
平成19年度全日本選手権等セーリング競技日程表
（平成19年4月1日～平成20年3月31日） (2007/4/5 現在）

日　　程 大　　　会　　　名 場　　所 備　　考

5. 3 ～　5. 5 　第27回日本少年少女オープンヨット大会（東日本大会） 　長野県信濃町　野尻湖

5. 3 ～　5. 5 　第27回日本少年少女オープンヨット大会（西日本大会） 　愛媛県新居浜市

5. 4 ～　5. 6 　IＳＡＦユースセーリングチャンピオンシップ 2007　代表選考 　佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

5.12 ～　5.13 　全日本レーザー級レディース選手権大会 　富山県射水市海竜マリンパーク

6.30 ～ 7. 1 　第17回全日本A級ディンギー選手権大会 　岡山県瀬戸内市牛窓ヨットハーバー

6月 　全日本スナイプ級ジュニア選手権大会 　関東水域

7.27 ～ 7.29 　第33回全日本シ－ホッパ－級ヨット選手権大会 　秋田県男鹿市　男鹿ヨットハーバー

7.27 ～ 7.29 　第48回パールレース 　五ヶ所　→　江ノ島 　外洋レース

7.27 ～ 7.29 　2007年　SS級海の甲子園大会 　神奈川県三浦郡葉山町

7.27 ～ 7.29 　第38回全日本ＯＰ級オープン選手権大会 　和歌山県和歌山マリーナシティ

7.27 ～ 7.29 　全国中学校ヨット選手権大会 　千葉県千葉市　稲毛ヨットハーバー

7.28 ～ 7.29 　全日本ＲＢ選手権大会   静岡県沼津市 　ウィンドサーフィン

8. 3 ～ 8. 5 　第25回全日本ＦＪ級選手権大会 　山中湖村ヨットハーバー

8. 3 ～ 8. 5 　国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会2007 　東京

8.10 ～ 8.12 　第24回全日本ＯＰ級チームレース選手権大会 　広島県広島市　広島観音マリーナ 　チームレース

8.11 ～ 8.12 　全日本スナイプ級女子選手権大会 　愛知県蒲郡市 海陽ヨットハーバー

8.11 ～ 8.12 　全日本スナイプ級マスターズ選手権大会 　愛知県蒲郡市 海陽ヨットハーバー

8.11 ～ 8.15 　第21回全日本外洋ヨット選手権大会（JAPAN CUP） 2007 　兵庫県西宮市　新西宮ヨットハーバー 　外洋レース

8.16 ～ 8.21 　全国高等学校総合体育大会ヨット競技 　佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

8.24 ～ 8.26 　第34回全日本自治体職員ヨット競技大会 　愛知県蒲郡市 海陽ヨットハーバー

8.31 ～ 9. 3 　第7回全日本チームレース選手権大会 　広島県広島市　広島観音マリーナ 　チームレース

8.31 ～ 9. 2 　全日本学生ヨット個人選手権大会 　愛知県蒲郡市 海陽ヨットハーバー

9. 1 ～ 9. 2 　全日本レーザー級マスターズ選手権大会 　能登半島

9. 7 ～ 9. 9 　2007 オリンピックウィーク 　神奈川県藤沢市 江ノ島ヨットハーバー

9. 7 ～ 9. 9 　全日本RS-X選手権大会         (オリンピックウィーク ) 　神奈川県藤沢市 江ノ島ヨットハーバー 　ウィンドサーフィン

9.16 ～ 9.17 　全日本トッパー級選手権大会 　琵琶湖

9.20 ～ 9.24 　第34回全日本レーザー級選手権大会 　北海道檜山郡江差町

9.22 ～ 9.24 　第16回全日本学生女子ヨット選手権大会 　神奈川県三浦郡葉山町

9.21 ～ 9.24 　第27回ミニトン全日本選手権大会 　東京湾浦安マリーナ沖

9.29 ～ 10. 2 　第62回国民体育大会セーリング競技 　秋田県男鹿市　男鹿ヨットハーバー

9月 　第27回J/24クラス全日本選手権大会 　関東水域

10. 6 ～ 10. 7 　第42回全日本K16級選手権大会 　神奈川県藤沢市 江ノ島ヨットハーバー

10. 6 ～ 10. 7 　第36回 全日本ソリング級選手権大会 　長野県諏訪湖

10. 6 ～ 10. 8 　第53回全日本シーホース級選手権大会・第43回女子選手権大会 　神奈川県藤沢市 江ノ島ヨットハーバー

10.17 ～ 10.21 　第37回全日本470級選手権大会・第21回女子選手権大会 　神奈川県藤沢市 江ノ島ヨットハーバー

10.17 ～ 10.21 　第60回全日本スナイプ級選手権大会 　和歌山県和歌山マリーナシティ

10.27 ～ 10.28 　全日本ミストラル選手権大会 　愛知県蒲郡市 海陽ヨットハーバー 　ウィンドサーフィン

10.31 ～ 11. 4 　第72回全日本学生ヨット選手権大会 　滋賀県柳ヶ崎ヨットハーバー

10.31 ～ 11. 4 　第38回全日本ＯＰ級選手権大会 　大分県別府市　北浜ヨットハーバー

11. 3 ～　11. 4 　第35回全日本ファイアーボール級選手権大会 　神奈川県藤沢市 江ノ島ヨットハーバー

11. 3 ～　11. 4 　第30回全日本トーネード級選手権大会 　神奈川県三浦市金田湾

11.10 ～ 11.18 　北京オリンピック国内選考レース 　広島県広島市　広島観音マリーナ

11.22 ～ 11.25 　第53回全日本実業団ヨット選手権大会　（国体リハーサル大会） 　大分県別府市　北浜ヨットハーバー
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11.22 ～ 11.25 　全日本SS級選手権大会         　　　 　（国体リハーサル大会） 　大分県別府市　北浜ヨットハーバー

11.22 ～ 11.25 　全日本ヨット・マッチレース選手権大会 　神奈川県三浦郡葉山町 　マッチレース

11月 　第4回２９ｅｒ全日本選手権大会 　佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

12. 1 ～ 12. 2 　全日本FW選手権大会 　愛知県蒲郡市 海陽ヨットハーバー 　ウィンドサーフィン

未定 　全日本４２０級 選手権大会 　佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

未定 　全日本フィン級選手権大会 　佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

未定 　JOCジュニアオリンピックカップ 　佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

未定 　第2回全日本実業団大型艇選手権大会 　神奈川県三浦郡葉山町

未定 　全日本レーザーラジアル級選手権大会 　佐賀県唐津市 佐賀県ヨットハーバー

開催予定なし 　全日本実業団ボードセイリング選手権大会 　ウィンドサーフィン

開催予定なし 　第24回J/24クラス全日本女子選手権大会

未回答 　第40回国際モス級全日本選手権大会

未回答 　第33回国際14フッター級全日本選手権大会

未回答 　第36回全日本ミラー級選手権大会

未回答 　第28回ナクラ5.2級全日本選手権大会

未回答 　第17回全日本シ－ホッパ－級SRヨット選手権大会

未回答 　第18回全日本女子シ－ホッパ－級SRヨット選手権大会

未回答 　全日本ドラゴン級選手権大会

未回答 　全日本ヨーロッパ級選手権大会

未回答 　第22回全日本テ－ザ－級選手権大会

未回答 　全日本ホビ－キャット１６級選手権大会

未回答 　模型ヨット１０Ｒクラス 　模型ヨット

未回答 　模型ヨットＲＭクラス 　模型ヨット

未回答 　模型ヨットＩＯＭクラス 　模型ヨット

未回答 　模型ヨット３６/６００クラス 　模型ヨット

未回答 　模型ヨット市販艇クラス 　模型ヨット

未回答 　第11回全日本４９ ｅｒ級選手権大会

未回答 　第29回全日本シ－ドスポ－ツ級選手権大会

未回答 　全日本ベスウェイト１４クラス選手権大会

未回答 　第9回Melges24全日本選手権大会

未回答 　全日本学生ボードセーリング選手権大会(大学対抗戦) 　ウィンドサーフィン

未回答 　全日本学生ボードセーリング選手権大会(個人戦) 　ウィンドサーフィン

未回答 　第5回全日本ORC Club Cup選手権大会 　外洋レース

未回答 　小笠原ヨットレース 　外洋レース

未回答 　第8回全日本IMSミドルボート選手権 　外洋レース

未回答 　全日本ユース・マッチレース選手権大会 　マッチレース

未回答 　全日本女子マッチレース選手権大会 　マッチレース

未回答 　第32回全国少年少女ヨット大会

未回答 　全日本ヨットクラブ対抗選手権大会2007

未回答 　日本カップ 2007

未回答 　全日本ヨットクラブ個人選手権

未回答 　KYC WEEK 2007

未回答 　ＫＹＣスプリングレガッタ
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