
平成２８年　２月１６日 版

関西学生ヨット連盟
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 　１７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）　　※申込締切：１月３日（日） 芦屋・海体

　２３日(土) 　10:00～ 選手・指導者向けルール講習会 （ＪＳＡＦルール委員会） 西宮市立勤労会館

２月 　　６日(土)～　７日(日) 　ＮＲＯ新規認定講習・試験 東京都連・事務所

　１３日(土) 　10:00～ジャッジ・クリニック （ＪＳＡＦレース委員会） 西宮市立勤労会館

　１３日(土) 　16:00～平成２８年度 関西学連 第１回 理事会／全日本個人戦 第１回 実行委員会／懇親会 西宮市立勤労会館

　２０日(土) 　18:00～平成２８年度 関西学連 第２回 (臨時）理事会 西宮市民会館

　２０日(土)～２７日(土) 　４７０世界選手権（アルゼンチン）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　San Isidro, Buenos Aires 

　２７日(土)～２８日(日) 　09:00～Ａ級ジャッジ認定講習・試験 （ＪＳＡＦルール委員会）　　※申込締切：２月２１日（日） 芦屋・海体

３月 　　４日(金) 　18:00～関西セーリング連盟　理事会 新西宮ＹＨ

　１５日(火)～２０日(日) 　アジアカップ（リオ五輪アジア予選） アブダビ

　１８日(金)～２０日(日) 　第３４回 同志社ウィーク 柳が崎YH

　２１日(月・祝) 　２０１６年度 関西国公立大学戦 新西宮Y.H

　２６日(土)～２７日(日) 　関西ボトムアップの会（仮称）・練習レース 新西宮YH

４月 　　３日(日) 　平成２８年度 全日学連 第１回 副会長・評議会・学連総会 東京

　　９日(土)～１０日(日) 　兵庫ジュニアオープン 芦屋・海体

　１６日(土) 　09:00～ＡＲＯ／CRO新規認定講習・試験／レース・マネジメント・クリニック （ＪＳＡＦレース委員会） 芦屋・海体

　１７日(日) 　09:00～トラペゾイド・マーク・レイヤー・セミナー （ＪＳＡＦレース委員会） 新西宮Y.H 　JSAFバッジ・テスト 新西宮YH

　１７日(日) 　17:00～ 全日本個人戦 第２回 実行委員会 新西宮Y.H

　２３日(土)～２４日(土) 　兵庫県連・強化指定選手選考会 芦屋・海体

　２４日(日) ※予定 　１３：３０～救急救命講習会（講師：神戸海上保安部・西宮海上保安署） 新西宮Y.H

　２９日(金・祝) 　09:30～ スナイプ級・年度計測　（セール／艇体重量） 新西宮Y.H

５月 　　３日(火・祝) 　08:00～ スナイプ級・年度計測　（和歌山・北港所属大学 ・艇体重量） 新西宮Y.H

　　３日(火・祝)～５日(木・祝) 　JOCジュニアオリンピックカップ 佐賀県・唐津

　　４日(水・祝) 　08:00～ レース運営会議（講習会） 新西宮Y.H

　　４日(水・祝)～５日(木・祝) 　２０１６年度 関西学生ヨット春季選手権大会 新西宮Y.H

　　４日(水・祝) 　17:00～ 平成２８年度 関西学連 第３回 理事会 （全日本学連会議報告） ／全日本個人戦 第３回 実行委員会 新西宮Y.H

　　６日(金)～　８日(日) 　大阪府大VS首都大学東京総合定期戦 北港Y.H

　　８日(日) 　兵庫県民体育大会・総合開会式 兵庫県・明石

　２１日(土)～２２日(日)※予定 　関関同立戦 柳が崎ＹＨ

　２３日(月)～２９日(日) 　モス級世界選手権 神奈川県・葉山

６月 　兵庫県連・第１回ポイントレース 新西宮YH

　兵庫県高校総体 芦屋・海体

　１０日(金)～１２日(日) 　近畿高校総体(滋賀県高体連担当) 和歌山SC

　１１日(土)～１２日(日) 　関関戦 新西宮Y.H

　１８日(土)～１９日(日) 　平成２８年度 関西学生女子ヨット選手権大会 （兵庫県連・県民大会／ポイントレースとの共同開催） 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

　１８日(土) 　17：00～全日本個人戦 第４回 実行委員会 新西宮Y.H

　１９日(日) 　16：00～２０１６年度 関西学生ヨット個人選手権大会（和歌山）・準備状況確認会議 新西宮Y.H

　２０日(月)～２６日(日) 　４７０級ジュニアワールド ドイツ・キール

７月 　　２日(土)～　３日(日) 　２０１６年度 関西学生ヨット個人選手権大会 和歌山SC

　　８日(金)～１０日(日) 　第５５回 全国七大学総合体育大会 （当番：東京大学） 八景島マリーナ

　　９日(土) 　兵庫県民体育大会（ＷＳ級） 芦屋・海体

　１０日(日) 　奈良県連・シルクロードレース 芦屋・海体

　１５日(金)～１７日(日) 　第２６回全日本Ａ級ディンギー選手権・2016博多大会 小戸YH

　１６日(土)～１７日(日) 　兵庫県連・第３回ポイントレース 新西宮YH

　１６日(土) 　18:00～ 平成２８年度 関西学連 第４回 理事会 ／全日本個人戦 第５回 実行委員会 新西宮Y.H

　兵庫県民体育大会（成女・少年男女）／関西実業団選手権大会 芦屋・海体

　JOCジュニアオリンピックカップ（OP級) 和歌山SC

　２４日(日) 　大阪府民体育大会（兼国体予選） 二色

　３０日(土)～３１日(日) 　レーザー級・関西選手権（じあいカップ） 芦屋・海体

８月 　　５日(金)～２１日(日) 　リオ五輪 リオデジャネイロ

　　５日(金)～　７日(日) 　第３１回全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権 神奈川県・葉山

　　６日(土)～　７日(日) 　４７０級・スナイプ級・ＳＳ級 関西選手権大会 新西宮YH

　　６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） 新西宮Y.H

　　７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）　※8/6雨天の場合（予備日） 新西宮Y.H

　　７日(日)～１０日(水) 　２０１６年度 第６８回 西日本医科大学体育大会・ヨット競技 （主管：徳島大学医学部） 広島・観音

　１１日(木・祝) 　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／スナイプ年度計測） 新西宮Y.H

　１１日(木・祝) 　15：00～全日本個人戦 第６回 実行委員会 新西宮Y.H

　１２日(金)～１６日(火) 　平成２８年度 高校総体 （インターハイ）　＊8月12日 開会式 和歌山SC

　１３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　※8/11荒天の場合（予備日） 新西宮Y.H

　１９日(金) ※予定 　平成２８年度 安全講習会 （講師：西宮海上保安署） 新西宮Y.H

　２０日(土)～２１日(日) 　平成２８年度 関西学生ヨット夏季選手権大会 新西宮Y.H 　全日本自治体ヨット選手権大会 海陽YH

　２０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（セール・艇体・スパー）※8/11荒天の場合（予備日） 新西宮Y.H

　２０日(土) 　17：00～全日本個人戦 第７回 実行委員会 新西宮Y.H

　２１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（セール・艇体・スパー）※8/11荒天の場合（予備日） 新西宮Y.H

　２４日(水) 　海上安全を祈願する日　（H13.08.24）

　第１０回西日本Ａ級ディンギー選手権大会

　２７日(土)～２８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

　２７日(土) 　17：00～全日本個人戦 第８回 実行委員会 新西宮Y.H

　２７日(土)～２９日(月) 　第５１回全日本スナイプ級ヨット女子選手権 江の島YH

９月 　　１日(木)～　４日(日) 　２０１６年度 全日本学生ヨット個人選手権大会     ※申込締切：８月８日（月） 新西宮Y.H

　　１日(木) 　17：00～選手向け運営セミナー（ＪＳＡＦレース委員会） 新西宮Y.H

　１６日(金)～１９日(月・祝) 　えひめ国体・リハ大会（全日本実業団・全日本SS） 新居浜マリーナ

　１７日(土)～１９日(月・祝) 　平成２８年度 第２５回 全日本学生女子ヨット選手権大会     ※申込締切：＊月＊日（＊） 葉山港 　ISAFユースワールド選考会 和歌山ＳＣ

　１８日(日)～１９日(月・祝) 　レーザー級マスターズ 大分県・別府

　１９日(月・祝)～２３日(金) 　Ｊ２４世界選手権 和歌山ＳＣ

　２２日(木・祝)

　２４日(土)～２５日(日)

１０月 　　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） 新西宮Y.H

　　１日(土)～５日(水) 　希望郷いわて国体 ﾘｱｽﾊｰﾊﾞｰ宮古

　　７日(金)～１０日(月・祝) 　アジアンカップ（オリンピックウィーク） 江の島YH

　　８日(土)～１０日(月・祝) 　テーザー級全日本選手権大会 和歌山ＳＣ

　１１日(火)～１５日(土) 　ISAFワールドカップ 中国・青島

　１５日(土) 　09:00～ 全日本インカレ出場艇・大会水域計測（重量・セール・艇体・スパー）／スナイプ級・年度計測（セール） 新西宮Y.H

　１５日(土) 　15:00～ 平成２８年度 関西学連 第５回 理事会 新西宮Y.H

　１６日(日) 　09:00～ 全日本インカレ出場艇・大会水域計測（重量・セール・艇体・スパー）　※10/15荒天の場合（予備日） 新西宮Y.H

　２０日(木)～２３日(日) 　ＪＳＡＦ和歌山インターナショナルレガッタ 和歌山ＳＣ

１１月 　　２日(水)～　６日(日) 　平成２８年度 第８１回 全日本学生ヨット選手権大会　　※申込締切：１０月４日（火） 海陽Y.H

　　４日(金) 　平成２８年度 全日学連 第２回 学連総会 海陽Y.H

　　５日(土) 　平成２８年度 全日学連 第２回 副会長会議 ・ 評議会 海陽Y.H

　近畿高等学校選抜選手権大会 芦屋・海体

　島精機カップ 和歌山ＳＣ

　　８日(火)～１３日(日) 　第６９回全日本スナイプ級ヨット選手権大会（11/8～11/9：計測） 和歌山ＳＣ

　１８日(金)～２３日(水・祝) 　２０１６年度 第４５回 全日本４７０・全日本女子４７０選手権大会 新西宮YH

　２６日(土)～２７日(日) 　平成２８年度 関西学生ヨット新人選手権大会 新西宮Y.H

　２６日(土) 　17:00～ 平成２８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

１月

２月 　１８日(土) 　14:00～ 平成２９年度 関西学連 第１回 理事会  17:00～懇親会 （未定）

☆インカレ関係 ：　2017全日本個人戦（8/31～9/3 蒲郡海陽）、　2017全日本女子インカレ（9/21～9/24 葉山）、　2017全日本インカレ（11/1～11/5 福井・若狭和田）
☆国体関係 ：　2017福井国体リハ大会（9/8～9/10予定）、　2017年愛媛国体（10/1～10/4）、　2018年福井国体（9/30～10/3）、　2019年茨城国体   
☆２０１７年度 ４７０ジュニアワールド：江の島              

　　５日(土)～　６日日)

月日

平成２８年度（２０１６年度）　関西学生ヨット連盟　行事予定　　　平成２８年　１月　１日　～　平成２８年１２月３１日

　平成２８年度 関西学生ヨット選手権大会 新西宮Y.H

　　４日(土)～　５日(日)

　２３日(土)～２４日(日)


