いタレント、中山女子短期大学くんとともにメインス
テージでMCを担当する！

演 歌 歌 手。1957年11
月22日生まれ、 徳島県出
身。地元を拠点に全国で
活動を展開中。デビュー
以来演歌一筋だった"長
浜有美"今新しい世界に
チャレンジ。長浜有美歌
い続けて何処へゆく?? 
それは皆さんが決めて下
さい!! 最新シングル「無
花果」好評発売中!!

1981年J-WALKのボーカ
ルとしてデビュー。2011
年3月に脱退。2013年2月
に名古屋、東京を皮切りに
ソロ・アーティストとして
ライブ活動を開始。再出発
アルバム『かけがえのない
もの』を発表。さらに12月
に「GREAT Japanese Songs Vol.1 」をリリース。
またソロ活動とは別に三宅伸治、高橋 ”Jr.”知治 、大島
賢治、厚見玲衣、梅津和時という最強のメンバーを迎え
たTimeless Bandを結成。アルバム「Song Bird」を
リリース。現在、弾き語りを中心に全国での中村耕一ラ
イブ行脚を行っている。

2010年結成の千葉県出身
のボーカルyuyu（ゆゆ）と
埼玉県出身のピアニストエ
リリによる音楽ユニット。
2012年徳島にゆかりのあ
るテーマソングやイメージ
ソングを多数作ったことか
ら2016年東京より徳島に
移住！ 音楽を通して地域の活性化や、企業のPRのお
手伝いがで来たら！とイベントライブやテレビ、ラジ
オで活動中！ 代表曲としてラフティング世界選手権
2017公認応援ソング『ZENKAI GO!!』。

今大会の競技部門の MC として実況を担当 今大会も競技部門の英語 MC として実況を担当

みーくん 三浦淳史
（みうらあつし）

SHOKO 永島晶子
（しょうこ）

レジェンドMC。ウッドデッキを製作するウッドワー
カーである。ウェイクボード、スノーボードと出逢って
25年！ 青春のすべてをヨコノリスポーツに捧げてき
たMCミークン！ 今大会もマイクで『選手』、『ギャラ
リー』、『スタッフ』を盛り上げてくれます！ 

みーくんと共に東京お台場、琵琶湖での世界大会、ア
ジア大会で英語のMCを担当する女性レジェンド英語
MC,SHOKO。

大会オフィシャル・ 
ウェイクボードガールズ

大会オフィシャル・ 
ウェイクボードガールズ

美沙希
（みさき）

池内 リナ
（いけうちりな）

モ デ ル・ タ レ ン ト。 身
長 1 7 1 c m 、B . 8 2 c m 
W.58cm H.84cm。神奈
川県横須賀市生まれ。趣味
は、スノーボード、ウェイク
ボード、特技には野球、バ
レーボール、バトミントン、
空手と超アクティブガー
ル。2017年　ミス東京夢
の島マリーナグランプリ。
2018年　 格 闘 技RAIZIN
ガール。

モ デ ル・ 女 優。 身 長
1 6 0 c m 、B  8 1 c m  W 
5 8 c m  H  8 8 c m 。 
SUPER GTレースクイー
ン　Kawasaki バ イ ク イ
メ ー ジ ガ ー ル（kazeギ ャ
ル）。趣味は、トライアル、温
泉巡り、ドライブ、筋トレ、
クラッシックバレー。実家
の介護福祉士をつづけなが
ら、モデル、女優、レースク
イーンとして活動中!

引き込まれるような透き
通ったクリスタルヴォイ
スが聴く者の心を魅了す
るボーカルSacraと繊細
なオリジナリティを巧み
に 表 現 し、誰 の 心 に も 響
くキーボーディスト、オ
バ タ コ ウ イ チ の2人 が お
互いの心を持ってして共鳴させる。優しく、愛のあ
る音楽を奏でるユニットである。オリジナル曲だ
けでなく、JAZZからPOPSまで幅広いカバー曲
演奏も魅力のひとつである。

大会テーマソング CD BEAT WAVE、
トロフィーなど文字で参加

旅する詩人 和馬
（たびするしじん・かずま）

公式サイト：kazumaclub.com
公式Twitter：@kazumaclub0424

多くの経験を持つ詩人和
馬、その詩は、ある時は苦し
みを和らげ、ある時は生き
る力を与えてくれる。多く
の人々ひとりひとりに向か
い合い、その時のその人間
のこころの影に陽の灯りを
かざしてくれる。今、多くの
トップアスリートやエン
タテイナーも注目の旅する
詩人 和馬氏。今大会のテー
マソングである、BEAT WAVEのタイトルや優勝トロ
フィーの文字も和馬氏の作品である。また、和馬ブース
もでており、和馬氏の詩の販売もする予定。その詩の力
にあなたもぜひ出逢って下さい。

公式Twitter：@r_i_n_a_114



COMPETITOR INTRODUCTION

─出場選手紹介─
本大会で世界のトップが決まるWWAワールドシリーズのランキング争いは？

世界のトップランカーが参戦予定！最新のランキングは以下の通り！

ワールドチャンピオンシップ選考大会選考    日本代表アスリート

ウォーターキッズ　
池田湖イレブンが世界大会に参加！

2017年9月16日(土) ～ 18日滋賀県近江八幡市開催

2018 WWA Wakeboard World Series Rankings  Men and Women

※WWAの判断により出場クラス変更をすることができます。
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クラス 名前 出身

Junior Girls (9 & under) 河合 華翔菜 京都市

Junior Boys Beginner (9 才以下 / 技制限 縦回転なしスピン 180 まで ) 紅谷航汰 岐阜県

Junior Boys  (9 才以下 ) 宇苗 乱太郎 京都府

Boys (10 才以上 -13 才以下 ) 四海吏登 兵庫県 

Junior Women (14-18)
河原乙翔 北海道
佐藤妃那 大阪府

Junior Men (14 才以上 -18 才以下 ) 細田夏輝 山梨県

Masters Women (30- 39) 馬越 陽子 兵庫県

Masters ages (30 才以上 -39 才以下 )
YUKI YOKOYAMA Australia

鈴木 享 愛知県

Veterans (40 才以上 )
住本　昌紀 大阪市
山内 秀樹 愛知県

Veterans Women (40 才以上 )
神野 道恵 愛知県
石原 千夏 京都府

Junior　Pro Men
濱崎　優友 京都府
小松　浩輝 兵庫県
片野 柚斗 神奈川県

八木澤　来太
やぎさわ　らふと
生年月日：2006/10/2
出場クラス：Boys Beginner

内田　一花
うちだ　いちか
生年月日：2009/10/16
出場クラス：Junior Girls

難波　将梧
なんば　しょうご
生年月日：2005/2/7
出場クラス：Boys Beginner

三木　なな美
みき　ななみ
生年月日：2007/5/17
出場クラス：出場クラス：Girls

田崎　名菜
たざき　なな
生年月日：2007/10/2
出場クラス：Girls

栗尾　煌矢
くりお　きらや
生年月日：2006/7/16
出場クラス：Boys Beginner

三木　ここ美
みき　ここみ
生年月日：2009/7/19
出場クラス：Junior Girls

松尾　優太
まつお　ゆうた
生年月日：2006/8/16
出場クラス：Boys Beginner

千葉　結那
ちば　ゆうな
生年月日：2006/5/9
出場クラス：Girls

森脇　樹奈
もりわき　じゅな
生年月日：2007/4/2
出場クラス：Girls

山下　鉄平
やました　てっぺい
生年月日：2008/3/6
出場クラス：Junior Boys Beginner

Pro Men

Pro Men Pro Women

WWAワールドシリーズ2018は、シリーズ最終戦である”WWA世界選手権大会”を残し全戦が終了した。現在、WWAワールドシリーズ2018のトップを走るのは、ハリー・クリ
フォード（オーストラリア）が455ポイントでワールドシリーズチャンピオン、並びに2018年世界チャンピオンの座に王手をかける。WWAワールドシリーズ2018、現在2位の”コ
リー・テネセン” (オーストラリア）は401ポイントでハリーの後を追う。１位と２位のポイント差は十分に順位入れ替えの可能性がある。コリーは1080（３回転）の大技を武器に一
発逆転のチャンスを十分に持っている。間違いなく、ワールドシリーズチャンピオンと2018年世界チャンピオンを狙ってくるだろう。WWAワールドシリーズ2018、現在３位のト
ニー・アイコニー（オーストラリア）と４位のニック・ラパ（オーストラリア）のポイント差はわずか15ポイント。二人ともRockstarを代表するライダーであるため、どちらがWWA
ワールドシリーズ2018の表彰台に上がるかが楽しみだ！更に、日本の期待の星　”手塚翔太”がWWAワールドシリーズ2018、現在285ポイントで5位につけている。日本人で最も
WWA世界選手権大会の表彰台に近い男　”手塚翔太” の世界レベルのライディングと今大会で彼がどこまで活躍できるかも大きな見どころである！

Pro Women
現在、WWAワールドシリーズ2018のトップを走るのは、Nautiqueを代表するライダー、メーガン・イーセル（アメリカ）が前３戦連続優勝し、465ポイントでワールドシリーズチャン
ピオン、並びに2018年世界チャンピオンの座に王手をかける。現在425ポイントで２位のニコラ・バトラ（イギリス）が、男子顔負けのパワフルなライディングで王座逆転のチャンスを
狙う。３位のザラ・ケルは２位のニコラとはわずか５ポイント差。彼女もWWAワールドシリーズ2018の順位を塗り替えるチャンスは十分にある。そして、女子ウェイクボード界のスー
パースター、ダラス・フライデー（アメリカ）は現在４位につけている。彼女のライディングは見ている人を引きつけ、世代を超えても未だ人気があるのが彼女のベテランの武器だろう。

Nickname: 

Birthday: 

Country: USA

Hometown: 

Mary Morgan Howell
Nickname: 

Birthday: 08/14/1992

Country: USA

Hometown: Morenci, AZ

Chelsea Clark

Nickname: 

Birthday: 11/08/1995

Country: USA

Hometown: Gilbert, AZ

Erika Lang
Nickname: 

Birthday: 07/01/1998

Country: USA

Hometown: Centralia, IL

Taylor McCullough

Nickname: 

Birthday: 10/13/1989

Country: AUS

Hometown: Mildura, Australia

Bec Gange
Nickname: 

Birthday: 03/10/1998

Country: USA

Hometown: Minooka, IL

Jamie Lopina

Nickname: 

Birthday: 09/06/1986

Country: USA

Hometown: Orlando, FL

Dallas Friday
Nickname: 

Birthday: 

Country: 

Hometown: 

Zahra Kell

Nickname: 

Birthday: 5/16/1992

Country: USA

Hometown: Cape Town, South 

Africa

Nicola Butler
Nickname: 

Birthday: 02/01/1997

Country: USA

Hometown: Channahon, IL

Meagan Ethell

Nickname: 

Birthday: 11/18/1988

Country: USA

Hometown: Fresno, CA

Tony Carroll

Nickname: 

Birthday: 07/07/1995

Country: AUS

Hometown: Barossa Valley, 

South Australia

Parker Siegele

Nickname: 

Birthday: 

Country: 

Hometown: 

Cobe France

Nickname: 

Birthday: 07/24/1997

Country: AUS

Hometown: Hawkesbury, NSW

Nic Rapa

Nickname: 

Birthday: 09/29/1997

Country: AUS

Hometown: Brisbane, Australia

Cory Teunissen

Nickname: 

Birthday: 07/02/1998

Country: USA

Hometown: Cincinatti, OH

Guenther Oka

Nickname: Dirty Mike Dowdy

Birthday: 02/01/1994

Country: USA

Hometown: Louisville, KY

Mike Dowdy

Nickname: Showtime  

Shota Tezuka

Birthday: 12/13/1993

Country: JPN

Hometown: Shizuoka, Japan

Shota Tezuka

Nickname: The Wolf of 

Wakeboarding 

Birthday: 11/13/1996

Country: AUS

Hometown: Newcastle, Australia

Tony Iacconi

Nickname: The Phenom

Birthday: 09/14/1993

Country: AUS

Hometown: Redland Bay, QLD

Harley Clifford
ハリー・クリフォード メーガン・イーセル

ザラ・ケル

ジェイミー・ロピナ

テイラー・マックコラフ

チェルシー・クラーク

トニー・アイコニー

手塚翔太

マイク・ダウディ

ガンザー・オカ

コリー・テネセン ニコラ・バトラ

ダラス・フライデー

ベク・ゲンジ

エリカ・ラング

マリー・モーガン・ホウェル

ニック・ラパ

コブ・フランス

パーカー・セーゲル

トニー・カロル

1 12 2

3 34 4

5 56 6

7 78 8

9 910 10



MIYOSHI-CITY
Welcome to

街頭での阿波おどりがない時期でも、本場の阿波おどりを体感したい・・・そんな方はぜひ
「阿波おどり会館」へ。専用ステージでほぼ毎日、迫力ある踊りが披露されている。専属
連による昼の公演が１日４回、有名連による夜の公演が１日１回の計５回行われている。

ウインドサーフィンスクール＆ショップ
ファンライド徳島
新町川や吉野川、小松海岸を主なフィールドに
SUPのスクールを開催。ウインドサーフィンのス
クールも行なっている。ショップは新町川水際公
園そばにあるので、気軽に訪れてみよう。

県南部の海岸線は、全国有数のサーフポイントが目白押し。牟岐町の内妻海岸、海
陽町の宍喰大手海岸などが有名で、海部川河口の「海部ポイント」も人気。季節を
問わずいつも多くのサーファーで賑わう。初めてサーフィンにチャレンジするには絶好
のロケーション。

☎088-611-1611　
住所：徳島市新町橋2-20　
昼の公演：11時・14時・15時・16時～、
夜の公演：20時～　
休：昼夜共通：6月・10月・2月の第2水曜

（祝日の場合は翌日）　
昼の公演：12/28 ～ 1/1　
夜の公演：12/21 ～ 1/10　  
料金：昼の公演：800円、夜の公演：1,000円

☎0884-72-3420（牟岐町観光協会）　☎0884-76-3050（海陽町観光協会）

徳島のアクティビティ
ほかにもおすすめ！

全国有数のサーフポイントが目白押し！

波乗り王国
とくしまへようこそ！

本場の阿波踊り
とくしまで年中体感！

阿波おどり会館

☎088-674-7198　
住所：徳島市南内町3-18
料金：SUP体験スクール1時間4,000円（9時～、11時
～、13時～、15時～。レンタル料・保険料込み）など。
※詳細はサイトより
http://funride-tokushima.com

街なかをクルージング!
SUP体験

ラフティング
2017年に世界大会が開催された世界屈
指の激流。気軽に体験できるプランも充実
問）三好市観光案内所　
０１２０－４０４－３４４

剣山
西日本第二の高峰で日本の百名山の一つ。登山リフト
を利用すれば気軽に山頂までの山登りが楽しめる。
問）三好市観光案内所　
０１２０－４０４－３４４

奥祖谷二重かずら橋
秘境の雰囲気が漂う美しい景観に囲まれたかずら橋
問）三好市観光案内所　
０１２０－４０４－３４４

雲海
吉野川が流れる大歩危周辺では３～４月、10月～ 12月頃

「八合霧」と呼ばれる美しい雲海がみられる

いけだ阿波踊り
JR 阿波池田駅周辺を会場に市内から約３０連の踊り子達が乱舞、迫力のある踊りが楽しめる
問）三好市役所観光課　０８８３－７２－７６２０

落合集落
国の重要伝統的建造物群保存地区。貸
切で宿泊できる茅葺き民家が８棟ある。
問）三好市観光案内所
０１２０－４０４－３４４
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