
日時 会場名

(金)

日時 会場名

(土)

日時 会場名 ～ 10:45 ～ 12:30 ～ 14:15 ～ 16:00 ～ 17:45 ～ 19:30

3月25日 日本製紙アイスアリーナ A-１ 帯 広 選 抜 vs 兵庫県選抜 A-2 釧路選抜Ｂ vs 長野県代表 C-1 苫小牧選抜 vs 富山県選抜 E-1 青森県選抜 vs 神奈川県選抜 E-2 静岡・新潟選抜 vs 福島県選抜 C-3 苫小牧選抜 vs 東京都選抜

(日) 春採アイスアリーナ B-2 愛知県選抜 vs 岩手県選抜 D-1 栃木県選抜 vs 九州・沖縄選抜 F-1 札 幌 選 抜 vs 宮城県選抜 B-4 中国四国選抜 vs 岩手県選抜 A-3 帯 広 選 抜 vs 釧路選抜Ｂ C-4 富山県選抜 vs 埼玉県選抜

柳町アイスホッケー場 B-1 釧路選抜Ａ vs 中国四国選抜 C-2 東京都選抜 vs 埼玉県選抜 D-2 滋賀京都選抜 vs 山梨県選抜 F-2 大 阪 選 抜 vs 群馬県選抜 B-3 釧路選抜Ａ vs 愛知県選抜 A-4 兵庫県選抜 vs 長野県選抜

日時 会場名 ～ 10:45 ～ 12:30 ～ 14:15 ～ 16:00 ～ 17:45 ～ 19:30

3月26日 日本製紙アイスアリーナ D-3 栃木県選抜 vs 滋賀京都選抜 D-4 九州・沖縄選抜 vs 山梨県選抜 F-3 札 幌 選 抜 vs 大 阪 選 抜 B-5 釧路選抜Ａ vs 岩手県選抜 B-6 中国四国選抜 vs 愛知県選抜 F-5 札 幌 選 抜 vs 群馬県選抜

(月) 春採アイスアリーナ E-3 青森県選抜 vs 静岡・新潟選抜 A-5 帯 広 選 抜 vs 長野県代表 C-5 苫小牧選抜 vs 埼玉県選抜 E-5 青森県選抜 vs 福島県選抜 D-5 栃木県選抜 vs 山梨県選抜 F-6 宮城県選抜 vs 大 阪 選 抜

柳町アイスホッケー場 E-4 神奈川県選抜 vs 福島県選抜 F-4 宮城県選抜 vs 群馬県選抜 A-6 兵庫県選抜 vs 釧路選抜Ｂ C-6 富山県選抜 vs 東京都選抜 E-6 神奈川県選抜 vs 静岡・新潟選抜 D-6 九州・沖縄選抜 vs 滋賀京都選抜

日時 会場名 ～ 10:00 ～ 12:00 ～ 14:00 ～ 16:00 ～ 18:00

① VS ② ③ ＶＳ ④ ⑤ ＶＳ ⑥ ⑦ ＶＳ ⑧ ⑨ ＶＳ ⑩

⑪ VS ⑫ ⑬ ＶＳ ⑭ ⑮ ＶＳ ⑯

日時 会場名 ～ 11:30 ～ 14:00 ～ 17:30 ～ 20:00 ～

3月27日 日本製紙アイスアリーナ

(火) 春採アイスアリーナ

日時 会場名 ～ 11:30 ～ 14:00 ～ 16:30 ～

3月28日 日本製紙アイスアリーナ

(水) 春採アイスアリーナ

柳町ホッケー場 （３６） （３９）

春採アイスアリーナ （３５） （３８）

（２４）

19：45～20:45

（４７）

（４８）（４２） （４５）

監督会議
（４４）

18:30～19：30

小学生エキシビション 開 会 式

13:00～14:30
会場：釧路プリンス

スキルチャレンジ

13:00～14:00 15:00～15:30 16:00～18:00

（４６）

（３３）

（２６） （２９） （３２）

（３０）（２７）

18:30～19:30 19:45～20:45 21:00～22:00

（２５） （２８） （３１）

9:00 11:30 14:00

決勝トーナメント・順位決定トーナメント
9:00 11:30 15:00

16:30

⑤　５位･６位決定戦 ⑥　３位･４位決定戦 ⑦　　決　勝　戦 閉　会　式

⑫　１１位･１２位決定戦 ⑬　９位･１０位決定戦 ⑭　７位･８位決定戦

17:30 20:00

強化練習　（予選敗退チーム練習試合）
8:00 10:00 12:00 14:00

柳町アイスホッケー場

16:00

日本製紙クレインズエキシビション

⑧リーグ2位トーナメント1回戦 ⑨リーグ2位トーナメント１回戦 ⑩リーグ2位トーナメント２回戦 ⑪リーグ2位トーナメント２回戦

①決勝トーナメント1回戦 ②　決勝トーナメント１回戦

大進スケートセンター

3月27日

(火)

③　準　決　勝 ④　準　決　勝

16:00 17:45

9:00 10:45 12:30 14:15 16:00 17:45

予選リーグ
9:00 10:45 12:30 14:15

柳町ホッケー場 （３） （６） （９）

3月24日
日本製紙アイスアリーナ （３４） （３７）

8:00～9:00 9:15～10:15 10：30～11:30

（４０）

（４１）

（１７）

（２１）（１２） （１５） （１８）

（２２）

春採アイスアリーナ （２） （５） （８）

（１３） （１６） （１９）

（２０） （２３）（１１） （１４）

3月23日
日本製紙アイスアリーナ （１） （４） （７） （１０）

8:30～9:30 9:45～10:45 11:00～12:00 12:15～13:15 13:30～14:30 14:45～15:45 16:00～17:00 17:15～18:15



Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック Fブロック

帯広選抜 釧路選抜A 苫小牧選抜 栃木県選抜 青森県選抜 札幌選抜

兵庫県選抜 中国四国選抜 富山県選抜 九州・沖縄選抜 神奈川県選抜 宮城県選抜

釧路選抜Ｂ 愛知県選抜 東京都選抜 滋賀京都選抜 静岡・新潟選抜 大阪選抜

長野県代表 岩手県選抜 埼玉県選抜 山梨県選抜 福島県選抜 群馬県選抜

抽選日：平成30年２月１６日 　１４：００～１５：００

選手宣誓 兵庫県選抜


