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平成２８年１０月１９日   

  

北信越・東海・近畿ブロック  

各府県アイスホッケー連盟会長 様  

  

大阪府アイスホッケー連盟 

会  長   福 西  実 雄  

  

第７２回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 

北信越・東海・近畿ブロック予選会（少年の部）の開催について（依頼） 

  

実りの秋となり、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。また、平素より当連盟

の運営に対し特段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当ブロック予選会につきましては、当連盟で主管することとなり、現在準備を進めているところで

ございます。 

先にブロック各府県アイスホッケー連盟に参加確認を行ったところ、富山県、愛知県、滋賀県、京都府、

兵庫県及び大阪府の６府県から参加する旨の回答がありました。 

これを受け、９月２４日(土)に開催の(公財)日本アイスホッケー連盟評議員会の際に組合せ抽選を行ないま

したところ、別紙組合せ表のとおりとなりましたので、ここにご連絡いたします。  

つきましては、別紙開催要項により本ブロック大会を開催したいと考えておりますので、主催（共催）に

ついてご承諾いただくとともに、参加申込等所定の手続きをお取りいただきますようお願い申し上げます。  

 なお、日ア連通達 J.I.H.F.2016-2017発第007号に記載されております内容に沿って手続き下さいますよ

うお願い申し上げます。  

 

記 

   （添付書類）  

   １．第７２回 国体ブロック予選会（少年の部）開催要項 

     ２．第７２回 国体ブロック予選会（少年の部）組合せ  

     ３．第７２回 国体ブロック予選会（少年の部）タイムテーブル  

 

 

 

 

連絡先 大阪府アイスホッケー連盟事務局  楠 雅成 

        〒545-0035 大阪市阿倍野区北畠1丁目1-30 

        TEL：06-6624-8457 

               090-9114-2346 
        E-mail：m.kusu@oihf.jp 
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第72回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 

北信越・東海・近畿ブロック予選会（少年の部） 開催要項 

1. 主 催 （公財）日本体育協会、 

  （公財）長野県体育協会、（公財）富山県体育協会、（公財）愛知県体育協会、 

  （公財）滋賀県体育協会、（公財）京都府体育協会、（公財）兵庫県体育協会、 

  （公財）大阪体育協会 

  長野県教育委員会、富山県教育委員会、愛知県教育委員会、滋賀県教育委員会、 

  京都府教育委員会、兵庫県教育委員会、大阪府教育委員会、 

  長野県アイスホッケー連盟、富山県アイスホッケー連盟、愛知県アイスホッケー連盟、 

  滋賀県アイスホッケー連盟、京都府アイスホッケー連盟、兵庫県アイスホッケー連盟、 

  大阪府アイスホッケー連盟 

2. 競技主管 大阪府アイスホッケー連盟 

3. 期日 平成２８年１２月１７日（土）～１８日（日） 

 

4. 会場 大阪プール 

    〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1-40 

    TEL 06-6571-2010 

    大阪市営地下鉄中央線「朝潮橋」 2A出口すぐ 

    有料隣接駐車場あり   阪神高速 天保山出口 普通自動車のみ可（満車の場合、近隣にもあり。） 

          バスは駐車できませんので、近隣のバス駐車場をご利用ください。 

 

5. 参加資格 北信越・東海・近畿ブロックの各府県１チーム第72回国体アイスホッケー競技会の要項に定められて 

  いる参加資格によるものとします。 

 

６. 競技方法 （公財）日本アイスホッケー連盟競技規則、並びにこの要項に定める競技方法によるものとします。 

 

 (1) 競技時間は、各ピリオド正味１５分、インターバルは１０分（第２ピリオド終了時に整氷）とします。 

 (２) 第３ピリオド終了時に同点の場合は、サドンビクトリー方式による５分間の延長戦を行って勝敗を 

  決します。 

 (３) 延長戦でも決しない場合は、３名ずつのゲームウイニングショットによって勝敗を決します。 

  なお決しない場合は、１名ずつのサドンビクトリー方式によるゲームウイニングショットを行って 

  勝敗を決します。 

 (４)理由の如何を問わず試合開始予定時刻を１５分過ぎてもゴールキーパーを含め６名以上の 

  選手を揃えられないチームは不戦敗とし、０対１５のスコアとします。 

 (５) 試合進行のために必要な員数を氷上に揃えることができなくなった時点で没収試合とし、 

  ０対１５のスコアで当該チームの敗戦とします。 

 (6) トーナメント戦の上位２チームに本国体の出場権が与えられます。 
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7. 参加者数 １チームの選手登録は２５名以内とし、監督会議で確認した後の変更は認めません。 

  但し、１試合にベンチ入りできる選手はゴールキーパー２名を含め１９名以内とします。 

  チームオフィシャルは、監督を含め６名以内とします。 

 

8. 参加申込 各府県は、（公財）日本体育協会の参加申込システムおよび（公財）日本アイスホッケー連盟の Faceoff 

  システム大会申込フォームにより手続すること。 

 

  URL https://www.jihf.or.jp/ ****/ *****/ 
  ログイン用大会 ID  ：  *** 
  ログイン用パスワード ：  各府県担当者は“楠”まで連絡下さい。 

 

    【注意】 上記インターネットによる参加申込と並行して、公式プログラム印刷用に大阪府 

     アイスホッケー連盟のホームページからメンバー表をダウンロードして、ご記入の 

     上、”楠”まで送付して下さい。 

     大阪府アイスホッケー連盟ホームページ ： http://www.oihf.jp/ 
 

  申込期限  平成２８ 年１１月２０日（日） 

  申込場所  大阪府アイスホッケー連盟 事務局  楠 雅成 

        〒545-0035 大阪市阿倍野区北畠1丁目1-30 

        電話 06-6624-8457 

        FAX 06-6624-8457 

        E-mail ： m.kusu@oihf.jp 

 

9. 参加料 １府県 １３０,０００円 平成２８年１１月２０日（日）までに下記口座へ納入してください。 

     三井住友銀行 粉浜支店 普通預金 口座番号１５６１３６２ 

     大阪府アイスホッケー連盟 会長 福西実雄 

 

10. 組合せ 別紙のとおり （平成２８年９月2４日（土）に開催の（公財）日本アイスホッケー連盟定時評議員会の際に、 

  関係各県の立会いの下、抽選によりシード府県以外の組合せを決定。） 

 

11. 監督会議 日時  平成２８年１２月１７日（土） 午前１０時００分～ 

  場所  大阪プール 第一会議室 

  その他 ユニフォーム（正・副）を持参してください。 

 

12. 注意事項 (1) 館内での、スティックやパック、ボール類を使ったウォーミングアップは禁止いたします。 

  (2) 試合終了後、ベンチや更衣室のゴミ（テープ類や飲料等）は各府県で清掃をお願いします。 

  (3) 競技会場の設備や備品類が破損した場合は、速やかに大会本部へ報告してください。 

 

13. その他 (1) 開・閉会式は行いません。 

  (2) 競技会場への交通手段は参加各府県にて対応してください。 

  (3) 各府県参加者は、傷害保険に加入するとともに、健康保険証を持参してくだい。 

  (4) ケガの場合の応急処置は行いますが、その後の処置に関しましては各府県でご対処ください。 

  (5) 宿泊については、主管連盟では斡旋いたしません。各府県でご手配ください。 

  (6) 各試合のメンバー表は、練習開始１時間前までに2部大会本部まで提出願います。 

  (7) 試合終了後、公式記録をお渡ししますので、大会本部までお越しください。 

 

http://www.oihf.jp/�
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大 会 会 長 主管連盟会長

大 会 副 会 長 主管連盟副会長

各県連盟会長

参 与 各県連盟副会長

運 営 委 員 長 主管連盟理事長

運営副委員長 各県連盟理事長

運 営 委 員 各県連盟事務局長

記載責任者

アイスホッケー連盟

※　このシートについては、１１月２０日（日）までにご報告ください。

大会役員名簿照会シート

平成28年　　月　　日

第72回 国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会

北信越・東海･近畿ブロック予選会 （少年の部）

福西　実雄

楠　雅成



大阪府アイスホッケー連盟 http://www.oihf.jp/

1 ． 競技日程及び競技方法確認

プログラム記載通りです。

2 ． 参加選手確認

オールメンバー表は、練習開始１時間前までに、オフィシャル席へ２部提出して下さい。

3 ． 審判長より

ユニフォーム確認

4 ． 競技規則

（１） IIHF国際競技規則に基づく。

（２） ペナルティ時間は、正規時間とする。

5 ． その他確認事項

（１） プログラム記載時刻は、練習開始時刻です。

インターバル

製氷

（10分） （15分） （15分） （10分） （15分） （15分） （15分） (5分)

（２） 各日の1試合目の練習後の製氷はおこないません。

（３） ベンチは、下記の通りです。

 　オフィシャル席から見て組み合わせの左側のチームがA、

　 右側のチームがBを使用して下さい。

　 なお、貴重品の管理は、各チームで行って下さい。

（４） 更衣室について

　 ベンチ裏の男子更衣室、女子更衣室、並びに採暖室、会議室をご使用ください。

府県名を表示致します。

6 ． 懲戒委員会

監 督 会 議

練習 製氷 １P GWS

第72回　国民体育大会冬季大会　北信越・東海・近畿ブロック予選会（少年の部）

オフィシャルボックス

インターバル ２P ３P OVT

平成28年12月17日 (土)　 10:00～

チームA チームB
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