
月 日 曜日 大会名称 種別 開催場所 艇種 主催・主管

１２－１３ 土日 九州新人学生 D 鹿児島市平川 470、ｽﾅｲﾌﾟ 九州学連

３or１０ 日 県連総会 連盟 ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 県連

２４ 日 帆船まつりヨットレース C ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ ｸﾙｰｻﾞｰ 外洋帆走協会・スポーツ振興会

１６－１７ 土日 九州・山口ウィンドサーフィン大会 W 宮崎 ウィンドサーフィン

２－５ 月-木 西日本ｲﾝｶﾚ D 小戸ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 470、ｽﾅｲﾌﾟ 九州学連・福岡県連

２－５ 月-木 西日本ヨットｳｨｰｸ D 小戸ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 470、ｽﾅｲﾌﾟ 福岡県連

３－５ 火‐木 ＪＯＣｾｰﾘﾝｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ D 唐津ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ ＦＪ、ＳＨ、420 佐賀県連・JOC

１４ 土 バッジテスト 普及 ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 県連 県連普及・スポーツ振興会

２２ 日 HTBオープンヨットレース C ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ ｸﾙｰｻﾞｰ HTB

２８－２９ 土日 成年国体県予選 D ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 国体種目 県連強化・スポーツ振興会

４ 土 県高校総体 D ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 420,FJ,SH 高体連･県連・スポーツ振興会

８－１２ 水‐日 九州高校総体 D 鹿児島市平川 420,FJ,SR 九州高体連

上旬 強化練習 D/W ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 国体種目 県連強化・スポーツ振興会

下旬 九州学生個人戦 D 福岡市小戸 470、ｽﾅｲﾌﾟ 九州学連

下旬 九州実業団 D 471、ｽﾅｲﾌﾟ

１６ 土 ﾖｯﾄ・ｶﾇｰ体験教室 普及 長与白津ﾊｰﾊﾞｰ Jr 県連普及

２３－２４ 土日 西日本OP Jr 唐津ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ ＯＰ

１２－１６ 金-火 全国高校総体 D 和歌山市 FJ、420 全国高体連

九州インカレ D 鹿児島市平川 470、ｽﾅｲﾌﾟ 九州学連

２８ 日 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽｶｯﾌﾟ C ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ ｸﾙｰｻﾞｰ ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽﾖｯﾄｸﾗﾌﾞ

１１ 日 五島灘横断レース C ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ ｸﾙｰｻﾞｰ 外帆・スポーツ振興会

１８ 日 長崎ｵｰﾌﾟﾝﾖｯﾄﾚｰｽ C ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ ｸﾙｰｻﾞｰ 長崎ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ・スポーツ振興会

中旬 土日 強化練習 D/W ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 国体・スナイプ 県連・スポーツ振興会

２４－２５ 土日 九州スナイプ D ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ ｽﾅｲﾌﾟ 九州スナイプ協会

金‐日 全日本学生選手権個人戦 D 兵庫県西宮 470、ｽﾅｲﾌﾟ 全日本学連

１６－１９ 金-月 愛媛リハーサル国体 愛媛県新居浜 国体種目 JSAF

１ 土 大村湾ｵｰﾌﾟﾝﾖｯﾄﾚｰｽ C 大村 ｸﾙｰｻﾞｰ 県連・外帆

２ 日 スナメリカップ C 大村 ｸﾙｰｻﾞｰ 外洋帆走協会

９ 日 西海ヨットﾚｰｽ C 佐世保九十九島沖 西海ｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ 西海ｸﾙｰｻﾞｰﾚｰｽ

９－１０ 日-月 長崎県ｼﾞｭﾆｱＯＰ級新人戦 Jr ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ ＯＰ 佐世保Ｓ．Ｃ，県連普及

２－５ 日‐水 岩手国体 D/W 岩手県宮古市 国体種目 JSAF

上旬 土日 強化練習 D/W ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 国体種目 県連強化・スポーツ振興会

３０ 日 小浜レース C 小浜-長崎 ｸﾙｰｻﾞｰ 長崎ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ・スポーツ振興会

３－６ 木‐日 全日本インカレ D 愛知県蒲郡 470、ｽﾅｲﾌﾟ 全日本学連

３－６ 木‐日 全日本OP選手権 Jr 小戸ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ ＯＰ 日本OP協会

８－１３ 火‐日 全日本ｽﾅｲﾌﾟ選手権 D 和歌山市 スナイプ 日本ｽﾅｲﾌﾟ協会

５－６ 土日 長崎市民・県民レース D/Jr/W ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 国体・スナイプ 県連・市連

３ 土 ヨットマンの集い C 長崎出島　R-10 外洋帆走協会

B級ｼﾞｬｯｼﾞ認定講習会 普及 ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 県連・スポーツ振興会

中旬 土日 九州ヨット協会連絡会議 九州 九州ヨット協会

A級ｼﾞｬｯｼﾞ認定講習会 九州 小戸ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ JSAF

中旬 強化練習 D/W ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 国体・スナイプ 県連強化・スポーツ振興会

中旬 九州新人学生 九州 福岡市小戸 470・スナイプ 九州学連

下旬 九州高校選抜 九州 ｻﾝｾｯﾄﾏﾘｰﾅ 420・FJ・SH 九州高体連

C:クルーザー、D：ディンギー、Jr：ジュニア、W：ウインドサーフィン

9

12

2

3

11

10

2016年2月13日現在　　　　　　　　  平成28年度事業計画及びレース等スケジュール　　　　　　長崎県セーリング連盟
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