[76] ありがとう 投稿者：奎樹 投稿日：2010/11/24(Wed) 21:54

返信

皆さん応援ありがとうございました
正直準備不足がありタッキングマッチで負けることが多かったです
本当にありがとうございました

[75] すずかさんありがとうございました。 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/24(Wed) 19:00

返信

応援ありがとうございました。
またまたいろんな方にご支援いただきました。
やっと普通の生活にもどってきました。年末ワールドまで１ヶ月、まだまだ続きそうです。
２人とも表彰台に立てず、相当悔しい思いをしていると思います。
最終選考会に出る選手は、がんばる材料にしてくれるとけいじゅ、えりとも喜ぶと思います。
二人はこの悔しい経験と、胸に日の丸と五輪のマークを付けてセーリングしたことを自信にして次のステ
ージに進んでもらいたいと思います。
みなさんありがとうございました。

[74] お疲れ様 投稿者：すずか 投稿日：2010/11/23(Tue) 23:31

返信

ご苦労様でした。ゆっくり休んでください。

[73] 達矢ありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/21(Sun) 20:57

返信

いろいろ応援ありがとね。
あとは無事に帰ってくることだけとなりました。
情報が少なくて現地の状況がわかりにくかったけど、
いろんなことがあったと思う。
帰ってきたらいろいろ聞いてください。
ほんとありがとう！！

[72] お疲れ様です。。 投稿者：達矢 投稿日：2010/11/21(Sun) 18:23

返信

圭樹、瑛里、お疲れ様です。。
メダルは取れなくて残念だったけど・
ワールドでまたがんばろう↑↑
広州での話もまた聞かせてね。
圭樹、火曜にハーバーに顔出してなｗｗ

[71] もんちさん、洋輔ありがとう。 投稿者：ＫＪ父 投稿日：2010/11/21(Sun) 12:08

返信

みなさんたくさんの励ましありがとうございました。
無事に１２レースが終了しました。
選手はサポーター、応援いただいた方々に支えられ全力でがんばりました。
残念ながらメダルには届かず男女とも５位となりました。
御協力いただいたＯＰ協会の皆様、ＪＳＡＦの皆様、そして応援いただいた皆様ほんとうにありがとうご
ざいました。
選手は今回レースでたくさんの素晴らしい経験をしたことと思います。
この経験をワールドで発揮してくれるでしょう。
みなさまほんとうにありがとうございました。

[70] お疲れ様 投稿者：小泉父 投稿日：2010/11/20(Sat) 23:25
ケイジュ＆エリお疲れさんでした
日本からたくさんのＯＰセーラーが
二人を応援してました
あと一月と迫ったランカウイワールドでも
リーダーシップを発揮してみんなをリードしてな！
みんなで日の丸揚げような
しっかり休んで楽しんで、日本に帰って来てください
本当にお疲れさまでした

[69] 無題 投稿者：えり 投稿日：2010/11/20(Sat) 23:07

返信

返信

全レース終了しました。
5 位と納得できない結果でしたが最高のサポートの元、毎日を過ごす事が出来ました。
この経験を今後の活動と来月の世界選手権に生かしたいと思います。
日本でサポート応援して下さったみなさん本当にありがとうございました。
詳しくは帰国後にレポートします。多分…www

[68] 応援してます 投稿者：洋輔 投稿日：2010/11/20(Sat) 18:45

返信

奎樹君頑張ってください
奎樹君はすごい人なので目指す順位をとれると思います。 家族全員で応援してます

[67] 無題 投稿者：もんち 投稿日：2010/11/19(Fri) 21:50

返信

えり！ けいじゅ！
元気にしていますか？☆
出発前にホテルで会った人だよー (笑)
悔いのないように、頑張って！！
応援してるからね！
えりへ
帰ってきたら、一緒にご飯食べに行こうね！
(おごり？(^ω^) )

[66] けいじゅ久しぶり！ 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/19(Fri) 11:01
元気にしとんかい！
そやな～ そろそろいいかな～
でも、ようやっとうと思うぜ。
まあ悔いを残さんようやれよ。
お前むきの風が吹くといいな。
よろしく！！

[65] 無題 投稿者：けいじゅ 投稿日：2010/11/19(Fri) 10:13
今日もがんばります！
そろそろ 1 位とりたいなー

返信

返信

[64] がんばってるね 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/18(Thu) 18:42

返信

シャンウェイの海はどんな海でしょうか。
過去ＯＰで帆走したどっかの海に似てますか？
リフレッシュできたと思います。中国の雰囲気を楽しんできて下さい。

[63] 無題 投稿者：えり 投稿日：2010/11/18(Thu) 16:20

返信

みんなありがとう(^O^)
大会中は規制があってレース情報などを公表することは出来ません。ですが毎日ＨＰは見ています！
厳しいレース転回ですけど、みんなの力をもらって明日から残りのレース全力で頑張ります。
今日はオフなのでリフレッシュしたいと思います。
最後まで応援よろしくお願いします。

[62] 秀人応援ありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/18(Thu) 08:58

返信

和歌山二次選考会向けてがんばってな！
夢を与えているのかあやしいところですが、ジャパン魂をみせてほしいものです。
お世話になったみなさんへの恩返しのためにも！
後半戦金曜日からです。最後まであきらめないレースを見せてくれ～～。
応援よろしくです。

[61] トライアスリートのみなさん、応援ありがとうございます。 投稿者：選手の父兄です ｋｊ 投稿日：
2010/11/18(Thu) 08:38

返信

ヨットと同じように、トライアスロンも各地にたくさんの仲間がいるんですね。
応援ありがとうございます。
現地で応援喜んでると思います。いよいよ後半戦です。
さらなる応援よろしくお願いします

[60] gota ありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/18(Thu) 08:34
ｇｏｔａ応援ありがとう。
来年のニュージーランドがんばってね。

返信

こうやってみんなが応援してくれることは本当にありがたいことです。
選手の励みになると思います。
現地は今日はお休みです。全選手リフレッシュして金曜日からのレースに備えていることでしょう。
引き続きよろしく

[59] おひさぁ&ファイト！ 投稿者：しるば 投稿日：2010/11/18(Thu) 00:14

返信

元気ですかぁ？
アジア大会にでるなんて本当に凄いね！
とりあえずは試合で 100％の力を出しきれるように
頑張って下さいね。
日本からだけど応援してまぁす(^∀^)ノ

[58] がんばってぇ～☆ 投稿者：ふみか 投稿日：2010/11/17(Wed) 23:34

返信

アジア大会出場おめでとう！
アジア行くなんてめっちゃスゴイ！
めっちゃ憧れるよ～☆
エリちゃんの底力でアジアを驚かしてやって～！
（＞＜）
めっちゃ応援してます☆
京都のトライアスロン仲間からでした☆

[57] Do Your Best！ 投稿者：ひらみ～ 投稿日：2010/11/17(Wed) 23:24

返信

アジア大会出場おめでとう!!
日本からえりちゃんのこと応援してるので頑張って下さい。
パワー送っておきます♪

[56] えりちゃぁぁぁぁん 投稿者：虹奈＆大樹 投稿日：2010/11/17(Wed) 23:14
瑛里ちゃん（・ω・）！

返信

アジア大会出場おめでとう！！
瑛里ちゃんの根性をアジアに
見せつけてやれーぇ！
今までの努力が実ったんやね！
本間におめでとう！
瑛里ちゃんだいすき！
日本から応援してます。
大阪のトライアスリート
虹奈 と 大樹からでした。

[55] がんばぁ！ 投稿者：ひろ 投稿日：2010/11/17(Wed) 23:08

返信

えり～！アジア大会出場おめでとう！
明日が試合最終日みたいだけど、優勝目指して最後まで
頑張ってね！
トライアスロン仲間からです。

[54] がんばってください 投稿者：秀人 投稿日：2010/11/17(Wed) 23:07

返信

夢を与えてくれてありがとうございます。
奎樹君がんばってきてください。

[53] 頑張れ（＾０＾）/ 投稿者：あおい 投稿日：2010/11/17(Wed) 23:02
アジア大会出場スゴすぎ！！
トライアスロン根性で頑張って！

[52] 頑張れぇ！ 投稿者：みや 投稿日：2010/11/17(Wed) 22:57
アジア大会出場!!
びっくりしましたぁ～!
頑張ってください
応援してますっ!!!
すずかちゃんと同じくトライアスロンの仲間からです。

返信

返信

[51] えりちゃんＦｉｇｈｔ＾＾ 投稿者：すずか 投稿日：2010/11/17(Wed) 22:21

返信

えりちゃん、アジア大会出場おめでとう！
入賞を目指して最後まで頑張ってね！
遠くからだけど、応援してます。
トライアスロンの全国大会で活躍して学んだ、最後まであきらめない根性を見せてね！
トライアスロン仲間からです。

[50] 無題 投稿者：ＪＰＮ１１ 投稿日：2010/11/17(Wed) 21:29

返信

よっ
あと何日あるのか知らないけど、自分より速い相手って国内ではあんまり戦うチャンスないから楽しんで
きて。
それでできればみんなぶっ飛ばせ！！！

[49] がんばって！！！ 投稿者：JPN３１７４gota 投稿日：2010/11/17(Wed) 20:33
けいじゅにえり、二人とも調子はどうですか？
いつもどうりが一番だと思うので、練習を思い出してがんばってください！！
江ノ島から応援してます！
いい結果を待ってます。

[48] ありさありがと！ 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/17(Wed) 18:56
がんばとっとー↑、がんばっとっとよー↓
たぶん相当がんばっとると思うとばってん、なかなか厳しかけんね～。
応援しちゃってんない！！
よろしくお願いします。

[47] 無題 投稿者：arisa 投稿日：2010/11/17(Wed) 15:39
けいじゅ君がんばっとる？
応援しとるよ！
もちろんうちだけやなくて福岡ジュニアみんなで
けいじゅ君の事おうえんしとるよ！

返信

返信

返信

[46] 岸さん応援ありがとう。 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/17(Wed) 07:53

返信

昨日は 3～4ｍと吹いてなかったようです。
みんながんばってます。今日は吹くでしょうか？
１６日までの成績 １カット入りました。
トップ取れば一気にあがる点差。シビアになってきました。
420 クラスは第 6 レースで念願のトップ！！乗ってくるでしょう！！
女子ＯｖｅｒＡｌｌ成績
http://www.gz2010.cn/info/ENG_ENG/SA/SAR174A_SAW111111@@@@@@@@ENG.html
男子
http://www.gz2010.cn/info/ENG_ENG/SA/SAR174A_SAM111111@@@@@@@@ENG.html
セーリング全クラス
http://www.gz2010.cn/info/ENG_ENG/SA/SAR174C_SA@@@@@@@@@@@@@@@ENG.html

[45] ガンバレ～～ 投稿者：岸 投稿日：2010/11/17(Wed) 00:26

返信

エリゴン、ケイジュ、思ったほど吹いてないみたいですが、
そろそろ疲れが出る頃だと思います。
体調に気をつけて、持てる力を精一杯出してください！！

[44] けいじゅへ 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/16(Tue) 21:15

返信

思いっきりやってこい！！
別府、福岡での練習を思い出してね。
ホームコースでの走りを出せるように！！

[43] 矢ははさんありがとうございます。 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/16(Tue) 21:14
応援ありがとうございます。
仕事って？？なんでしたっけ？？
でもこういう時ってけっこういろんなことがあるんですよね。
↓のようです。

返信

応援よろしく！！

[42] 無題 投稿者：けいじゅです 投稿日：2010/11/16(Tue) 20:17

返信

投稿遅れてすいません
応援ありがとうございます
調子は普通です
現地の情報を送れないので状況が分かりにくいとおもいます。すいません
明日もがんばります！

[41] ガム食ってる？ 投稿者：矢はは 投稿日：2010/11/16(Tue) 17:39

返信

奎さん えりちゃん、
こちらは土日の練習は黄砂の影響で
見通しがわからなかったくらいだけど 本元のそちらは影響なかったのかな？
明日はお休みだそうですね。
おいしいもの食べて鋭気を養ってね！
二人の成績もきになるけど、
ＫＪ父が仕事になってるかも心配です。ふっふっふ。

[40] だいち×２、義龍応援ありがとう 投稿者：ＫＪ父 投稿日：2010/11/16(Tue) 06:52

返信

みんなの応援が励みになると思います。
現地からのは書き込みできずゴメンナサイ。
たぶんみてるよ…たぶん…。

[39] がんばれ！！！！！！！！！！！ 投稿者：義龍 投稿日：2010/11/15(Mon) 22:13
奎樹君調子どう？金メダルとれるようにがんばってね！熊本から応援しとるけん！

[38] ＮＯ．１ 投稿者：だ

い

ち 投稿日：2010/11/15(Mon) 22:12

けい樹く～ん！！！！！！
しつこいようだけど金メざしてがんばってぇ～！！
別府でけい樹くんの金メの祝勝会するんだから！！（俺の
もｗｗｗｗ）

返信

返信

[37] wwwwwww 投稿者：Daichi 投稿日：2010/11/15(Mon) 22:00

返信

圭樹君！！ 調子はどう？ たーのしぃかぁ～い？
調子がいいかわからないけど、どんなことも気にせずにがんばって！
二人だけでひまなときもあるかもしれないけど・・・・
・・ がんばって苦打再！
願婆っ手

[36] 達矢ありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/15(Mon) 20:42

返信

メールが来ないって寂しがらないでね。
家族にも来てないから・・・。
今日も２レース
けいじゅ ４－３、えり ５－６だと思う。
今日は７～１０ｍと吹いてます。ＯｆｆｉｃｉａｌのＯｖｅｒＡｌｌは出てません。
応援よろしく！

[35] 金メダルよろしくｂｂ 投稿者：達矢 投稿日：2010/11/15(Mon) 19:54

返信

圭樹にメール送っても返事が来ない達矢です。。
圭樹が予想してたより吹いてないみたいだけどガンバ！
別府に・・いやエリも金メダルとって日本に２つ！金メダル持って帰ってきてください！！
日本から応援してます！ ２人ともがんばれ！

[34] くれはさん、航志ありがとう。 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/15(Mon) 09:45

返信

応援ありがとうございます。
現地での励みになると思います。
現地からの情報はないですが、公式ＨＰからは、
１４日はＯＰ男女とも２レース行われた模様。
１レース目は１００°６ノット、２レース目 １００°１８ノットの情報。
けいじゅ６－３で５位、えり５－５で５位。
男女ともトップは中国。体重４０ｋｇない選手を選抜してます。
０９ブラジルワールドのメンバーが多い様子。女子優勝のタイＰＯＯＮＰＡＴ選手も出場。

みなさんありがとうございます。
http://www.gz2010.cn/info/ENG_ENG/ZZ/ZZS103A_SA@@@@@@@@@@@@@@@ENG.html

[33] 頑張ってきてください 投稿者：航志 投稿日：2010/11/14(Sun) 22:20

返信

2 人とも体に気をつけて楽しんできてください。
いい風が吹きますように、日本から祈ってます。

[32] 紅葉です！！ 投稿者：JPN3177 くれは 投稿日：2010/11/14(Sun) 21:21
えりちゃんへ
今、調べたら 5 位？すごい！
今日はゆうかちゃん達と練習しました
絶対女子優勝で！
応援してます
けいじゅくん
６ｋｔって出でいたので
風があまりないみたいだけど
金メダル獲って帰ってきてね

[31] みさきありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/14(Sun) 21:04

返信

応援ありがとう。
今日は１レースだったようです。
思ったより吹いてない。１／１２が終わりました。
まだまだ始まったばかりです。
応援よろしく！！

[30] JAPAN fight!!! 投稿者：みさき 投稿日：2010/11/14(Sun) 20:09
「14th ASIAN SAILING CHAMPIONSHIP 2010」の時に、
作りかけのハーバーに行ったみさきです
えりちゃん、けいじゅくん頑張って!!!
どんな風でも、最高のスベリで勝負してください!

返信

返信

日本に金メダルを!!

応援してマス!!!

[29] 今日からレース 投稿者：ひげおやじ 投稿日：2010/11/14(Sun) 09:06

返信

昨日のプラティクスレースは、ほとんどゴールしなかったみたいですね！！(420 級)
皆さん元気見たいです～&#8252;
今日からのレース頑張ってもたいです。

[28] みなさんアリガト！ 投稿者：ＫＪ父 投稿日：2010/11/13(Sat) 20:08

返信

はるなさん、えりさんありがとー
明日からいよいよ始まりますます。
みなさんの応援が現地では一番の励みになることと思います。
たくさんの日本セーリング選手が日の丸を背負って表彰台に上がれますように、皆さんの応援よろし
く！

[27] 無題 投稿者：ちょんえり 投稿日：2010/11/13(Sat) 19:54

返信

えりちゃん奎樹くん、頑張ってね!!
レースもだけど、楽しんできて下さい^^
日本から応援してマス!!
いい風吹くように祈ってます。

[26] 無題 投稿者：3011 はるな 投稿日：2010/11/13(Sat) 18:22

返信

えりちゃん、けいじゅくん頑張って下さい！
えりちゃん、新聞見たよ☆かっこよかったです♪
けいじゅくん、ユニフォームの量多いですね・・・

2 人とも応援してます!!

[25] みなさんまいどです 投稿者：ＫＪ父 投稿日：2010/11/13(Sat) 07:36

返信

がいおう小泉家のみなさん、JPN3010 さん、ひげおやじさん書き込みありがとうございます。
がいおう４年後よろしく！
3010 さん現地でいい風が吹くように応援よろしく。
現地でもお世話になります…のひげおやじさんですよね。
何か情報入ったらお願いします。
現地、今日はプラクティスとパーティーです。
いい風か吹きますように！

[24] がんばれ日本セーリングチーム 投稿者：ひげおやじ 投稿日：2010/11/13(Sat) 04:15
開会式には行かなかったみたいです。
４２０男子チームの応援もよろしく！！
では、では・・・・・！！！

[23] 頑張れ！！！ 投稿者：JPN 3010 投稿日：2010/11/12(Fri) 22:01

返信

日本代表として頑張ってください！！
日本から熱く応援しています。
頑張れニッポン＼（＾◇＾）／

[22] 無題 投稿者：小泉家代表がいおう 投稿日：2010/11/12(Fri) 21:10
けいじゅ君
いよいよ本番だね。
金メダルとって日の丸あげてね
えりちゃんへ
日本に帰ってきたら約束の花火やろうね
花火は俺が預かってるから
メダルとったら光でお祝いの花火
打ち上げるよー がいおう
二人ともがんばれ！
ワールドチームのみんなで応援してます
小泉父

返信

返信

[21] ありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/12(Fri) 19:33

返信

ｙｕｕｋａさん、３００１ガチャさん書き込みありがとうございます。
今日の夜８時から開会式です。
有名選手と写真を撮ってきたいようですが、結団式では人だかりで近寄れなかったそうです。
開会式ではどうでしょうか。
掲示板は見るようにメールしましたので、明日の朝には見てると思います。
みなさんありがとうございます。

[20] 頑張れ！！！！ 投稿者：yuuka 投稿日：2010/11/12(Fri) 18:54

返信

えりちゃん、けいじゅ君
頑張って下さい！！！！！！
日本で応援してます☆

[19] 頑張ってください 投稿者：3001 ガチャ 投稿日：2010/11/12(Fri) 17:33

返信

えりさん、けいじゅさん頑張ってください。
応援します。

[18] 岸さんありがとう！！ 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/12(Fri) 14:28
岸さん全日本女子優勝おめでとう。（・・・の岸さんよね）
コメントありがとう。
情報発信制限で返事できなくてゴメンナサイ。
ネットは見られる状況のようです。
ケイジュのＹａｈｏｏメールはつながっているようです。
朝晩は見ていると思います。知ってたら送ってね。
みなさん応援ありがとうございます。
いよいよ開会式です。
荒川さん、遠路ありがとうございます。
現地会ったらで声をかけてあげて下さい。
よろしくお願いします。

返信

[17] 頑張って！！ 投稿者：岸 投稿日：2010/11/12(Fri) 10:31

返信

エリゴン、ケイジュ、練習は順調ですか？
いい風吹いてますか？
リラックスして、集中して、いつもの力が出せるよう
祈っています。
頑張れ～～～

[16] 荒川さん出発 投稿者：田中 投稿日：2010/11/12(Fri) 09:08

返信

IM の荒川さんは、今日なごや空港から広州に向けて出発されるそうです。
セーリング全体のチーフメジャラーとしての参加だそうで、
少し緊張されているように思います。
全日本で引いた風邪はよくなられたでしょうか。
がんばって下さい。

返信

[15] みんなありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/12(Fri) 08:21
義樹、ｋｏｔａ書き込みありがとう。
全日お疲れさま。小学生優勝おめでとう。

現地からの情報発信ははなにかと制限があってあまり答えられないけど掲示板見るように言います。
現地、今日 12 日は開会式です。いよいよ始まります。
応援よろしくお願いします。

[14] がんばって！ 投稿者：kota 投稿日：2010/11/11(Thu) 21:26

返信

ケイジュとエリちゃんの活躍を楽しみにしています。
頑張ってください。

[13] がんばれぃ 投稿者：義樹 投稿日：2010/11/11(Thu) 20:30
けいじゅが一番得意な風だと思うので
金メダルとってきてね！
えりサンもがんばってクダサイ。

返信

[12] みさき母様ありがとうございます。 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/10(Wed) 07:56
現地からはあまり情報が入って来てませんが、
現地に着いてからの風は、７～８ｍ程度でいい状況です。
健康面もとりあえず大丈夫なようです。
食事は評判通り？のようですが、けいじゅはおいしいといってます。
（けいじゅだけかもしれません・・・）
海外では強い胃袋を持っていることも必要ですね。
１０日（水）はチャーター艇の受取とセッティングです。
変な艇が当たらないように。

[11] どんな感じ？ 投稿者：みさき母 投稿日：2010/11/09(Tue) 16:09

返信

そちらの様子はどうですか？
ホテルとか食べ物とか、欲を出せばきりがないでしょうが、
今ある環境の中で上手に適応できる方法を考えてくださいね。
たくさん食べて、たくさん寝て、
そうそう、勉強道具は持っていっていますか？
ちょっとは活字も読んだ方がすっきりするかもよ。
応援しています！

[10] ありがとう 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/08(Mon) 20:38

返信

全日本帰って早速の書き込みありがとう。
現地情報はなかななはいってこないけど応援よろしく。

[9] Fight!! 投稿者：駿 投稿日：2010/11/08(Mon) 18:35

返信

アジア競技大会頑張って！
日本から応援してます。

[8] 長丁場 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/11/08(Mon) 08:26

返信

これから長い戦いが始まりますね。
体調気をつけて、心もコントロールして、最後まであきらめないようにガンバレ。

返信

ＯＰ全日本が終わりました。
総合

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位

高宮豪太（江ノ島）
高山大智（別府）
菅野 翔 （かながわ）
岸 祐花 （湘南）
馴田正平（江ノ島）
小泉維吹（光）
石井 衛 （中央区）
槇原 豪 （広島）

小学生 １位 松尾虎太郎（広島）
２位 高山颯太（ＫＭＣ横浜）
３位 小村凛平（玄海）
女子

１位 岸 祐花（湘南）
２位 有山夏子（江ノ島）
３位 川戸紅葉（夢の島）

竹下カップ 小学生 女子１位 安藤夏海（中央区）
馬嶋カップ 団体１位 江ノ島ヨットクラブジュニア
小野カップ クラブ枠１位 坪根航平（別府）
B&G 新人賞 初出場男子１位 高山颯太（ＫＭＣ横浜）
初出場女子１位 宇田川真乃（横浜）
詳細見るなら
http://sites.google.com/site/2010josc/documents/2010%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%
E6%88%90%E7%B8%BE%E6%9C%80%E7%B5%82.pdf?attredirects=0&d=1

[7] 矢ははさま ありがとうございます。 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/10/29(Fri) 10:29
早速の書き込みありがとうございます。
光での活躍を期待してます。

[6] がんばれおふたりさん！ 投稿者：矢はは 投稿日：2010/10/29(Fri) 08:37
HP 開設おめでとうございます。

返信

返信

中３の二人がワールドを前に、力を振りしぼって
未来の日本セーリングの明るい未来を中国でみせてきてください！
ユニフォーム、かっこいい！
早くお披露目してね！

返信

[5] ありがとうございま～す 投稿者：瑛里 投稿日：2010/10/29(Fri) 06:19
美紗樹ママありがとうございます(^。^)
全力尽してガンバリます！
みんなも全日本ガンバって下さい。。。

[4] 無題 投稿者：奎樹 投稿日：2010/10/28(Thu) 21:50

返信

田中さん HP ありがとうございます！
アジア大会がんばります！
皆全日がんばれ！

[3] ありがとうございます 投稿者：ERI 父 投稿日：2010/10/28(Thu) 17:15

返信

今回このような大会に参加させていただけることを
ＯＰ協会の方々はじめ皆様に心から感謝申し上げます。
田中理事様
HP ではいろいろとお力になっていただき、ありがとうございます。
11/3 からの光での全日本、選手ならびに保護者関係者のみなさん。
ともにがんばりましょう。

[2] みなさんありがとうございます。 投稿者：kj ちち 投稿日：2010/10/28(Thu) 15:39
たくさんの方にお世話になり、やっと？総仕上げの年を迎えることができます。
今までの恩返しとなればいいですが・・・。
ＯＰ協会 田中理事様
お心遣いありがとうございます。

返信

全日本参加選手、保護者のみなさま全日本がんばって下さい。
光とシャンウェイにいい風が吹きますように！！

[1] 応援掲示板 開設しました 投稿者：JODA 海外派遣 投稿日：2010/10/28(Thu) 12:17
4 年に一度のアジア競技会に参加する
けいじゅとえりちゃんに
応援よろしくお願いします！

返信

