
平成２７年　５月　３日 版

関西学生ヨット連盟　・　全日本学生ヨット連盟　関係 場所 関係団体 場所

１月 　１８日(日) 　09:30～Ｂ級ジャッジ（新規）認定講習・試験　（ＪＳＡＦルール委員会） 芦屋・海体

　３１日(土) 　10:00～ 選手・指導者の為のルール講習会　（ＪＳＡＦルール委員会） 新西宮Y.H

２月 　７日(土)～　８日(日) 　ＮＲＯ認定講習会・試験　（ＪＳＡＦルール委員会）   2/7 12:30～2/8 16:00 東京都内

　１４日(土) 　09:00～ＡＲＯ認定講習会・試験、ＣＲＯ認定講習会　兼ﾚｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ　（ＪＳＡＦﾙｰﾙ委員会） 芦屋・海体

　２１日(土) 　13:40～平成２７年度関西学連第１回理事会 17:00～懇親会 北港Y.H

　２８日(土) 　07:30～ スナイプ級・年度計測　（セール／艇体）　※スナイプ級２０１５年ワールド選考レース出場艇対象 新西宮Y.H

　２８日(土)～３月１日(日) 　09:00～Ａ級ジャッジ認定講習・試験　（ＪＳＡＦルール委員会） 芦屋・海体

３月 　　７日(土) 　16:00～関西セーリング連盟　理事会 　大阪・弥生会館

　１３日(金)～１５日(日) 　第４回　JYMA選抜大学対抗＆U25マッチレース 日産マリーナ東海

　１４日(土) 　10:00～ 選手・指導者の為のルール講習会　（ＪＳＡＦルール委員会） 芦屋・海体

　１４日(土)～１５日(日) 　銀河最速決定戦（甲南大学主催） 新西宮Y.H

　１５日(日) 　09:30～Ａ級ジャッジセミナー　（ＪＳＡＦルール委員会） 芦屋・海体

　２０日(金)～２２日(日) 　第３３回　同志社ウィーク／全日本スナイプＪｒ 柳が崎YH

　２８日(土) 　18:30～ 平成２７年度 関西学連 臨時（第２回） 理事会 新西宮Y.H

　２８日(土)～２９日(日) 　スナイプ級２０１５年ワールド選考レース 海陽YH

　２８日(土)～４月３日(金) 　４７０級プリンセスソフィア杯／リオ五輪・１次選考大会 スペイン

４月 　　５日(日) 　平成２７年度 全日学連 第１回 副会長・評議会・学連総会 東京

　１８日(土) 　09:30～ スナイプ級・年度計測　（セール／艇体） 新西宮Y.H

　２５日(土)～２６日(日) 　トラペゾイド・コース運営勉強会 芦屋・海体

　２６日(日) 　１３：３０～救急救命講習会（神戸海上保安部・西宮海上保安署） 新西宮Y.H

５月 　　２日(土) 　08:30～ スナイプ級・年度計測　（和大・艇体） 新西宮Y.H

　　２日(土) 　09:30～ トラペゾイド・ｺｰｽ運営勉強会 新西宮Y.H

　　３日(日) 　08:00～ レース運営会議（講習会） 新西宮Y.H

　　３日(日)～　４日(月・祝) 　２０１５年度 関西学生ヨット春季選手権大会 新西宮Y.H

　　３日(日) 　17:00～ 平成２７年度 関西学連 第３回 理事会 （全日本学連会議・報告会） 新西宮Y.H

　２３日(土)～２４日(日) 　関関同立戦 新西宮Y.H

　２９日(金)～３１日(日) 　第２５回全日本A級ディンギー選手権（主管：関大・甲南・阪大） 新西宮YH

６月 　　４日(木)～　７日(日) 　ＪＳＡＦ Enoshima Olympic Week 2015（ASAF CUP） 江の島YH

　　６日(土)～　７日(日) 　兵庫県連・第1回ポイントレース／兵庫県高校総体 新西宮ＹＨ／芦屋・海体

　１２日(金)～１４日(日) 　近畿高校総体 和歌山ＳＣ

　**日(土)～**日(日) 　関関戦 新西宮Y.H

　１４日(日) 　２０１５年度 関西国公立大学戦 新西宮Y.H

　２０日(土)～２１日(日) 　平成２７年度 関西学生女子ヨット選手権大会 （兵庫県民大会・ポイントレースとの合同開催） 新西宮Y.H 　兵庫県民体育大会（４７０級）／兵庫県連・第２回ポイントレース 新西宮YH

　２６日(金) 　平成２７年度 安全講習会 （現役対象／講師：西宮海上保安署） 新西宮Y.H

　２７日(土)～２８日(日) 　２０１５年度 関西学生ヨット個人選手権大会 新西宮Y.H

　２７日(土)～７月４日(土) 　４７０級ヨーロッパ選手権／リオ五輪・２次選考大会 デンマーク

７月 　　３日(金)～　５日(日) 　首都大学東京・大阪府大総合定期戦 江の島Y.H

　　４日(土)～　５日(日) 　第５４回 国立七大戦 （当番：東北大学） 七ヶ浜

　１１日(土)～１２日(日) 　関西実業団選手権大会／兵庫県民体育大会（ＷＳ級） 新西宮YH／芦屋・海体

　１２日(日) 　奈良県連・シルクロードレース／テーザー級西日本選手権 芦屋・海体

　１８日(土)～１９日(日) 　兵庫県民体育大会（成女・少年男女／４７０級以外） 新西宮YH

　２６日(日) 　大阪府民体育大会（兼国体予選） 二色

　４７０級ジュニアワールド ＩＴＡ・Cervia

８月 　　１日(土)～　２日(日) 　４７０級・スナイプ級・ＳＳ級 関西選手権大会 新西宮YH

　　１日(土) 　07:30～ 全日本個人戦・全日本女子インカレ出場艇・大会水域計測（重量計測） 新西宮Y.H

　　２日(日) 　07:30～ 全日本個人戦・全日本女子インカレ出場艇・大会水域計測（重量計測） ＊予備日 新西宮Y.H

　ジ・アイカップ 芦屋・海体

　　８日(土)～　９日(日) 　全日本スナイプ級 女子／マスターズ選手権 海陽Y.H

　　９日(日) 　09:00～ 全日本個人戦・全日本女子インカレ出場艇・大会水域計測（セール・艇体・スパー） 新西宮Y.H

　１２日(水)～１６日(日) 　平成２７年度 高校総体 （インターハイ） 和歌山SC

　１３日(木)～１６日(日) 　２０１５年度 第６７回 西日本医科大学体育大会・ヨット競技 （主管：神戸大学医学部） 新西宮Y.H

　１５日(土) 　09:00～ 全日本個人戦・全日本女子インカレ出場艇・大会水域計測（セール・艇体・スパー） ＊予備日 新西宮Y.H

　１６日(日) 　09:00～ 全日本個人戦・全日本女子インカレ出場艇・大会水域計測（セール・艇体・スパー） ＊予備日 新西宮Y.H

　２２日(土)～２３日(日) 　平成２７年度 関西学生ヨット夏季選手権大会 新西宮Y.H

　２２日(土) 　09:00～ スナイプ級・年度計測（セール） 新西宮Y.H

　２４日(月) 　海上安全を祈願する日　（H13.08.24）

　２０１５年度 全日本医科大学体育大会（ヨット競技）

　２９日(土)～３０日(日) 　海の甲子園ﾕｰｽセーリングカップ ／ 西宮セーリングカップ 新西宮YH

９月 　　３日(木)～　６日(日) 　２０１５年度 全日本学生ヨット個人選手権大会     ※申込締切：８月５日（水） 海陽Y.H

　　８日(火)～１３日(日) 　紀の国わかやま国体 和歌山ＳＣ

　１８日(金)～２１日(月・祝) 　平成２７年度 第２４回 全日本学生女子ヨット選手権大会     ※申込締切：７月２５日（土） 葉山港

　西宮まつり／船渡御 新西宮YH他

　Ａ級ディンギー西日本選手権大会 新西宮YH

　２５日(金)～２７日(日) 　平成２７年度 関西学生ヨット選手権大会 新西宮Y.H

１０月 　　９日(金)～１２日(月・祝) 　希望郷いわて国体・リハ大会（全日本実業団・全日本SS） 岩手県・宮古

　１０日(土)～１７日(土) 　４７０級ワールド イスラエル・ハイファ

　１０日(土) 　07:30～ 全日本インカレ出場艇・大会水域計測（重量計測） 新西宮Y.H

　１１日(日) 　09:00～ 全日本インカレ出場艇・大会水域計測（重量計測） ＊予備日 新西宮Y.H

　１７日(土) 　09:00～ 全日本インカレ出場艇・大会水域計測（セール・艇体・スパー） 新西宮Y.H

　１７日(土) 　16:00～ 平成２７年度 関西学連 第４回 理事会 新西宮Y.H

　レーザー・関西選手権

　ＪＳＡＦ和歌山インターナショナルレガッタ 和歌山S.C

１１月 　　４日(水)～　８日(日) 　平成２７年度 第８０回 全日本学生ヨット選手権大会　　※申込締切：９月２９日（火） 江の島Y.H

　　６日(金) 　平成２７年度 全日学連 第２回 学連総会 江の島Y.H

　　７日(土) 　平成２７年度 全日学連 第２回 副会長会議 ・ 評議会 江の島Y.H

　１４日(土)～１５日(日) 　近畿高等学校選抜選手権大会 芦屋・海体

　１８日(水)～２３日(月・祝) 　２０１５年度全日本スナイプ級選手権大会 愛媛県・新居浜

　１９日(木)～２３日(月・祝) 　２０１５年度 第４４回 全日本４７０・全日本女子４７０選手権大会 境港

　兵庫県ジュニア・オータムレガッタ

　２８日(土)～２９日(日) 　平成２７年度 関西学生ヨット新人選手権大会 新西宮Y.H

　２８日(土) 　17:00～ 平成２７年度 関西学連 第５回 理事会 （全日本学連会議・報告会） 新西宮Y.H

１２月

月日

関西学生ヨット連盟

平成２７年度（２０１５年度）　関西学生ヨット連盟　行事予定
平成 ２７ 年　１月　１日　～　平成 ２７年 １２月 ３１日


