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年 月 開催地 No 事　　業　　名 期　　　日 参  加  数 会　　　　場

6月 大阪 1 第10回 全国高等学校選抜アイスホッケー大会  大阪府代表チーム選考会 6/7（日） 2チーム 浪速

7月 大阪 2 平成26年度 大阪府・大阪市アイスホッケー連盟評議員会 7/26（日） 評議員数 40名 門真 Ａ･Ｂ会議室  13:30～

大阪 3 平成27年度(2015) 全大阪大学生アイスホッケー新人戦 8/1(土)～8/31(月) 4～5チーム 浪速・アクアピア

大阪 4 U-16 スキルチャレンジ 8/30(日) 35～45名 浪速　（主催：日本アイスホッケー連盟　共催･主管：大阪府アイスホッケー連盟）

大阪 5 第71回 国民体育大会冬季大会（少年の部）選手選考会 9/5(土)～9/6(日) 3チーム 浪速

大阪 6 第20回 全大阪小･中学生アイスホッケー秋季大会 9/6(日)～9/23(水) 12チーム アクアピア

大阪 7 第21回 全大阪高校生アイスホッケー秋季大会 9/13(日)～9/23(水) 3チーム アクアピア

大阪 8 平成27年度 全大阪女子アイスホッケー秋季大会 9/7(月)～9/25(金) 4チーム 浪速

大阪 9 指導者技術向上講習会（レフェリークリニック講習会） 9月下旬･10月上旬 40～50名 アクアピア　（講義・氷上実技）

大阪 10 少年・成年 国体強化練習（競技力向上対策事業 国体強化練習） 9/30(水)～12/20(日) 少年30名･成年30名 大阪プール・浪速

大阪 11 第71回 国体近畿ブロック代表者会議（成年の部） 10/4(日) 近畿2府4県 門真 Ｃ会議室　13:00～　　主管：大阪府アイスホッケー連盟

大阪 12 第71回 国民体育大会冬季大会大阪府予選会 10/10(土)～10/11(日) 30～35名 浪速

兼 平成27年度 大阪府・市民体育大会 （成年の部）

大阪 13 第45回 全関西実業団アイスホッケーリーグ戦 10/15(木)～11/30(月) 38チーム アクアピア・浪速・大阪プール･臨海・尼崎

（1次リーグ） （700～750名）

大阪 28 コーチングクリニック 10/18(日) エディオンアリーナ大阪 （大阪府立体育会館） 第１会議室

大阪 14 第42回 全大阪高校生アイスホッケー選手権大会 11/13(金), 16(月), 19(木) 3チーム 大阪プール

兼 平成27年度 大阪府・市民体育大会 （35～40名）

大阪 15 第71回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 11/28(土)～12/6(日) 近畿2府4県 大阪プール　（主管：大阪府アイスホッケー連盟）

近畿ブロック大会 （成年の部） 【監督会議 11/28(土) 17:00～  大阪プール 会議室】

大阪 三菱自動車 ジュニアアイスホッケークリニック＆スキルチャレンジ 11/29(日) 大阪府連盟所属 男女小学生 大阪プール　　（主催：日本アイスホッケー連盟）

大阪 16 第29回 全関西女子アイスホッケー選手権大会 （リーグ戦） 11/23(月)～12/26(土) 7チーム 大阪プール・浪速

長野 第71回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 12/19(土)～12/20(日) ブロック内 7～8府県 長野市 ビッグハット

北信越・東海・近畿ブロック大会 （少年の部） （主管：長野県アイスホッケー連盟）

京都 第11回 風越カップ全日本少年 近畿ブロック予選 （小学生の部） 12/25(金)～12/27(日) 3チーム 京都市 京都アクアリーナ　　（大阪府、 兵庫県、 京都府･滋賀県）

大阪 18 第11回 J-ICE WEST Division 2015-2016 (大阪大会) 12/20(日) 5チーム 大阪プール　　京都府選抜 vs 大阪選抜

12/27(日) 大阪プール　　和歌山県選抜 vs 大阪選抜

香川 第41回 西日本高校生選抜アイスホッケー選手権大会 12/29(火)～12/30(水) 5～6チーム 香川県 三木町 （トレスタ白山スポーツセンター）

大阪 17 第24回 全大阪小･中学生アイスホッケー選手権大会 1/4(月)～1/9(土) 11チーム 大阪プール

兼 平成27年度 大阪府・市民体育大会 （180～190名） （小学生の部A:4ﾁｰﾑ B:3ﾁｰﾑ 中学生の部:4ﾁｰﾑ）

岡山 第11回 J-ICE WEST Division 2015-2016 (岡山大会) 1/10(日) 5チーム 岡山県 倉敷市　　大阪選抜 vs 岡山ブルーサンダー

京都 第4回 全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会 近畿ブロック予選会 1/11(月) 3チーム 京都市 京都アクアリーナ　　（大阪選抜、 兵庫選抜、 京都府･滋賀選抜）

香川 第11回 J-ICE WEST Division 2015-2016 (香川大会) 1/17(日) 5チーム 香川県 三木町　　大阪選抜 vs 香川アイスフェローズ

大阪 19 少年・成年 国体強化練習（競技力向上対策事業 国体強化練習） 1/12(火)～1/23(土) 少年・成年 各25名 大阪プール・浪速

大阪 20 第71回 国民体育大会冬季大会 結団式 1/14（木） 20～40名 会場：未定 19:00～

大阪 21 指導者技術向上講習会（レフェリークリニック講習会） 1月中旬 40～50名 臨海 会議室

岩手 第71回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 1/27(水)～1/31(日) 25～40名 岩手県 盛岡市、 花巻市

大阪 22 平成27年度 全日本小･中大会参加選手強化練習 1/15(金)～3/20(日) 小学・中学 各25名 大阪プール・浪速・アクアピア

大阪 23 第45回 全関西実業団アイスホッケーリーグ戦 2/5(金)～3/11(金) 38チーム アクアピア・浪速・大阪プール･門真・臨海・尼崎

（2次リーグ） （700～750名）

岡山 第4回 全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会 3/19(土)～3/20(日) 12チーム 岡山県 倉敷市

大阪 24 第50回 全関西アイスホッケー選手権大会 3/21(月)～3/31(木) 8～10チーム 浪速・大阪プール

長野 第11回 風越カップ 全日本少年アイスホッケー大会 （小学生の部） 3/26(土)～3/29(火) 16チーム 長野県 軽井沢町 (風越公園アイスアリーナ)

北海道 第10回 全日本少年アイスホッケー大会 （中学生の部） 3/25(金)～3/29(火) 24チーム 釧路市内リンク

大阪 25 第42回 西日本小･中学生アイスホッケー競技大会 4/1(金)～4/4(月) 小学生の部 14チーム 大阪プール

（ＪＩＨＦ普及育成事業）　補助金対象事業 中学生の部 13チーム （主管：大阪府アイスホッケー連盟　後援：日本アイスホッケー連盟）

大阪 26 平成27年度 第14回 全大阪高校生アイスホッケー春季大会 4/15(金)～4/22(金) 3～4チーム 浪速

5月 大阪 27 平成27年度 第18回 全大阪女子アイスホッケー春季大会 5/16(月)～5/23(月) 3チーム 浪速

注）　期日はあくまでも予定です、各種案内にご注意ください。

平 成 ２ ７ 年 度  　【 ２ ０ １ ５ ～ ２ ０ １ ６ 】
（平成27年6月1日～平成28年5月31日）

大 阪 府 ・ 大 阪 市 ア イ ス ホ ッ ケ ー 連 盟 事 業 計 画 書
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浪速：浪速アイススケート場　　　アクアピア：アクアピアアイスアリーナ　　　門真：大阪府立門真スポーツセンター（東和薬品RACTABドーム）　　　尼崎：尼崎スポーツの森
臨海：大阪府立臨海スポーツセンター　　　大阪プール：大阪プールスケートリンク　　　西宮：ひょうご西宮アイスアリーナ　　　神戸ポーアイ：神戸ポートアイランド


	H27年度

