
第７４回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 

北信越・東海ブロック予選会（成年の部） 

開催要項 

 

1. 主  催   （公財）日本スポーツ協会、 

新潟県教育委員会、富山県、石川県、福井県教育委員会、岐阜県、 

静岡県教育委員会、三重県教育委員会、長野県教育委員会、愛知県教育委員会 

（公財）新潟県スポーツ協会、（公財）富山県体育協会、（公財）石川県体育協会、 

（公財）福井県スポーツ協会、（公財）岐阜県体育協会、（公財）静岡県体育協会、 

（公財）三重県体育協会、（公財）長野県体育協会、（公財）愛知県体育協会 

新潟県アイスホッケー連盟、富山県アイスホッケー連盟、石川県アイスホッケー連盟、 

福井県アイスホッケー連盟、岐阜県アイスホッケー連盟、静岡県アイスホッケー連盟、 

三重県アイスホッケー連盟、長野県アイスホッケー連盟、愛知県アイスホッケー連盟、 

 

2. 主  管 愛知県アイスホッケー連盟 

 

3. 期  日 平成３０年 12 月 1４日（金）～1６日（日） 

 

4. 会  場 日本ガイシアリーナ アイスリンク 

愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町 5-1-5   TEL 052-614-6211 

邦和スポーツランド アイススケートリンク 

愛知県名古屋市港区港栄 1-8-23      TEL 052-654-0791 

 

5. 参加資格 北信越・東海ブロックの各県１チーム 

第7４回国民体育大会冬季大会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。 

 

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次に定める競技方法により行う。 

(1) 本予選会において 4 チームのブロック代表を決定する。 

(2) 参加 9 県を 3 県ずつＡ、Ｂ、Ｃの 3 グループに分けてリーグ戦を行い、それぞ

れのグループの 1 位の 3 チームは本大会の出場権を得る。 

(3) 各グループの 2 位のチームでリーグ戦を行い、その 1 位を第 4 代表とする。 

(4) 競技時間は、各ピリオド正味 15 分間、インターバルは５分間とする。また、練

習時間は 10 分とし、練習終了後と第２ピリオド終了後にリンク整氷を行う。但

し、第 1、第 2、第 4、第 10、第 11 及び第 12 試合の練習後は、リンク整氷

を行わない。 

(5) 第３ピリオド終了時に同点の場合は、引き分けとする。 

(6) 勝ち点を勝者に 2 点、敗者に 0 点、引き分けには両者に 1 点ずつを与え、勝ち

点の大きいチームを上位とする。 

(7) 勝ち点が同じ場合は、当該リーグ戦での総得点数から総失点数を引いて、その差

の大きいチームを上位とする。 

その差が同じ場合は、総得点数を総失点数で除して、その商の大きいチームを上

位とする。それでも順位が決定しない場合は、総ペナルティー時間数の少ないチ

ームを上位とする。 



(8) 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

て６名の選手を氷上に揃えることのできないチームは不戦敗とし、0-15 のスコ

アとする。 

(9) 試合進行のために必要な選手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、0-15 のスコアで当該チームの敗戦とする。 

 

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ない。 

但し、1 試合の参加者はゴールキーパーを 1 名含めて 19 名以内とする。 

また、チームオフィシャルは、監督を含めて６名以内とする。 

 

8. 参加申込 各県は、公益財団法人日本スポーツ協会の参加申込システム及び公益財団法人日本ア 

      イスホッケー連盟の Faceoff システム大会申込フォームより手続きすること。 

(1) 大会申込フォームアドレス 

http://www.jihf.or.jp/meet/entry/ 

(2) ログイン用大会 ID  429 

(3) ログイン用パスワード 74aichi 

(4) 申し込み期限 平成 30 年 12 月 1 日（土） 

(5) 申込場所 愛知県アイスホッケー連盟事務局 

〒451-0024 名古屋市西区秩父通１-５８ 丸安ニット㈱内 

TEL 0５２-５３２-３２００ FAX 0５２-５２１-５６９５ 

E-mail office@aihf-jp.com 

(6) 他にも愛知県アイスホッケー連盟の HP の[各種書類ダウンロード]より参加者名

簿のファイル（Excel シート）を入手し、上記メールアドレスへ届け出すること。 

 

9. 参 加 料 １県 1３0,000 円 

 

10. 納入期限 平成３０年 1２月１日（土）までに下記口座へ振込むこと 

ゆうちょ銀行  

記号・番号 00820-4-214060 

名義 愛知県アイスホッケー連盟 

他行からの場合 店名 〇八九（ゼロハチキュウ）支店 当座 0214060 

 

11. 組 合 せ 別紙のとおり（平成３０年９月 22 日の抽選会で決定） 

 

12. 監督会議  (1) 日 時  平成３０年 12 月 1４日（金）16 時 00 分～ 

(2) 場 所  日本ガイシアリーナ アイスリンク 会議室 

愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町 5-1-5 

(3) その他  ユニフォーム（正・副）を持参のこと 

 

13. そ の 他 (1)開・閉会式は行わない。 

(2)オールメンバー表は、競技開始 60 分前までに２部提出すること。 

(3)各県参加者は、(公財)日本スポーツ協会 国民体育大会参加者傷害補償制度に加入

するとともに、健康保険証を持参のこと。 

 

mailto:office@aihf-jp.com


 

第７４回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 

北信越・東海ブロック予選会（成年の部） 

組合せ・タイムテーブル 

 

A グループ ： 愛知県・福井県・三重県 

B グループ ： 新潟県・石川県・岐阜県 

C グループ ： 長野県・富山県・静岡県 

 

 

 

 第 1 試合～第 3 試合：各グループ 1 試合目 

 第 4 試合～第 6 試合：各グループ 2 試合目 

 第 7 試合～第 9 試合：各グループ 3 試合目 

 第 10 試合～第 12 試合：各グループ 2 位によるリーグ戦 

  イロハのチームは第 9 試合終了後に抽選して決定する 

 本国体出場権：各プールの 1 位と最終日の２位同士のリーグ戦での１位 

開始時刻 組み合わせ 開始時刻 組み合わせ

12月14日（金)
第　１試合 19時00分 愛知県×三重県

第　２試合 20時25分 新潟県×岐阜県

第　３試合 21時00分 長野県×静岡県

12月15日（土)
第　４試合 9時30分 福井県×愛知県

第　５試合 11時30分 石川県×新潟県

第　６試合 13時30分 富山県×長野県

第　７試合 15時30分 三重県×福井県

第　８試合 17時30分 岐阜県×石川県

第　９試合 19時30分 静岡県×富山県

12月16日（日)
第１０試合 9時30分 イ×ロ

第１１試合 12時15分 ⑩敗者×ハ

第１２試合 15時00分 ハ×⑩勝者

日本ガイシアリーナ 邦和スポーツランド

アイススケートリンクアイスリンク


