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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

２０１５年度　承認済

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

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

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 ー 市川　夏未

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

２０１5年度全日本トッパー級選手権大会 公認 7月21日 坂　文彦 櫻井　隆一 細川　義明 H27- 27 － 27.10.11～12 済 未 済 櫻井　隆一

タモリカップ２０１５横浜大会 後援 7月15日 ー ー 佐藤百一 H27- 36 8月27日 27.９.12 木原　徳人

加山雄三 invitational 33rd RIVIERA ZUSHI MARINA CUP 後援 7月17日 大庭秀夫 ー ー H27- 37 8月27日 27.10.11 大平玲子

JAPAN MELGES WEEK 2015 公認 8月27日 大庭　秀夫 大澤光正 青山　篤 H27- 42 － 27.10.31～11.3 大坪明

2015　TECHNO293全日本選手権 公認 9月16日 伊藤亮一 佐藤　孝 松原次夫  H27- 46 27.11.28～29 宮野　幹弘

第２４回ＹＭＦＳセーリング・チャレンジカップIN浜名湖 公認 11月12日 箱守康之 東島　和幸 山口泰正 H27- 50 28.3.23-27 箱守　康之

2015年度全日本学生ボードセーリング大学対抗 公認 12月15日 山口慶一 中村和哉 H27- 51 28.3.4-６ 姫野　真帆

全日本ヨットマッチレース選手権大会 公認 12月15日 古屋　勇人 田中 正昭 H27- 52 28.2.11-14 伊藝　徳雄

2015　JWA全日本ユース・ジュニア選手権 公認 1月13日 山口　慶一 佐藤孝 中村和哉 H27- 53 28.3.18-21 宮野　幹弘

国際モスクラス世界選手権大会 後援 1月20日 大庭　秀夫 マーク・ロビンソン Rut Subniran　Chairman H27- 55 2月21日 28.5.24-29 大島　良彦

2016年全日本スナイプ級ジュニアヨット選手権大会 公認 2月15日 江口　恒信 百済 信彦 薮田　直樹 H27- 57 28.３.18-21 星野　宏行

沖縄-東海ヨットレース2016 共同主催 2月1日 長坂　 收 川合　紀行 河内　道夫 H27- 58 28.4.26-5.8 大島　茂樹

Russia-Japan Friendship Regatta 公認 2月29日 穂坂　浩 大澤 光正 川北 達也 H27- 59 28.4.2-3 山田　寛

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 未承認 山本大輔

タモリカップ東北大会２０１5 後援 8月6日 相澤　孝司 ー 岡嶋佳治　 27.９.20 大会中止 餅　啓一

第２６回全日本Ａ級ディンギー選手権　2016博多大会 後援 1月27日 岡村勝美 飯泉庸一、野見山謙　 大田雄三 28.７.15-17 申請取下げ 西田　正治

２０１６年度　承認済

全日本モスクラス選手権大会 公認 1月20日 大庭　秀夫 マーク・ロビンソン Rut Subniran　Chairman H28- 01 28.5.21-22 ー 済 済 大島　良彦

JOCジュニアオリンピックカップ兼JSAFジュニア・ユースセーリングチャンピオンシップ（ジュニア部門） 共同主催 2月15日 山口慶一 田中令江(OP)、中野佐多子(LASER) 川嶌秀則 H28- 02 28.７.30-7.31 中村和哉

第１6回全日本チームレース選手権大会 公認 4月14日 大原博實 吉本昌弘 田中正昭 H28- 03 28.8.27-28 大原博實

平成28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6日 山口　慶一 渋谷有人,東島　和幸 川嶌　秀則 H28- 04 28.8.10-8.16 髙橋　　航

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 ー 戸嶋　博之 H28- 05 28.8.27-8.28 川上　宏

第31回　全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権大会 公認 5月11日 内田伸一 百済信彦 松原次夫 H28- 06 28.8.５-8.７ 内田伸一

国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会２０１６ 後援 5月11日 山本俊貴 ー 高橋　有樹 H28- 07 28.8.５-8.７ 玉置　純

愛顔つなぐえひめ国体セーリング競技リハーサル大会 共同主催 5月13日 川上宏　他 百済信彦　他 増田　開 H28- 08 28.9.17-19 黒川　重男

第３６回ミニトン全日本選手権大会 公認 1月18日 斎藤晴彦 山本高靖 大村雅一 H28- 09 28.9.17-19 斎藤晴彦

第４３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17日 森　信和 岡田光信 柴沼　克己 H28- 10 28.8.20-21 小宮　三雄

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　2016 後援 4月21日 大島良彦 ー 榛葉克也 H28- 11 5月28日 28.6.11 ー ー 済 大島良彦

第５７回 パールレース 共同主催 5月16日 木内　誠 川合　紀行 大村　雅一 H28- 12 28.7.28-31 河内　道夫

２０１６年度　全日本学生ヨット個人選手権大会 公認 5月26日 川上　宏 目瀬 好男 笠木 伸平 H28- 13 28.9.1-4 廣島伸一

第25回全日本学生女子ヨット選手権大会 公認 5月30日 角野吉則 大庭秀夫 秋元　和子 H28- 14 28.9.16-19 市川　夏未

第43回ドラゴンクラス全日本選手権大会２０１６ 公認 6月2日 横山 英博 小林 敬晶 山岡 閃 H28- 15 28.9.16-19 澤田 朗

第62回　全日本シーホース級ヨット選手権大会 公認 6月7日 外尾　竜一 石田　光 平松　靖晧 H28- 16 28.10.2,8,9 外尾　竜一

第３３回レーザー全日本マスターズ選手権大会 公認 6月8日 五十川 浩司 河野　義樹 佐藤　誠 H28- 17 28.9.18-19 河野　義樹

第81回全日本学生ヨット選手権大会レース 公認 6月13日 岡田彰 石川雅浩 古川裕之 H28- 18 28.11.2-6 木原一憲

全日本シーホッパー級選手権大会 公認 6月15日 弥久保　金恵 東島　和幸 山口　泰正 H28- 19 28.9.９-11 弥久保　金恵

2016全日本ミドルボート選手権大会 公認 5月12日 横山英博 山岡　　閃 H28- 20 28.７.１６-７.１８ 横山英博

タモリカップ富山大会2016 後援 5月19日 北村　真一 ー 加賀谷　賢二 H28- 21 7月15日 28.7.16-17 高野　浩昌

第１１回　全日本社会人大型艇大会 後援 6月24日 外尾　竜一 ー 平松　靖晧 H28- 22 7月15日 28.10.22-23 栗原　義則

第３2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 7月8日 花田卓教 吉川巌一 田中正昭 H28- 28.10.8-10 松尾英樹

第4１回　全日本International１４級ヨット選手権大会 公認 7月11日 山 下 弘 雄 萩原賢一 青山篤 H28- 28.10.1-2 西間　亮

第４４回ホビーキャット１６全日本選手権 公認 7月13日 佐々木 龍也 佐々木 龍也 松本雄二 H28- 28.10.1-2 青砥健一

２０１６年度　調整中

2016年　RS全日本選手権大会 公認 4月17日 松原次夫 松原次夫 28.7.9-10 山本大輔

第26回ジュニアヨット国際親善レガッタ(ミキハウスカップ東京２０１６) 後援 6月15日 山本　俊貴 ー 高橋　有樹 28.９.４ 玉置　純

タモリカップ２０１６横浜大会 後援 6月22日 京黒 太郎 ー 佐藤百一 7月15日 28.９.11 木原　徳人

2016ウインドサーフィン techno293クラス全日本選手権 公認 7月6日 宮崎　景 山岡　閃 28.10.8-9 松尾省三

第14回全国中学校ヨット選手権大会 公認 7月7日 斉藤　威 岩崎　利幸 28.8.19-20 山下　基

第５回ｼﾞｭﾆｱﾖｯﾄ国際親善大阪ﾚｶﾞｯﾀ2016(ﾐｷﾊｳｽｶｯﾌﾟ大阪2016) 後援 7月13日 小野澤　秀典 ー 宇都宮　則夫 28.10.16 玉置　純
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