
大阪府アイスホッケー連盟        https://www.oihf.jp/ 2020/7/27  現在

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

5月 大阪 1 ※ 第14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 5/26（日） 2チーム チーム事情により本年度は中止　　（※　5月開催ですが、令和元年度事業です。）

6月 大阪 2 少年・成年 強化練習（競技力向上対策事業 国体強化練習） 6/下旬 ～ 12/上旬 少年30名･成年30名 浪速・大阪プール

7月 大阪 3 平成30年度 大阪府・大阪市アイスホッケー連盟評議員会 7/28（日） 評議員数 40名 14:00～　門真

大阪 4 令和元年度 全大阪大学生アイスホッケー新人戦 8/1（木） ～ 8/31(土) 6～10チーム 浪速

大阪 5 大阪選抜小･中学生合同強化練習 （スキルチャレンジ） 未定 35～45名 浪速

大阪 6 ジュニア GKクリニック 8/18（日） 10～20名 （小～高） 臨海

滋賀 U-16 強化キャンプ （近畿ブロック共催） 8/24(土) ～ 8/25（日） 50名 滋賀県立

大阪 7 第75回 国民体育大会冬季大会（少年の部）選手選考会 9/7（土）、 9/8（日） 2チーム 浪速

大阪 8 第24回 全大阪小･中学生アイスホッケー秋季大会 9/16（月） ～ 9/23（月） 9チーム 臨海　（小学生の部A:4ﾁｰﾑ B:2ﾁｰﾑ 中学生の部:3ﾁｰﾑ）

大阪 9 第24回 全大阪高校生アイスホッケー秋季大会 9/16（月） ～ 9/23（月） 2チーム チーム状況により本年度は中止

大阪 10 令和元年度 全大阪女子アイスホッケー秋季大会 9/2(月) ～ 9/27（金） 4チーム 浪速

大阪 11 日本スポーツ協会公認コーチ養成講習会 9/20(金) ～ 9/23（月） 10～20名 浪速、他

大阪 12 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 未定

大阪 13 第75回 国民体育大会冬季大会大阪府予選会 未定 30～35名 浪速

兼 令和元年度 大阪府民スポーツ大会 （成年の部）

大阪 14 第49回 全関西実業団アイスホッケーリーグ戦 10/14（月） ～ 12/19（木） 37チーム 浪速・大阪プール･臨海・尼崎

（1次リーグ） （700～750名）

大阪 15 第44回 全大阪高校生アイスホッケー選手権大会 11/中旬 2チーム チーム状況により本年度は中止

兼 令和元年度 大阪府民スポーツ大会

大阪 16 第33回 全関西女子アイスホッケー選手権大会 11/11（月） ～ 12/18（水） 5チーム 大阪プール・浪速

兵庫 第75回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 11/30（土） ～ 12/8（日） ブロック内 6府県 尼崎

近畿ブロック大会 （成年の部）

兵庫 第75回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 12/21(土) ～ 12/22(日) ブロック内 7府県 神戸ポーアイ

近畿･東海･北信越ブロック予選会 （少年の部）

滋賀 第28回 近畿小･中学生アイスホッケー競技会 12/14(土) ～ 12/15(日)
小学生 8チーム
中学生 6チーム

滋賀県立

大阪 23 第15回 J-ICE WEST Division 2019-2020 （大阪大会） 12/14(土) 4チーム 浪速　21:00～　大阪選抜 vs 和歌山県選抜

12/22(日) 浪速　21:00～　大阪選抜 vs モビーディック (兵庫県)

大阪 17 第15回 風越カップ 全日本少年アイスホッケー大会 （小学の部） 近畿ブロック選考会 12/27(金) ～ 12/29(日) 3チーム 大阪プール　　（大阪府/兵庫県/京都府･滋賀県）

栃木 第14回 日光杯 全日本女子中学･高校生アイスホッケー大会 12/21(土) ～ 12/23(月) 15チーム 日光市 （日光霧降アイスアリーナ、 細尾ドームリンク）

香川 第45回 西日本高校生選抜アイスホッケー選手権大会 12/29（日） ～ 12/30（月） 5～6チーム 香川県 三木町 （トレスタ白山アイスアリーナ）

大阪 18 第28回 全大阪小･中学生アイスホッケー選手権大会 1/4(土） ～ 1/8（水） 10チーム 大阪プール

兼 令和元年度 大阪府民スポーツ大会 （180～190名） （小学生の部A:4ﾁｰﾑ B:3ﾁｰﾑ 中学生の部:3ﾁｰﾑ）

京都 第8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 1/12（日） 3チーム 京都アクアリーナ　（兵庫選抜、 京都･滋賀選抜　不出場）

香川 第15回 J-ICE WEST Division 2019-2020 （香川大会） 1/18（土） 4チーム 香川県 三木町 （トレスタ白山アイスアリーナ）　19:00～ 香川IF vs 大阪選抜

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

大阪 20 第75回 国民体育大会冬季大会 結団式 1/17（金） 20～40名 たかつガーデン（大阪市天王寺区）

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/中旬 40～50名 臨海

大阪 22 令和元年度 全日本小･中学生大会参加選手強化練習 1/15（水） ～ 3/15（日） 小学生・中学生 各25名 大阪プール・浪速

青森 第75回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 1/29(水) ～ 2/2(日) 25～40名 八戸市、南部町 （テクノルアイスパーク八戸、田名部記念アリーナ、ふくちアイスアリーナ）

大阪 24 第49回 全関西実業団アイスホッケーリーグ戦 2/5（水） ～ 3/18（水） 37チーム 浪速・大阪プール･臨海・尼崎

（2次リーグ） （700～750名）

神奈川 第8回 全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会　注1) 3/14（土） ～ 3/15（日） 12チーム 神奈川県横浜市　KOSÉ新横浜スケートセンター

愛知 第8回 Ｊアイス･プレーオフ 2019-2020　注1) 3/20（金） ～ 3/22（日） 6チーム 愛知県名古屋市　日本ガイシアリーナ

大阪 25 第50回 全関西アイスホッケー選手権大会 3/21（土） ～ 3/31（火） 8～10チーム 浪速・大阪プール　　チーム状況により本年度は中止

長野 第15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）　注1) 3/26（木） ～ 3/29（日） 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14回 全日本少年アイスホッケー大会 （中学生の部）　注1) 3/25（水） ～ 3/29（日） 24チーム 釧路市 （日本製紙アイスアリーナ、春採アイスアリーナ、柳町アイスホッケー場）

大阪 26 第46回 西日本小･中学生アイスホッケー競技大会　注1) 4/1（水） ～ 4/3（金） 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  8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 27 令和元年度 第14回 全大阪高校生アイスホッケー春季大会 4/15（水） ～ 4/22（水） 2チーム チーム状況により本年度は中止

大阪 28 大阪ジュニアチーム代表者会議 4/26（日）　注2) 小･中･高 OSAKA ICE HOCKEY HOUSE （大阪市浪速区）

5月 大阪 29 令和元年度 第22回 全大阪女子アイスホッケー春季大会　注1) 5/8（金） ～ 5/23（土） 4チーム 浪速

※　期日はあくまでも予定です、各種案内にご注意ください。

令 和 元 年 度  　【 ２ ０ １ ９ ～ ２ ０ ２ ０ 】

（令和元年6月1日～令和2年5月31日）

大 阪 府 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　　　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：丸善インテック大阪プール　　　西宮：ひょうご西宮アイスアリーナ　　　神戸ポーアイ：神戸市立ポートアイランドスポーツセンター　　　関大：関西大学たかつきアイスアリーナ
関空：関空アイスアリーナ

注1）　新型コロナウィルス(COVID-19)感染拡大に伴い、本年度開催中止を決定しました。
注2）　新型コロナウィルス(COVID-19)感染拡大に伴い、開催延期を決定しました。（7/31(金)　19:00）
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