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DMG MORI SAILING TEAM

11 月 8 日スタートまであと 2 日！

― Vendée Globe へ の 道 ―
皆さま、こんにちは！

「 DMG MORI SAILING TEAM 」と白石康次郎選手の挑戦をお伝えするメルマガ
『 DMG MORI SAILING TEAM -Vendée Globe への道 - 』の第 15 号です。
いよいよ今回は「 Vendée Globe 2020 」のスタート直前号。
本番を前にしたトレーニングやヴィレッジの様子をお届けします。

「 Vendée Globe 2020 」直前！
レーススタートに向け
白石選手とチームが現地入り
いよいよ
「Vendée Globe 2020」
のスタートが目前に迫って

います。

白石選手は、
DMG MORI Global One号の集中メンテナンス

が終了した 9月中旬から1か月間、ホームポートのロリアンで

最終トレーニングを積みました。これはメンテナンスで改善
した部分をひとつずつ確認するという意味もあります。

フォイル艇はそもそも振動が大きいのですが、
強い波の上で

はさらに大きな負荷がかかります。メンテナンスでは船体の

補強も行ったので、
そのあたりがチェックポイントとなりました。

トレーニングを通して補強した船体の強度をチェック。

ソフトな座面に変更したステアリングポジションやタック

ライン が 傷まないように改 良した バウスプリットなども、
実際の航海のなかで使い勝手や強度をチェックしました。

また、
レース本番に向け、
J2、
J3、
メインセールを新調したため、

これも実際に走行しながら具合を確認していきます。
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メインセールとJ2

ヴィレッジに移動してもショアクルーによる最終調整は続く。

10月19日には、大会事務局が主催するゴルフ大会が催されま

した。このゴルフ大会は、Vendée Globe出場選手が参加して

行われるもので、白石選手はなんと2016 年大会で優勝した
ディフェンディングチャンピオンです。

今回は順位を競うものではなく、
親睦を目的とした大会とな

りましたが、
白石選手は自慢の飛距離で周囲を驚かせました。

メインセールとJ3

また、
白石選手とともに参加したDMG MORI SAILING TEAM
「DMG MORI 」のロゴが入っているのがメインセール。
船首側の J2 、マストに近い J3 を個別に張ってチェック。

新たに追加した通信衛星システム、
インマルサットも実際に

試してみました。その結果、放送局との通信テストも問題なく
クリアし、
映像伝送もこれまで以上にスムーズに行えるように

通訳の神田翔大さんは、
本メルマガ11号でも紹介したように、
一時はプロゴルファーを目指し、
プロライセンスを所有するほど

の実力者。
「DMG MORI SAILING TEAMはゴルフがうまいぞ」

と現地で評判になりました。

なりました。従来のものに変更したバッテリーも、順調に発電
できています。

白石選手と通訳の神田翔大さんが参加。リラックスした様子で他チームと親睦を深めた。

©Bernard Le Bars / Alea

ヴィレッジでは、
こうしたイベントだけに限らず、
選手間の交流

MALIZIA II - YACHT CLUB DE MONACO
があります。
この日は、

（マリツィア・ヨットクラブモナコ）
に所属するドイツ人スキッパー、
ボリス・ハーマン選 手とエール 交 換 を行 い、白 石 選 手から

トレーニング後はミーティングを行い、メンテナンスした箇所の状態を確認。

この1か月間のトレーニングを通して、DMG MORI Global

ハーマン選手に赤飯やお菓子などを進呈。
逆にハーマン選手か
らは、
シングルモルトウイスキーのプレゼントがありました。

One号の仕上がりが上々であることは確認できました。自信を
持って本番に臨むことができます。

トレーニングを終えた白石選手とDMG MORI SAILING

TEAMは、10月15日から16日にかけてレ・サーブル・ドロンヌへと

移動しました。DMG MORI Global One 号は海路での移動で

すが、チームはトラックを借り、備品関係を作業コンテナへと
積み込んでの移動です。

レースのスタートまでは、Vendée Globe関連のイベントや

積載物のチェック、
船の最終調整などが控えています。

ハーマン選手は今回がVendée Globe 初出場。
予選レースの「 Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne 」を 7位で完走し、
「 Vendée Globe 2020 」の出場権を獲得した。
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こうした関連イベントや他チームのスキッパーとの交流など、

「 Vendée Globe 2020 」に向けて気 持ちが 高まるなか、
レースに向けた準備ももちろん進めています。

スタートまでの間に、
2回ほどテストセーリングに出る予定で

すが、
メインで行っているのは、
どこに何が積んであるかを把握
したり、
予備パーツの使い方を確認したりといった装備の最終

スタート地点のレ・サーブル・ドロンヌでは、
レースヴィレッジが

10月17日にオープンし、
開村式にはレ・サーブル・ドロンヌ市長や

公式パートナーであるSodeboの社長などが参列しました。

DMG MORI Global One 号内での装備

チェック作業です。

また、現地メディアの取材はもちろん、日本メディアからも

Zoomなどを利用した取材があり、忙しい日々を送っています。

セーリングウェアを試着し、入念にチェックする白石選手。

70日以上にも及ぶレースを乗り切るために重要なもののひとつ

にセーリングウェアがあります。
海の上では、
ウェアが濡れることは
現地メディアの取材を受ける白石選手。

「Vendée Globe 2020」
のスタートは11月8日。
次号のメルマガ

では、白石選手は 70日以上に及ぶ航海に出発しています。

レースの進捗は、
このメルマガに加え、
レース専用Instagramで、
最新の情報をお届けしますので、
引き続き熱い応援をよろしく
お願いいたします。

レースヴィレッジの様子

避けられませんが、
湿った服を着ているのはストレスになりますし、
体温が下がるのも防がなければいけません。

そのため、
着替えは最小限のものを密閉できるビニール製の

保存袋に入れ、
下着なども頻繁には交換せず、
濡れてしまったり、
臭いが気になったりするときに着替えるようにしています。

10月29日(木)「 Vendée Globe2020-2021」
白石康次郎壮行会を開催しました！
10月29日（木）、現地の白石選手がオンライン参加する形で、

「Vendée Globe 2020-2021」の壮行会が開催されました。

白石選手がスポンサー様各社を紹介し、
参加された皆様からは

温かい言葉をいただきました。
なかには、
「スタートは見に行け

ないけど、
ゴールは必ず迎えに行く！」
との熱いエールもあり、
熱気に包まれた壮行会となりました。

壮行会での白石選手のあいさつは以下のとおりです。

「誰もいないヤードで作業中のヨットを見ているときが、
自分に

とってはすごく幸せを感じる時間です。
最高のスポンサー、
チーム、
船に恵まれて、
ここまで来ることができました。
アジア人初の完走を

目指して、
最後まで準備を整え、
スタートを切りたいと思います」
レースヴィレッジの案内図は公式サイトでチェックできる。
◀

レースヴィレッジの情報は公式サイト

レースヴィレッジ開村式の様子。テープカットは関係者がマスクを着用して行われた。

オンライン壮行会の様子。会場内には白石選手を応援する寄せ書きも飾られた。
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白石選手 からのメッセージ
皆さん、こんにちは。

いよいよスタート間近です。

本来であれば、スタート前に皆 様に直 接お会いしてお 話ししたかったのですが、
このような状 況でそれが叶わずに残 念です。

しかし、オンラインではありましたが、壮行 会で 皆 様とお 話ができてとても嬉しかったです。
皆さんからの応 援 がパワーになります。本当にありがとうございました。
さて、私は 11 月1日からスタートまでの間、隔 離 生活を送ります。

スタート直前に再度 PCR 検 査を受けて、陰 性であれば無事にスタートをすることができます。
スタートまではもちろんですが、ゴールまで 気を抜 かずに完 走して、皆 様に再びお会いできればと思います。
引き続きの応 援、よろしくお願いいたします。
感謝

テレビ番組 テレビ 朝日系全国ネット 特別番組放 送！
！

いよいよスタートする「 Vendée Globe 2020-2021 」に向けて、

レーススタート当日 11月8日(日) 13:55 〜

テレビ 朝日系列全国ネットで 特別番 組が放 送されます。
「海 のエベレスト」と称されるレースの過 酷さや驚きの 船上 80 日間生活、
今回のレースの見どころなどをご紹介します。ぜ ひご覧ください。

番組内容

放送局

放 送日時

｜ テレビ 朝日系列全国ネット

｜ 2020 年 11 月 8 日 (日 ) 13:55 〜15:20

番 組タイトル ｜ 『ヨットだけで 世界一周
白石康 次 郎

インスタグラムで、Vendée Globe レース期間専用のアカウントを開設しました！
こちらより最新情報をチェック！ぜひフォローをお願いします！

ひとりぼっちの大冒険

世界最高峰レース

ヴァンデ・グローブ 2020 出航 直前 SP 』

@ gokojiro_vendeeglobe2020
DMG MORI SAILING TEAM 公式HP
@sailingteamdmgmori
@ SailingTeamDMGMORI

発行元 ： DMG MORI SAILING TEAM
お問い合せ : DMG MORI SAILING TEAM

<dmgmori_pr@dmgmori.co.jp>

https://sailingteam.dmgmori.com/
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