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B級ジャッジ更新講習会開催公示（開催地・申込先等）

主催団体

開催日時

開催場所

申込期限

申込／問合先

北海道セーリング連盟

平成２５年３月３１日（日）
１０：００～１６：００

オホーツク・文化交流センター
（エコーセンター2000）３階 学習室Ａ
網走市北２条西３丁目３番地
電話 ０１５２－４３－３７０４

青森県セーリング連盟

平成25年2月24日(日)

野辺地町観光PRセンター
青森県上北郡野辺地町字中小中野１
７-１７

平成25年2月21日（木）

青森県セーリング連盟
高谷 智
stakaya@sailnism.sakura.ne.jp

岩手県ヨット連盟

平成25年5月19日（日）
10:00～15:00

岩手県宮古市
宮古市総合体育館「シーアリーナ」３F

平成25年5月17日（木）

岩手県ヨット連盟事務局 山下 亮
E-mail：aayudai@hb.tp1.jp
携帯：090-8423-5692

茨城県セーリング連盟

平成25年3月17日（日）
9時～15時

阿見町かすみ公民館

千葉県セーリング連盟

平成25年2月3日（日）
9:30～ 受付
10:00～15:00 講習会
平成25年3月9日（土）
9:00～受付
9:30～15:00講習会

稲毛ヨットハーバー２階会議室

東京都ヨット連盟

平成25年3月16日（土）
9:00～13:00

東京都ヨット連盟会議室
東京都中央区日本橋茅場町3-7-2
JOMビル4F

神奈川県セーリング連盟

神奈川県立かながわ女性センター
平成25年2月17日（日）
第２、３会議室
１０：００～１５：００（０９：３０よ
平成25年2月11日（月）
神奈川県藤沢市江の島１－１１－１
り受付）
ＴＥＬ 0466－27－2111
横浜ベイサイドマリーナ センターハウ
平成25年年3月17日（日）
ス研修室
１０：００～１５：００（０９：３０
平成25年3月11日（月）
神奈川県横浜市金沢区白帆１番地
より受付）
ＴＥＬ 045-776-7590

山梨県セーリング連盟

平成25年2月23日(土)
9：30～16:00

山梨県立吉田高等学校同窓会館
〒４０３－０００４ 山梨県富士吉田市 平成25年2月9日（土）
下吉田２０７５－２

新潟県セーリング連盟

平成25年1月27日（日）
9：30～16：00

（変更前）
新潟大学
駅南キャンパス「ときめいと」
（変更後）
HARD OFF ECOスタジアム新潟 会
議室(ミーティングルームL）

富山県セーリング連盟

平成25年3月17日（日）
9:00～17:00

高周波文化ホール（新湊中央文化会
館）
平成25年3月5日（火）
富山県射水市三日曽根３－２３

福井県セーリング連盟

（変更前）
平成25年 1月27日(日)
（変更後）
平成25年2月2日（土）
09:00～09:30 受付
09:30～17:00 (12:00～13:00
昼食) 講習会
平成25年2月17日（日）
10：00～

愛知県ヨット連盟
平成25年2月23日(土)
10：00～

平成25年3月24日（日）

平成25年3月10日(日)

平成25年1月25日（金）
平成25年3月2日（土）

平成25年3月9日（土）

平成25年1月19日（土）

ﾕｰ・ｱｲふくい(学習館) 福井県生活学
習館
平成25年1月24日（木）
〒 918-8135 福井市下六条町14-1

中村区名駅三丁目26-8
名城大学名駅サテライト(桜通ビル
13F)
052-551-1666
海陽ヨットハーバー
0533-59-8851

備考

佐藤 正
tdakimoto@aol.com

茨城県セーリング連盟
事務局 中村 孝一
Eメール nakamura@nakamura-kougyo.jp
電話 029-841-3038
千葉県セーリング連盟
伊藤亮一
264-0029
千葉市若葉区桜木北2-2-1-201
電話・ＦＡＸ 043-235-1534
携帯 090-5818-2593
E-mail rcito3@nifty.com
東京都ヨット連盟 担当 渡辺勝
Eメール seedsports1176@yahoo.co.jp
携帯
090-3570-3112

神奈川県セーリング連盟ルール委員会 佐藤百
一
Eメール jtsato@ff.iij4u.or.jp
TEL : 090-9397-4437
古屋勇人 山梨県立吉田高等学校内
〒４０３－０００４ 山梨県富士吉田市下吉田２
０７５－２
電話0555(22)2540
メール：arayotto@kai.ed.jp

ARO/CRO 同時開催

ARO/CRO 同時開催

ARO/CROと共催予定

津野洋 tsunochenko@gmail.com 090-31006532

加賀谷 賢二
bbkenji@hb.tp1.jp

ARO/CRO 同時開催

〒917-0071 福井県小浜市一番町4-23
佐々木 光夫
TEL/FAX : 0770-53-2032 (090-3292-4663)
e.mail : seaman.2@kkf.biglobe.ne.jp

平成25年2月9日（土）

水野秀輝 090-8189-6634
mizunoww@ob2.aitai.ne.jp

平成25年5月5日（日）

景山裕二
Ｅメール mtkage@amigo.ne.jp
携帯
090-2343-7811

三重県ヨット連盟

平成25年5月12日（日）
受付 ９：３０
講習 １０：００～１５：００

（財）伊勢湾海洋スポーツセンター
059-226-0525

京都府セーリング連盟

平成25年2月17日（日）
9:30～ 受付
10:00～16:00 講習会

京都アスニー
〒604-8401 京都 府京都市中京区丸 未定
太町通七本松西入ル

京都府セーリング連盟 坂 文彦
tel
075-602-0777
携帯 090-7107-2010
e-mail saka-bun@maia.eonet.ne.jp

大阪府ヨットセーリング連盟

平成２５年３月３０日(土)
１０：００～１７：００

二色ハーバー３F会議室
大阪府貝塚市二色港町１番

平成２５年３月２０(水)

大阪府ヨットセーリング連盟
事務局長 藤原洋彰
Eメール oysf@nifty.com

兵庫県セーリング連盟

平成25年2月2日（土）

新西宮ヨットハーバー

平成25年1月19日（土）

川上 宏
E-mail：sail.h@violin.ocn.ne.jp

和歌山県セーリング連盟

平成25年3月9日（土）
9:30～17:00

和歌山セーリングセンター
（和歌山市毛見1514）
（073-448-0251）

平成25年2月23日（土）

鳥取県セーリング連盟

平成25年3月2日（土）
１０：００ ～ １５：００

境港公共マリーナ 県連室

未定

平成25年2月17日（日）
11:00～16:00

岡山県セーリング連盟 会議室
（介護事業所「うらら」2階）

平成25年2月10日（日）

和歌山市毛見1514
和歌山県セーリング連盟事務局 中村
Tel.073-448-0251
Fax.073-494-3252
Email:entry@wakayama-sailing.org
富田博司
携帯 ０９０－８６０９－２２５７
メール tomita_hr@mailk,torikyo.ed.jp

メールで申込み下さい

参加対象：ARO、ＣＲＯ
NJB同時開催

加藤 圭二
ktkato@yellow.plala.or.jp

岡山県セーリング連盟
平成25年4月28日（日）
9:30～15:30

ライフパーク倉敷 第4会議室
（倉敷市福田町古新田９４０）

平成25年4月24日（水）

認定講習会と同時開催
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B級ジャッジ更新講習会開催公示（開催地・申込先等）

主催団体

開催日時

広島県セーリング連盟

平成25年2月17日（日）
9:30～

山口県セーリング連盟

平成25年2月23日(土)
9:30～受付
10：00～講習
平成25年2月17日(日)
9:30～受付
10:00～15:00講習

香川県セーリング連盟

開催場所
広島観音マリーナ 会議室（クラブハ
ウス内）

申込期限
平成25年2月10日（日）

山口県スポーツ交流村本館 第一研
修室
平成25年2月15日（金）
〒743-0011 山口県光市光井２丁目
19-2
高松商業高等学校 (校内に案内表示
します)
平成25年2月12日(火)
香川県高松市松島町１丁目１８番５４
号

申込／問合先

備考

吉本昌弘
masa_hiro_mame@yahoo.co.jp

ARO/CRO 同時開催

〒743-0011 山口県光市光井９丁目22-1
聖光高等学校 今 村 光 利
携帯番号 090-2295-8175
e-mail m-imamura@seiko-h.ed.jp

ARO/CRO 同時開催

〒761－8058 高松市勅使町３５５ 香川高専
山内 庄司 TEL 087-869-3891
（携帯：080-5662-0895）
Eメール yamauchi@t.kagawa-nct.ac.jp

平成25年3月16日(土)
15:30～16:00
受付
16:00～20:00
講習

高松市立ヨット競技場会議室
高松市浜ノ町６７－１

愛媛県セーリング連盟

平成25年年3月24日（日）
9：00～ 受付
9：15～ 講習

アンカレッジマリーナ
愛媛県松山市粟井河原336-6
TEL 089-994-1300

平成25年3月16日（土）

高知県セーリング連盟

平成25年4月14日（日）
13:00～18:00

ＮＰＯ法人ＹＡＳＵ海の駅クラブ
艇庫２Ｆ会議室

平成25年4月12日（金）

福岡県セーリング連盟

平成25年6月9日(日）
福岡市ヨットハーバー
午前10時～15時（9時30分受
福岡市西区小戸３－５８－１
付開始）
092-822-2151

長崎県セーリング連盟

平成25年年2月17日（日）
9:30～受付
10：00～15：00講習

長崎県立総合体育館 会議室
長崎市油木町7番1号
ＴＥＬ 095-843-6521

平成25年2月12日（火）

長崎県セーリング連盟 岡田昌一郎
Ｅ－ｍａｉｌ okasho121@air.ocn.ne.jp
TEL/FAX
095-857-2932

熊本県セーリング連盟

平成25年3月3日（日）
9：00～14：00

宇土マリーナ 会議室

平成25年2月24日（日）

熊本県セーリング連盟 本田 肇
E-mail；jpn162155@yahoo.co.jp

鹿児島県セーリング連盟

平成２５年３月２０日（水）
9：00～

鹿児島県平川ヨットハウス２階会議室 平成２５年３月１０日（日）

鹿児島県セーリング連盟 大迫哲弘
E-mail ksaf@souhwinds.jp
ARO/CROと共催予定
TEL 099-261-2710（鹿児島県平川ヨットハウ
ス）

沖縄県セーリング連盟
外洋沖縄

平成25年年2月2日(土)
9時～13時

まりりん宜野湾（宜野湾市大山７丁目
平成25年1月19日（土）
１０-２７）

保井（外洋沖縄）
<dan-e8881@agate.plala.or.jp>

外洋東京湾・外洋三崎

平成25年年2月11日(月祝）
9時～

きゅりあん
（東京都品川区東大井５丁目１８-１：Ｊ 平成25年1月28日(月)
Ｒ大井町駅前）

大 村 雅 一(外洋東京湾)
E-mail ZVN11420@nifty.ne.jp
渡邊晋也(外洋三崎)
E-mail watanabesn@tatemono.com

ARO/CROと共催予定

三浦外洋
セーリング・クラブ
（三浦OSC）

きゅりあん
平成２５年３月２日（土）
（東京都品川区東大井５丁目１８-１：Ｊ 平成25年2月15日（金）
１０：００～１５：００（１６：００）
Ｒ大井町駅前）

北村勝彦・Kitamura Katsuhiko
メール アドレス： k_kita@d3.dion.ne.jp
※詳細は ⇒ 三浦ＯＳＣ Ｈ．Ｐ．［http：//www．
jsaf．or．jp/miura/］に１月５日掲載予定。

会場の都合により三浦
OSCのメンバー以外の方
は10名を上限とします。

外洋湘南

平成25年2月16日（土）
9時30分～17時

葉山港 港湾管理事務所
２F 会議室A
神奈川県三浦郡葉山町50
TEL046－875-1404

榛葉 克也 hashiba@rb3.so-net.ne.jp

ARO/CRO 同時開催

外洋東海

平成25年2月24日（日）
10：00～15：00

名古屋港少年少女ヨットトレーニング
センター ２階会議室
平成25年2月18日（月）
〒455-0045 名古屋市港区築地町21

ＪＳＡＦ外洋東海・事務局 office@tosc.jp
TEL ０５２－９７１－５８３５
FAX ０５２－９７１－５８３６

外洋内海

平成25年4月21日（日）
10時～17時

西宮市西宮浜公民館
西宮市西宮浜4丁目13－1
新西宮ヨットハーバー北

JSAF外洋内海
e-mail： naikai-rrc@hotmail.co.jp
mobile: 090-7487-1472

平成25年3月11日(月)

〒791-1204 愛媛県上浮穴郡久万高原町東明
神甲1660
大野泰嗣
ARO/CRO 同時開催
携帯：090-7787-2694
Eメール： yasu-oono@kih.biglobe.ne.jp
谷田 豊明
tanidat@mizukikai.or.jp
０８０－６３９４－４４３２
髙野 ユミコ
j24yunta@yahoo.co.jp
電話090-3016-7644 FAX 050-1238-6994

平成25年2月2日（土）

平成25年4月14日（日）

ARO/CRO 同時開催
（ARO/CROは13時～
17時）

