
月　　日 名　　　　称 会　　　場 主催・主管 担当者

1 4/9 理事会 オンライン 道連 武者

2 5/14 道連役員会 札幌、オンライン 道連 武者

3 中止 プールでＯＰヨット 室蘭 室蘭セーリング協会 三原

4 4/23-24 A級ジャツジ新規認定講習試験 小樽祝津 道連 葛西

5 5月予定 安全講習会 小樽　室蘭 道連 葛西・三原

6 5月予定 バッチテスト 小樽　室蘭 道連 田口・三原

7 5/4 共和町ヨット大会「ホーリーカップ」第1戦 共和 共和 鶴見

8 中止(5/22) すながわ緑と花の祭典ーﾖｯﾄｶﾇｰー試乗会ー 砂川北光公園 砂川市（砂川ﾖｯﾄｶﾇｰ協会） 後藤

9 5/14-15 道東ディンギーヨット初乗り会 網走湖/屈斜路湖 道東セーリング協議会 榊原・片脇

10 5/15 祝津カップ 祝津 小樽 葛西・若林

11 6/3-5 第63回インターハイ道予選 小樽築港 高体連 小板

12 6/4-5 北大・商大定期戦 小樽祝津 北大・商大 若林

13 6/12 函館市民ヨット教室 七重浜 函館ヨット協会 田畑

14 6/12 エンルムカツプ・ＳＨシリーズ第１戦 室蘭 室蘭セーリング協会 三原

15 6/19 共和町ヨット大会「ホーリーカップ」第2戦 共和 共和 鶴見

16 6/25-26 春のレーザー北海道選手権 銭函 札幌フリート 鈴木

17 6/25-26 第87回インターカレッジ個人選手権予選 小樽祝津 学連 若林

18 中止 青函カップディンギーレース 七重浜 函館ヨット協会 田畑

19 7/2-3 第40回網走オープンヨットレース・ＳＨシリーズ第２戦 網走湖 網走セーリング 榊原

20 7/2-3
第50回４７０・スナイプ全道選手権
第77回国体SH（成年男子・女子、少年男子・女子）北海道予選会

小樽祝津 S/470/小樽/道連 藤田・田口

21 7/7 銭函ウィンドサーフィン教室 銭函 札幌セーリング協会 関

22 7/9-10 2022 JSAF海と日本PROJECTin 北海道 室蘭 北海道セーリング連盟 武者・田口

23 7/10 函館市民ヨット教室 七重浜 函館ヨット協会 田畑

24 7/17 クルーザーヨット体験乗船会「第28回オホーツク海上がっこう」 網走市道の駅 網走セーリング協会
 榊原

25 7/17 水上スポーツ体験会「ヨットで遊ぼう♪」　共和町ヨット大会「ホーリーカップ」第3戦 共和 共和 鶴見

26 7/24
第二回 弟子屈オープンヨットレース兼ポントヨット交流会兼北海道ＳＨシ
リーズ第３戦

屈斜路湖
弟子屈ヨット協会
共催釧路ヨット協会

片脇

27 7/31 北見市常南ビーチ海開きヨット体験会 北見市常南ビーチ 北見ヨット協会 松倉

28 7/未 2022札幌市民大会(WSのみ) 小樽銭函 札幌 吉中

29 7/未 77回国体予選（ウィンドサーフィン級） 小樽銭函 道連・札幌協会 関

30 7/30-31 全道選手権大会兼第41回全道ジュニアヨット大会兼祝津フェスティバル 祝津 道連／小樽 田口

31 8/7 2022知事杯争奪28回ペパーミントカップヨットレース兼ＳＨシリーズ第４戦 北見市常南ビーチ 北見ヨット協会 松倉

32 8/14 函館市民ヨット教室 七重浜 函館ヨット協会 田畑

33 8/13-14 レーザー級コーチ派遣 室蘭フリート 三原

34 8/21 祝津カップ 祝津 小樽 葛西・若林

35 8/21 小樽市民ヨットﾚｰｽ 小樽祝津 小樽セーリング協会 葛西

36 8/21 共和かかし祭杯ヨットレース 共和 共和 鶴見

37 8/20-21 第16回サーモンカップヨットレース兼ＳＨシリーズ第５戦　ホタテカップ 標津港 釧路ヨット協会 片脇

38 8/28 七重浜カップ 七重浜 函館ヨット協会 田畑

39 9月 理事会(国体代表派遣について） 札幌 道連 武者

40 9/11 白鳥大橋ヨットレース兼ＳＨシリーズ第６戦 室蘭 室蘭セーリング協会 三原

41 9/10-11 2022レーザー秋の北海道選手権 室蘭フリート 室蘭フリート 三原

42 9/11 祝津カップ 祝津 小樽 葛西・若林

43 9/18 43回津軽海峡横断レース 函館→佐井 函館ヨット協会 田畑

44 9/23-25 第87回インターカレッジ団体選手権道予選 小樽祝津 学連 若林

45 9/24-25 2022レーザーラジアル北海道選手権 屈斜路湖 屈斜路湖F 阿部

46 9/25 共和町ヨット大会「ホーリーカップ」第4戦 共和 共和 鶴見

47 10/1-2 秋季北海道学生ヨット選手権 小樽祝津 学連 若林

48 1月 アイスヨット乗船会 根室市長節湖 釧路ヨット協会
 片脇・竹内

49 2月 選手指導者向けルール講習会 札幌 道連 葛西

50 3月 理事会 札幌 道連 武者

51 1-3月 ジャッジクリニック 札幌 道連 葛西

52 1-3月 レースマネジメントクリニック 札幌 道連 田口
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