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２０２１年度　承認済

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 共同主催 2月1日 高橋　航 小久保伸一 中村和哉 2021- 01 5/1 ～ 4 延期 ー 中村和哉

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 共同主催 2月1日 高橋　航 小久保伸一 中村和哉 2021- 02 7/17 ～ 18 ー 中村和哉

2021　全日本マッチレース選手権大会 公認 2月16日 大野　稔久 田中　正昭 今津　浩平 2021- 03 5/14 ～ 16 延期 ー 松石　万希子

全日本シーホッパー級選手権大会 公認 3月25日 弥久保金恵 岡　有作 山口　泰正 2021- 04 10/24 延期 ¥30,000 ○ ○ ○ 弥久保金恵

第3１回ジュニアヨット国際親善東京レガッタ(ミキハウスカップ東京２０2１) 後援 4月15日 小野澤　秀典 ー 高間　博之 2021- 05 4/18 10/24 延期 ー ー ー ○ 玉置　純

全日本ミドルボート選手権大会２０２１ 公認 2月26日 長坂　収 川合　紀行 市川　　隆 2021- 06 7/16 ～ 19 中止 ¥25,000 奥井　光明

第2１回全日本チームレース選手権大会 公認 4月24日 大原　博實 白井　敏文 今津　浩平 2021- 07 7/17 ～ 18 中止 ¥25,000 大原博實

第４８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16日 水野　秀輝 水野　秀輝 長坂　収 2021- 08 8/21 ～ 22 中止 ¥30,000 小宮　三雄

第３６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17日 岡村　勝美 笹井　正和 2021- 09 6/4 ～ 6 ー 兵藤和行

2021年度全日本学生ヨット個人選手権大会、2021年全日本学生シングルハンドレガッタ 公認 5月24日 岡田　彰 谷　隆之 古川裕之 2021- 10 9/2 ～ 5 延期 ー ○ ○ 大野　智也

第86回全日本学生ヨット選手権大会 公認 5月24日 岡田　彰 谷　隆之 南原　健一 2021- 11 11/3 ～ 7 ¥150,000 ○ ○ ○ 大野　智也

“海の甲子園”ユースセーリングカップ 後援 5月26日 奥村　俊宜 ー 戸嶋　博之 2021- 12 6/2 8/28 ～ 29 中止 ー 山岡　祥記

第８回ｼﾞｭﾆｱﾖｯﾄ国際親善大阪ﾚｶﾞｯﾀ(ﾐｷﾊｳｽｶｯﾌﾟ大阪20２1) 後援 6月2日 小野澤　秀典 高間　博之 2021- 13 6/4 11/7 延期 ー ○ ○ ー 玉置　純

いちご一会とちぎ国体セーリング競技リハーサル大会,高松宮妃記念杯第67回全日本実業団ヨット選手権大会 共同主催 6月9日 大庭　秀夫 中村　和哉 増田　開 2021- 14 9/10 ～ 12 中止 ¥100,000 根津 久一郎

第2回eSailing全日本2021（ Japan Cup） 公認 6月12日 松尾英樹 ー ー 2021- 15 8/21 ～ 22 ー ○ 尾形依子

第54回　全日本モス選手権2021 公認 6月16日 松尾英樹 伊藝徳雄 高橋幸吉 2021- 16 10/2 ～ 3 ¥50,000 ○ ○ ○ 後藤浩紀

第10回オープンスキフクラス全日本選手権2021 公認 6月17日 山岡　閃 永井　誠 山岡　閃 2021- 17 9/18 ～ 20 ー 吉田美作

第48回ドラゴンクラス全日本選手権大会2021 公認 6月25日 横山 英博 依頼中 山岡　閃 2021- 18 9/17 ～ 20 延期 ¥30,000 澤田 朗

第66回　全日本シーホース級ヨット選手権大会 公認 6月28日 外尾　竜一 石　田　光 平松　靖晧 2021- 19 10/3 ～ 10 中止 ¥50,000 外尾　竜一

令和３年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技 第６２回全国高等学校ヨット選手権大会 共同主催 6月29日 山口　慶一 小久保　伸一 加藤　圭二 2021- 20 8/10 ～ 16 ¥80,000 髙橋　航

TECHNO293クラス全日本選手権２０２１ 公認 7月9日 中嶋浩二郎 島浩二 山口泰正 2021- 21 10/9 ～ 10 ¥50,000 ○ ○ ○ 市川和典

2021年 第20回全日本49erクラス選手権大会 　第6回全日本49erFXクラス選手権大会 公認 7月2日 大庭 秀夫 中野　鉄芳 中野　佐多子 2021- 22 10/23 ～ 24 25000×2 ○ ○ ○ 高清水　裕子

第４０回ミニトン全日本選手権大会 公認 2月24日 斎藤晴彦 山本髙靖 大村雅一 2021- 23 11/20 ～ 23 ¥25,000 斎藤晴彦

第３７ 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12日 松尾英樹 吉川巌一 田中正昭 2021- 24 9/18 ～ 20 中止 ー 松尾英樹

第５7回全日本K１６級ヨット選手権大会 公認 7月12日 佐藤百一 江原嘉夫 中島菊治 2021- 25 10/30 ～ 31 ¥25,000 ○ ○ ○ 小山田　朋樹

2021年度JWA　TECHNO293　ジュニア・ユース全日本選手権 公認 7月14日 中村　光恵 宮野　幹弘　 橋本　健太郎　 2021- 26 3/19 ～ 21 ー 中村　光恵

第36回テーザー全日本選手権 公認 7月16日 中島量敏 軽部　竜也 山口泰正 2021- 27 10/23 ～ 24 ¥30,000 ○ ○ ○ 石川　光輝

第４４回全日本International１４級ヨット選手権大会 公認 7月18日 佐藤百一 萩原賢一 中島菊治 2021- 28 10/30 ～ 31 中止 ¥25,000 西間　亮

2021 Laser All Japan Championship 公認 7月29日 中村　光恵 西野　隆文 松原　次夫 2021- 29 11/20 ～ 23 ¥130,000 ○ ○ ○ 中村光恵

第8回全日本Melges 20クラス選手権大会 公認 7月18日 大庭秀夫 大澤　光正 岡部幸司 2021- 30 10/29 ～ 31 ¥25,000 ○ ○ ○ 山田　寛

第53回全日本オプティミスト級セーリング選手権大会 公認 8月17日 松尾英樹 荒川　渡 檜皮浩二 2021- 31 11/20 ～ 23 ¥130,000 ○ ○ ○ 松尾英樹

2021 IQ FOIL 全日本選手権　住吉浜IQ FOIL 2021 公認 8月19日 宮崎 景 由村 剛志 山岡　閃 2021- 32 11/21 ～ 23 ー 穴見 和彦

第４０回J／２４クラス全日本選手権大会 公認 8月17日 内田 伸一 横田 順市 田中 正昭 2021- 33 11/20 ～ 23 ¥25,000 武居 徳真

ピアソン全日本４７０級ヨット選手権大会２０２１第５０回全日本４７０級ヨット選手権大会　兼　第３５回全日本女子４７０級ヨット選手権大会 公認 9月14日 京黒太郎 東島　和幸 増田　開 2021- 34 11/18 ～ 23 ¥130,000 ○ ○ ○ 武田　朋美

2021年 第20回全日本２9erクラス選手権大会 公認 9月15日 中村　昭仁 宮野幹弘 林健太 2021- 35 10/23 ～ 24 ¥25,000 齋藤　愛子

第74 回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 公認 9月16日 岡村　勝美 富松　潔 田中　正明 2021- 36 12/8 ～ 12 ¥100,000 ○ ○ ○ 内田　伸一

2021年度全日本スナイプ級ジュニアヨット選手権大会　2021年度全日本スナイプ級ミックス 選手権大会 公認 9月16日 岡村　勝美 笹井　正和 2021- 37 11/13 ～ 14 ー 石川　雅浩

2021年度全日本学生ボードセーリング選手権 公認 9月21日 水野　秀輝 島　浩二 前地達郎 2021- 38 11/14 ～ 19 ¥100,000 ○ ○ ○ 小林　将

２０２１年度第３４回全日本４２０級セーリング選手権大会 公認 10月17日 大庭秀夫 小久保　伸一 伊藤 大貴 2021- 39 12/25 ～ 28 ¥100,000 ○ ○ ○ 保利守男

2021ウィンドサーファークラス全日本選手権 公認 9月14日 宮崎　景 山岡　閃 2021- 40 11/6 ～ 7 ー 松尾省三

第48回ドラゴンクラス全日本選手権大会2021 公認 12月2日 横山 英博 依頼中 山岡 閃 2021- 41 澤田 朗

2021年度　全日本学生ボードセーリング選手権　大学対抗戦 公認 12月3日 高橋航 島　浩二 中村和哉 2021- 42 3/11 ～ 13 松井　佐和子

セイル・オン第10回JYMA選抜大学対抗＆Ｕ26ヨットマッチレース　兼　2022全日本ユースマッチレース選手権大会 公認 12月21日 松尾英樹 田中正昭 2021- 43 3/4 ～ 6 松石万希子

第30回 YMFSセーリング・チャレンジカップ IN 浜名湖 公認 1月6日 中島　量敏 村松　哲太郎　 山口　泰正 2021- 44 3/19 ～ 21 中止 板倉　弘尚

全日本ミドルボート選手権大会 公認 2月9日 高橋　航 川合 紀行 山岡　閃 2021- 45 7/15 ～ 18 舩澤 泰隆　

２０２１年度　審査中、未承認

第６2回 パールレース 共同主催 4月12日 飯澤　則之 川合　紀行 大村雅一 7/22 ～ 25 中止 ¥80,000 坂谷定生

第４９回 ホビーキャット１６全日本選手権大会 中止 ¥30,000

¥1,600,000
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