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＊承認済の大会には承認番号が表示されています。

公認等 受付日 ＮＲＯ 公式計測員 プロテスト
委員長 環境キャンペーン レガッタレポート 実施報告

２０１４年度　承認済

全日本４２０級選手権大会 公認 11月7日 松山和興 東島和幸 川北達也 H25- 45 12.21～23 重　由美子（佐賀県ヨットハーバー）

第23回全日本学生女子ヨット選手権大会 公認 5月19日 角野吉則 大庭秀夫 川北達也 H26- 8 9.20～9.23 岡本怜

第３４回　ミニトン全日本選手権大会 公認 6月30日 吉田豊 村山　進 増田　開 H26- 22 10.11～10.13 増田　善行

JAPAN MELGES WEEK 2014 公認 7月30日 大庭秀夫 大澤光正 青山　篤 H26- 34 11.1～11.3 大坪明

全日本４２０級選手権大会 公認 9月19日 松山和興 東島和幸 川北達也 H26- 43 12.21～12.29 重　由美子

全日本２９er選手権大会 公認 9月10日 松山和興 齋藤愛子 真崎邦彦 H26- 46 11.8～11.9 重　由美子

ＪＷＡ全日本ユース選手権大会 公認 10月19日 山口　慶一 佐藤　孝 中村　和哉 H26- 48 12.26～12.29 宮野幹弘　

全日本ｽﾅｲﾌﾟ級　ワールド選考レース 公認 1月6日 吉留　容子 百済 信彦 古川裕之 H26- 51 3.27～3.29 内山貴信

ＡＮＩＯＲＵ’Ｓ　ＣＵＰ２０１５ 公認 1月15日 山岡閃 - 松原次男 H26- 52 27.3.4～11 檜森拓実

全日本マッチレース選手権大会 公認 1月27日 古屋　勇人 - 田中 正昭 H26- 53 27.2.21～22 伊藝徳雄

２０１５年度　承認済

全日本ミドルボート選手権２０１５ 公認 3月30日 長坂　収　 川合　紀行 柴沼　克己 H27- 01 27.7.18～20 大島茂樹

葉山マリーナ　インターナショナルフレンドシップレガッタ 後援 4月6日 大島　良彦 ー 榛葉　克哉 H27- 02 27.4.18 ー ー ○ 大島良彦

第48回　全日本モス選手権2015 公認 4月7日 大庭 秀夫 古谷 元洋 H27- 03 27.5.15～17 鈴木晶友

国際交流日本ｼﾞｭﾆｱﾖｯﾄｸﾗﾌﾞ競技会2015 後援 4月6日 長塚　奉司 ー 藤沢　誠一 H27- 04 27.7.31～8.2 玉置　純

JOCジュニアオリンピックカップ 共同主催 4月12日 山口慶一 田中令江(OP)、中野佐多子(LASER) 川嶌秀則 H27- 05 27.7.25～26 中村和哉

希望郷いわて国体セーリング競技リハーサル大会 共同主催 4月28日 川上　宏 百済信彦 増田　開 H27- 06 27.10.10～12 長塚　奉司

第５６回 パールレース 共同主催 4月23日 大野 稔久 川合　紀行 大村　雅一 H27- 07 27.7.23～26 河内　道夫

平成27年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技 共同主催 5月8日 山口　慶一 渋谷有人,東島和幸 川嶌　秀則 H27- 08 27.8.10～16 横浦　那美

“海の甲子園”ユースセーリングカップ 後援 5月11日 川上　宏 戸嶋　博之 H27- 09 27.8.29～30 川上　宏

2015年 全日本ｽﾅｲﾌﾟ級　マスターズ・女子　選手権大会 公認 5月11日 吉留　容子 百済 信彦 二村　種義 H27- 10 27.8.7～9 内山 貴宣

タモリカップ　福岡　２０１5 後援 5月20日 岡村　勝美 ー 太田　雄三 H27- 11 27.8.1～2 森本　恭史

日建・レンタコムカップ　第24回全日本学生女子ヨット選手権大会 公認 5月21日 角野吉則 大庭秀夫,神代幸介 川北達也 H27- 12 27.９.18～21 市川　夏未

第32回レーザー全日本マスターズ選手権大会 公認 6月1日 相澤　孝司　 高橋　邦夫 松原　次男　 H27- 13 7.25～26 佐藤　正志

2015年度全日本学生ヨット個人選手権大会 公認 5月27日 岡田彰 石川雅浩 古川裕之 H27- 14 9.3～6 小嶋　光稀

第4回オープンビッククラス全日本選手権2015 公認 5月25日 山岡　閃 信国　慶彦 山岡　閃 H27- 15 8.3～８.4 蔵田将広

第４２回　全日本自治体職員ヨット競技大会（選手権大会） 公認 5月28日 森　信和 岡田光信 二村　種夫 H27- 16 8.23～24 小宮　三雄

第１０回　全日本社会人大型艇大会 後援 6月15日 外尾　竜一 ー 平松　靖晧 H27- 17 27.10.24～25 栗原　義則

第61回　全日本シーホース級ヨット選手権大会 公認 6月15日 外尾　竜一 永井  幸次 高谷　至 H27- 18 27.10.4～12 外尾　竜一

タモリカップ富山大会2015 後援 6月16日 北村　真一 ー 加賀谷　賢二 H27- 19 27.7.18～19 高野　浩昌

第３１回　全日本オプティミスト級チームレース選手権大会 公認 6月17日 花田卓教 田中令江 田中正昭 H27- 20 27.9.19～21 松尾英樹

２０１５年度　調整中

2015年　RS全日本選手権大会 公認 4月9日 未定 未定 未定 27.7.4～5 山本大輔

全日本シーホッパー級選手権大会 公認 6月26日 弥久保　金恵 東島　和幸 山口　泰正 27.10.16～18 弥久保　金恵

第４３回ホビーキャット１６全日本選手権 公認 6月27日 佐々木 龍也 佐々木 龍也 松本雄二 27.９.20～21 青砥健一

実務担当者（事務局）

ＪＳＡＦ補助対象レースと補助金額は12月12日にＪＳＡＦホームページに公表されています。　環境委員会

大会後統合報告書受理
    　大　　　会　　　名

申請書受理 大会関係者
承認番号 大会実施日

報告書待ち 

http://www.jsaf.or.jp/rule/NJANUlist.html
http://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/race/race-officer
http://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/odc/odc-list
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