
2012 年度日本ヨットマッチレース協会（JYMA）定時総会 

2013/02/24（日）16:00～ 葉山新港会議室 

 

１） ＪＹＭＡ会長挨拶と２０１２年度活動報告 

戸谷 会長 

 

２） ２０１３年度活動方針 

今津 理事 

 

３） ２０１３年度ＪＹＭＡイベントスケジュールと概要 

今津 理事 

 

４） ２０１２年度会計報告と２０１３年度会計予算 

松石 理事 

 

５） その他、報告～連絡事項 

＊２０１３年学生選抜マッチ開催の案内（田代 理事） 

＊ＮＳＴの案内（長堀 理事） 

 

６） ２０１３年度ＪＹＭＡ理事の選任 



定足数の確認 

 

定足数：当該年度のスキッパー会員総数の１／３ 

 

ＪＹＭＡ ２０１２年度スキッパー会員（１５名） 

（順不同） 

戸谷 壽男、 一木 正治、 田中 正昭、 今津 浩平、 加藤 琢也 

荒川 友紀彦、坂本 亘、  宮川 英之、 白山 陽一、 笹井 正和 

堀川 郁子、 佐藤 麻衣子、長堀 裕樹、 本吉 夏樹、 村越 俊介 

 

① 総会に出席したスキッパー会員＝ ６名 

戸谷 壽男、田中 正昭、今津 浩平、堀川 郁子、長堀 裕樹、村越 俊介 

 

② 委任状＝ ９名提出 

一木 正治、加藤 琢也、荒川友紀彦、坂本 亘、宮川 英之 

白山 陽一、佐藤麻衣子、本吉 夏樹、笹井 正和 

 

委任状も含め、スキッパー会員全員出席 → 総会成立。 



２０１３年度 ＪＹＭＡ活動方針 

2013/02/24 JYMA 定時総会 

 

 今年度のマッチレースの人気低迷を反省し、来年度以降の人気回復と活性化に繋げてい

く。ＪＹＭＡの財務体質上、昨年同様、出費は必要最小限に抑えながら、理事会を中心に

目標に向けて邁進する。 

 『知恵と努力で、再び、アジアの頂点を目指す。』 

  

 方向性は、以下の６点。 

① 本年２０１３年９月に開催されるアジア選手権の優勝をターゲットとした活性化。 

② 来年２０１４年９月に開催されるアジア大会の金メダルをターゲットとした活性化。 

③ 学生選抜マッチ～キールボート委員会の協力を核としたキールボートセーラーの育成。 

④ ＮＳＴの活性化による底辺の拡大とマッチレースレベルアップの推進。 

⑤ 広報活動の強化。 

⑥ レース委員、運営スタッフ、アンパイアのレベルアップ推進。 

 

 具体的には、 

① アジア選手権、アジア大会へのロードマップの明示。 

② 学生選抜マッチの恒例化と大会後のフォローアップ（選手、協賛オーナーとも）。 

③ ＮＳＴへの支援体制強化。 

④ エキシビション（練習会）の開催とＪＹＭＡの支援。 

⑤ アジアサーキット構想の推進。 

⑥ ＩＵセミナーの招致。 

⑦ 舵社、ＢＨＭ、中嶋カメラマン、j-sailing とのコンタクト強化と広報要請。 

⑧ ウェブも活用。みんなで行う情報拡散。 



アジア大会 
 
2014年 
 9月19日～10月4日 

アジア選手権 
 
 2013年 
  9月5日～9月14日 

南波メモリアル  
     マッチ 
 
 2013年 
  7月6日～7月7日 

全日本マッチ 
 
2014年 
 2月8日～2月11日 

二宮杯 

南波誠メモリアルマッチ 

オータムマッチ 

クリスマスマッチ 

2014年1月1日ランキング 

ＮＳＴ ＭＲ 

１枠 

１枠 

１枠 

１枠 

３枠 

１枠 

１枠 

１枠～ 

二宮杯 

ＪＹＭＡ推薦 

2013年5月1日ランキング 

ＮＳＴ ＭＲ 

１枠 

２枠 

５枠 

２枠 

代 表 選 考 マップ JYMA総会資料(2013/02/24) 

南波杯不成立の場合、2012年全日本上位者を代表として推薦する。 



JYMA 2013 年度イベントスケジュール案                                   2013 年 2 月 24 日 JYMA 総会資料 

 

公式戦、NST MR 及び その他イベントスケジュール  ※最終的な決定は、各レースイベントの NoR が優先します。 

イベント名 開催日程 JYMA 

グレード 

ISAF 

グレード 

運営母体 開催場所 最大参加 

選手数 

大学対抗マッチ 3/15(金)～17(日) 1.2 4 JYMA, 日産 M 東海 日産 M 東海 12 

NST MR1 4/27(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

二宮杯 5/11(土)～12(日) 1.5 4 JYMA, 志摩 YH 志摩 YH 10 

NST MR2 5/18(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

NST MR3 6/22(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

南波誠メモリアルマッチ 7/6(土)～7(日) 1.5 4 JYMA, 日産 M 東海 日産 M 東海 10 

NST MR4 7/20(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

NST MR5 8/17(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

NST MR6 9/14(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

NST MR7 10/5(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

オータムマッチ 10/26(土)～27(日) 1.5 4 JYMA, 志摩 YH 志摩 YH 10 

NST MR8 11/2(土) 0.9 5 NST 葉山 6 

クリスマスマッチ 12/21(土)～22(日) 1.5 4 JYMA 葉山 12 

全日本マッチ 2014/2/8(土)～11(火祝) 2.0 3 JYMA 葉山 8(10) 

2014 年 大学対抗マッチ 2014/3/14(金)~16(日) 1.2 4 JYMA, 日産 M 東海 日産 M 東海 12 



＜各レースイベントの招待基準＞ 

 
※最終的な決定は、各レースイベントの NoR が優先する。 

 

１）二宮杯 in 南伊勢（全 10 枠） 

①～⑥2013 年 4 月 1 日現在の JYMA ランキング上位 6 選手 

⑦⑧ 志摩 YH 推薦枠  2 選手 

⑨⑩ JYMA 会長推薦枠   2 選手 

 

２）南波誠メモリアルマッチ in 東海（全 10 枠） 

①② 二宮杯の上位  2 選手 

③④ NST MR 枠   2 選手 

⑤～⑨2013 年 5 月 1 日現在の JYMA ランキング上位 5 選手（①～④を除く） 

⑩  JYMA 会長推薦枠  1 選手 

 

３）オータムマッチ in 南伊勢（全 10 枠） 

①～⑥2013 年 8 月 1 日現在の JYMA ランキング上位 6 選手 

⑦⑧ 志摩 YH 推薦枠   2 選手 

⑨⑩ JYMA 会長推薦枠  2 選手 

 

４）クリスマスマッチ in 葉山（全 12 枠） 

①～⑥2013 年 11 月 1 日現在の JYMA ランキング上位 6 選手 

⑦⑧ NST MR 枠   2 選手 

⑨⑩ HMYC 推薦枠    2 選手 

⑪⑫ JYMA 会長推薦枠  2 選手 



５）全日本マッチレース選手権（全 8～10 枠*） 

①  NST MR 推薦枠   1 選手 

②  二宮杯の上位  1 選手  

③  南波誠メモリアルの上位  1 選手 

④  オータムマッチの上位 1 選手 

⑤  クリスマスマッチの上位 1 選手 

⑥～⑧2014 年 1 月 1 日付 JYMA ランキングの上位 3 選手（①～⑤を除く） 

※大会に正式エントリーした後の出場辞退によって発生した出場枠は、 

   2014 年 1 月 1 日付 JYMA ランキング上位者に順次付与する。 

⑨⑩ *さらに 2 枠を JYMA 会長の選出による、海外選手の推薦、招待枠とし、 

   最大で全 10 枠になることもある。 

 

６）2014 年 大学対抗マッチ（全 12 枠） 

招待基準は、2013 年と同様の予定。 

但し、大会実施状況を踏まえ変更もある。 

 

７）NST MR シリーズ（毎回 全 6 枠） 

  NST 発表予定の NoR を参照ください 

→ ｱｼﾞｱ選手権、ｱｼﾞｱ大会の代表選考方法 
  ｲﾍﾞﾝﾄｽｹｼﾞｭｰﾙ、各ﾚｰｽの招待基準 すべて承認。 



JYMA2012年度収支報告書　　（会計年度2012.1.1.～2012.12.31）

　　①前期末残高（2011/12/31） ¥505,627

　　②前年度事業（2011年分）未払い ¥52,923

　　③前年度（2011年）繰越金額（①-③） ¥452,704

　　④今期（2012年）収支 ¥252,917

　　⑤今期末残高合計（2012/12/31） ¥743,619

　　⑥今年度事業（2012）未払い ¥37,998

　　⑦次期（2013年）繰越金額（⑤-⑥） ¥705,621

【収入の部】

科目 予算 実績 差異 備考

［会費収入］

　スキッパー年会費 ¥500,000 ¥300,000 ¥-200,000

　クルー年会費 ¥600,000 ¥350,000 ¥-250,000

　ユース年会費 ¥40,000 ¥45,000 ¥5,000

　賛助会員費 ¥5,000 ¥5,000 ¥0

［雑収入］

　受取り利息 ¥100 ¥203 ¥103

　その他 ¥1,600 ¥2,000 ¥400 NST電波

　その他（横浜イベント） ¥0 ¥64,000 ¥64,000

［事業収入］

　学生マッチ ¥1,400,000 ¥0 ¥-1,400,000

　スプリングマッチ（くるるマッチ） ¥935,000 ¥0 ¥-935,000

　二宮杯 ¥0 ¥12,000 ¥12,000

　南波メモリアル・全日本女子 ¥735,000 ¥549,000 ¥-186,000

　オータムマッチ ¥0 ¥0 ¥0

　全日本マッチ ¥1,350,000 ¥675,000 ¥-675,000

　クリスマスマッチ ¥870,000 ¥541,500 ¥-328,500

合計 ¥6,436,700 ¥2,543,703 ¥-3,892,997

【支出の部】

科目 予算 実績 差異 備考

［負担金］

　JSAF加盟団体負担金 ¥50,000 ¥30,000 ¥-20,000

［会議費］

　総会・理事会開催 ¥200,000 ¥197,885 ¥-2,115

［通信費］

　無線電波使用料 ¥3,200 ¥4,000 ¥800 NST折半

　会員書発行費 ¥0 ¥0 ¥0

　HPｻｰﾊﾞ費・更新費 ¥120,000 ¥79,000 ¥-41,000

［その他］

　備品購入・消耗品費 ¥50,000 ¥0 ¥-50,000

　慶弔費・交際費 ¥50,000 ¥15,750 ¥-34,250

　ネットバンク管理費用・振込み手数料 ¥50,000 ¥47,460 ¥-2,540

［広報宣伝］

　広報・宣伝戦略費 ¥50,000 ¥0 ¥-50,000

［強化費］

　海外遣費支援金（一般） ¥0 ¥0 ¥0

　海外派遣支援金（ユース） ¥100,000 ¥0 ¥-100,000

　大会準備費 ¥200,000 ¥10,500 ¥-189,500

［雑費］

　雑費 ¥43,500 ¥15,659 ¥-27,841

［事業支出］

　学生マッチ ¥1,500,000 ¥15,640 ¥-1,484,360

　スプリングマッチ（くるるマッチ） ¥955,000 ¥0 ¥-955,000

　二宮杯 ¥20,000 ¥44,530 ¥24,530

　南波メモリアル・全日本女子 ¥755,000 ¥606,727 ¥-148,273

　オータムマッチ ¥20,000 ¥0 ¥-20,000

　全日本マッチ ¥1,400,000 ¥726,879 ¥-673,121

　クリスマスマッチ ¥870,000 ¥496,756 ¥-373,244

合計 ¥6,436,700 ¥2,290,786 ¥-4,145,914

単年度収支 ¥0 ¥252,917 ¥252,917



JYMA2013年度予算　　（会計年度2013.1.1.～2013.12.31） 一般会計

【収入の部】

科目 2012年実績 予算 差異 備考

［会費収入］

　スキッパー年会費 ¥300,000 ¥300,000 ¥0

　クルー年会費 ¥350,000 ¥350,000 ¥0

　ユース年会費 ¥45,000 ¥60,000 ¥15,000

　賛助会員費 ¥5,000 ¥5,000 ¥0

［雑収入］

　受取り利息 ¥203 ¥0 ¥-203

　その他 ¥2,000 ¥2,000 ¥0 NST無線使用料

　その他 ¥64,000 ¥0 ¥-64,000 横浜イベント

［事業収入］

　学生マッチ ¥0 ¥0 ¥0

　二宮杯 ¥12,000 ¥0 ¥-12,000

　南波メモリアル ¥549,000 ¥750,000 ¥201,000

　オータムマッチ ¥0 ¥0 ¥0

　全日本マッチ（2014年開催） ¥675,000 ¥0 ¥-675,000

　クリスマスマッチ ¥541,500 ¥900,000 ¥358,500

合計 ¥2,543,703 ¥2,367,000 ¥-176,703

【支出の部】

科目 2012年実績 予算 差異 備考

［負担金］

　JSAF加盟団体負担金 ¥30,000 ¥30,000 ¥0

［会議費］

　総会・理事会開催 ¥197,885 ¥200,000 ¥2,115

［通信費］

　無線電波使用料 ¥4,000 ¥4,000 ¥0 NSTと折半

　HPｻｰﾊﾞ費・更新費 ¥79,000 ¥79,000 ¥0

［その他］

　備品購入・消耗品費 ¥0 ¥0 ¥0

　慶弔費 ¥15,750 ¥30,000 ¥14,250

　ネットバンク管理費・振込手数料 ¥47,460 ¥50,000 ¥2,540

［広報宣伝］

　広報・宣伝戦略費 ¥0 ¥0

［強化費］

　海外派遣支援金（一般） ¥0 ¥100,000 ¥100,000 アジア選手権派遣

　海外派遣支援金（ユース） ¥0 ¥0 ¥0

　大会準備費 ¥10,500 ¥70,000 ¥59,500 無線購入￥50,000

［雑費］

　雑費 ¥15,659 ¥20,000 ¥4,341

［事業支出］

　学生マッチ ¥15,640 ¥0 ¥-15,640

　二宮杯 ¥44,530 ¥30,000 ¥-14,530

　南波メモリアルマッチ ¥606,727 ¥780,000 ¥173,273

　オータムマッチ ¥0 ¥30,000 ¥30,000

　全日本マッチ（2014年開催） ¥726,879 ¥0 ¥-726,879

　クリスマスマッチ ¥496,756 ¥930,000 ¥433,244

合計 ¥2,290,786 ¥2,353,000 ¥62,214

単年度収支 ¥252,917 ¥14,000 ¥-238,917



→ 2012年度会計報告 2013年度予算案 ともに承認。 

その他、報告～連絡事項 

 

１）ＩＵセミナーの開催（田中正昭氏） 

「２０１４年０２月開催の全日本マッチレース選手権に『ＩＵ（インターナショナル

アンパイア）セミナー』を招致すべくＩＳＡＦに要請し、承諾を得ることができた。」 

 

２）ＮＳＴの開催（長堀裕樹 理事） 

「今年のＮＳＴをどのように行っていくか検討中。（日程は、スケジュール通りでほぼ

固まっている。）３月中旬頃にはシリーズのあり方、エントリー方法、その他を発表で

きるよう、打合せを進める予定。」 

 

３）学生選抜マッチの状況報告（田代和史 理事） 

学生マッチの日程、参加校、練習状況等が報告された。 

準備は順調に進んでおり、無事開催に至る見込み。 

ＪＹＭＡ理事会メンバーに対して、改めて協力要請あり。 

 



2013 年度 JYMA 理事の選任 

2013/02/24（日）定時総会案件 

 

名誉会長 小田切 満寿雄 

 

会 長  伊藝 徳雄 

副会長  田代 和史 

     田中 正昭** 

 

理 事  一木 正治、今津 浩平、横山 浩、佐藤麻衣子 

松石万希子、長堀 裕樹、村越 俊介、佐藤 夏海 

      

     退任：戸谷 壽男、影山 勝巳、川崎芳徳 

 

→ 以上、承認。 

 

**ただし、田中正昭氏については、ｲﾝﾀﾅｼｮﾅﾙｱﾝﾊﾟｲｱの実務と JYMA 副会長もしくは理事の

役職が両立できるか（ｺﾝﾌﾘｸﾄしないか）ISAF に問い合わせ中。もしも不可の場合には、副

会長もしくは理事を即時辞退することも含めて、総会承認とする。 


