
2016年度スケジュール
敬称略

開催地 主催等 備考

講習 Ｂ級ジャッジ新規認定講習・試験 芦屋海体 兵庫県連 2016/1/17 （日） ------ 2016/1/3 （日）

講習 選手・指導者のためのルール講習会 西宮勤労会館 兵庫県連 2016/1/23 （土） ------ 先着順

講習 Ａ級ジャッジ・セミナー（ジャッジ・クリニック） 西宮勤労会館 兵庫県連 2016/2/13 （土） ←未確定（調整中）

理事会 第1回理事会 西宮勤労会館 2016/2/13 （土） ←未確定（調整中） ------

講習 Ａ級ジャッジ新規認定講習・試験 芦屋海体 兵庫県連 2016/2/27 （土） 2016/2/28 （日） 2016/2/21 （日）

会議 全日本学連総会・副会長会・評議会(春季) 東 京 2016/4/3 （日） ------ ------

講習 ＡＲＯ新規認定講習会・試験 芦屋海体 2016/4/16 （土） ←未確定（調整中）

講習 マーク・レイヤー・セミナー 新西宮YH 2016/4/17 （日） ←未確定（調整中）

計測 スナイプ級・年度計測（ｾｰﾙ／艇体） 西宮 兵庫県連 2016/4/29 （金） ------ 未定

計測 スナイプ級・年度計測（ｾｰﾙ／艇体：和大） 西宮 兵庫県連 2016/5/3 （火） ------ 未定

レース 関西学生ヨット春季選手権大会 西宮 2016/5/4 （水） 2016/5/5 （木） 未定

理事会 第2回理事会 西宮 2016/5/4 （水） ------ ------

レース ポイントレース　１回目 西宮 兵庫県連

レース 関西学生女子ヨット選手権大会 西宮 2016/6/18 （土） 2016/6/19 （日） 未定 同時開催

レース ポイントレース　２回目 西宮 兵庫県連 2016/6/18 （土） 2016/6/19 （日） 未定 同時開催

レース 関西学生ヨット個人選手権大会 和歌山 2016/7/2 （土） 2016/7/3 （日） 未定

レース 関西選手権（470・ｽﾅｲﾌﾟ・ＳＳ） 西宮 各協会 2016/8/6 （土） 2016/8/7 （日） 未定

計測 水域計測（個人・女子）（重量） 西宮 2016/8/6 （土） 2016/8/7 （日） ------  8/7は予備日

計測 水域計測（個人・女子）（重量以外） 西宮 2016/8/11 （木） ------ ------

計測 スナイプ級・年度計測（ｾｰﾙ／艇体） 西宮 各協会 2016/8/11 （木） ------ 未定

レース 関西学生ヨット夏季選手権大会 西宮 2016/8/20 （土） 2016/8/21 （日） 未定

計測 水域計測（個人・女子）（重量以外） 西宮 2016/8/20 （土） 2016/8/21 （日） ------  8/11の予備日

レース 海の甲子園／西宮セーリングカップ 西宮 各協会 2016/8/27 （土） 2016/8/28 （日） 未定

講習 選手のためのレース・マネジメント・セミナー 西宮 ＪＳＡＦ 2016/9/1 （木） ------ ------

レース 全日本学生ヨット個人選手権大会 西宮 2016/9/2 （金） 2016/9/4 （日） 2016/8/8 （月）  ﾚｲﾄｴﾝﾄﾘｰ 8/17

レース 全日本学生女子ヨット選手権大会 葉山新港 2016/9/17 （土） 2016/9/19 （月） 未定

2016/9/22 （木） ------

2016/9/24 （土） 2016/9/25 （日）

計測 水域計測（インカレ）（重量） 西宮 2016/10/1 （土） 2016/10/2 （日） ------  10/2は予備日

計測 水域計測（インカレ）（重量以外） 西宮 2016/10/15 （土） 2016/10/16 （日） ------  10/16は予備日

計測 スナイプ級・年度計測（ｾｰﾙ／艇体） 西宮 各協会 2016/10/15 （土） ------ 未定

理事会 第3回理事会 西宮 2016/10/15 （土） ------ ------

レース 全日本学生ヨット選手権大会 蒲郡海陽 2016/11/3 （木） 2016/11/6 （日） 2016/10/4 （月）  ﾚｲﾄ設定なし

会議 全日本学連総会(秋季) 蒲郡海陽 2016/11/4 （金） ------ ------ 例年通りなら

会議 全日本学連副会長会・評議会(秋季) 蒲郡海陽 2016/11/5 （土） ------ ------ 例年通りなら

レース 関西学生ヨット新人選手権大会 西宮 2016/11/26 （土） 2016/11/27 （日） 未定

理事会 第4回理事会 西宮 2016/11/26 （土） ------ ------

 9/23はﾌﾘｰレース 関西学生ヨット選手権大会 西宮

実施日（始期） 実施日（終期） 申込み〆切分類 名　称

未定
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