
1／7

本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地 結果など

2017/12/15 東京都

2017/12/17 西東京市

JSC基金 2018/2/23 青森県
2018/2/25 八戸市

JSC基金 2018/3/22 北海道

2018/3/25 札幌市

JSC基金 2018/2/23 愛知県
2018/2/25 名古屋市

本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地 結果など

2017/9/2
2017/12/24

拠点づくり 第13回全日本少年アイスホッケー大会
小学の部“風越カップ”　　小学生の部

2018/3/25
2018/3/28

長野県
軽井沢町

優勝：帯広選抜　準優勝：栃木県選抜
３位：釧路選抜　４位：苫小牧選抜
中四国選抜 、九州沖縄選抜 、兵庫県選抜 、埼玉県選抜 、
大阪選抜 、岩手県選抜 、愛知県選抜 、札幌選抜 、東京都選
抜 、軽井沢選抜 、長野県選抜 、青森県選抜

拠点づくり

拠点づくり

拠点づくり 2017/8/2
/ /2017/8/6

2018/1/18

2018/1/21

2018/1/23 北海道
2018/1/26 帯広市

JSCくじ

JSCくじ 2017/11/23
2017/11/26

平成29年度事業報告
平成29(2017)年7月1日～平成30(2018)年6月30日

『公益目的事業１』
１競技会事業

事業 競技事業 主催

- 第85回全日本アイスホッケー選手権 優勝　東北フリーブレイズ、準優勝　王子イーグルス、第3位
日本製紙クレインズ、第4位　H.C.栃木日光アイスバックス
中央大学 、 明治大学 、 釧路厚生社ＩＨＣ 、 関西大学アイス
ホッケー部
【NHK　BS-1】　決勝、準決勝

１-１全日本アイスホッケー選手権大会の主催

事業 競技事業

第12回全国高等学校選抜アイスホッケー大会

- 第67回全国高等学校総合体育大会

主催

第6回日本女子アイスホッケーリーグ

第6回日本アイスホッケー連盟会長杯 優勝　DYNAX、準優勝　新日鐵住金室蘭アイスホッケー部、第
3位　苫小牧市役所アイスホッケー部
仙台スワンズ 、伊藤忠商事㈱ 、吉田産業 、富山アイススポー
ツクラブ 、水戸ホーリーホックアイスホッケー部 、 釧路厚生社Ｉ
ＨＣ 、電通 、青い森信用金庫 、香川アイスフェローズ 、ＴＥＡ
Ｍ侍

第37回全日本女子アイスホッケー選手権（Ａ） 優勝　ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツ、準優勝　道路建設ペリグリ
ン、3位　フルタイムシステム御影グレッズ、4　位Ｄａｉｓｈｉｎ、5位
TOYOTA　CYGNUS、6位　八戸レッズ、7位　釧路ベアーズ、8
位　大東開発ネクサス

第22回全日本女子アイスホッケー選手権（Ｂ） 優勝（A昇格）　帯広レディース、準優勝　札幌インフィニティー
ズ、3位　ＦＩＯＲＥ　ＴＯＲＳＰＯ
VORTEX SAPPORO ICE HOCKEY CLUB 、 ウェンディーズ（女
子） 、 クイーンベアーズ 、 ハセガワウイッチーズ 、 レディース
ラビッツ 、 中日レディース 、広島 コレクターズ 、 柏原キャレッ
ツ女子 、 真駒内レディースアイスホッケークラブ 、 西宮アイス
ホッケークラブ 、 軽井沢フェアリーズ 、 香川ファイヤーバンズ
、 ＨＣ日光アイスバックスレディース

共催

第12回全日本少年アイスホッケー大会
中学生の部

2018/3/25
2018/3/28

北海道
釧路市

優勝：釧路選抜A　準優勝：栃木県選抜　３位：帯広選抜
４位：苫小牧選抜　５位：青森県選抜　６位：札幌選抜
７位：神奈川県選抜　８位：埼玉県選抜　９位：長野県代表
１０位：愛知県選抜　１１位：宮城県選抜
１２位：山梨県選抜
中国四国選抜 、 九州・沖縄選抜 、 兵庫県選抜 、大阪選抜 、
富山県選抜 、岩手県選抜 、東京都選抜 、滋賀京都選抜 、福
島県選抜 、 群馬県選抜 、釧路選抜B 、 静岡・新潟選抜

第12回全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会“日光杯” 2017/12/23
2017/12/25

栃木県
日光市

優勝：苫小牧選抜　準優勝：帯広選抜　３位：釧路選抜　 　４
位：札幌選抜　５位：青森県選抜　６位：関東選抜
７位：兵庫県選抜　８位：北信越選抜　９位：東京都選抜
１０位：栃木県選抜　１１位：大阪・京都・滋賀選抜
１２位：愛知県選抜　１３位中四国・九州選抜

優勝　白樺学園高等学校
準優勝　駒澤大学附属苫小牧高等学校
光泉高校アイスホッケー部 、 八戸学院光星高等学校 、 八戸
工業大学第一高等学校 、 北海道清水高等学校 、 北海道釧
路江南高等学校 、 埼玉栄高等学校 、 帯広農業高等学校 、
慶應義塾高等学校スケート部ホッケー部門 、 日光明峰高校
、 早稲田実業学校高等部 、 明治大学付属中野高等学校 、
東北高等学校 、 武修館高等学校 、 武相高等学校 、 水戸啓
明高等学校 、 江陵高等学校 、盛岡中央高等学校 、 群馬県
立渋川工業高等学校 、 苫小牧工業高等学校アイスホッケー
部 、 苫小牧東高等学校 、 軽井沢高等学校 、 釧路工業高等
学校 、 関西大学第一高等学校 、 青森県立八戸商業高等学
校 、 青森県立八戸高等学校 、 龍谷富山高等学校

１-２その他国内競技会の主催と共催

苫小牧市
釧路市
帯広市

優勝 ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツ、準優勝 道路建設ペリグリン、
3位 フルタイムシステム御影グレッズ、4位 ＴＯＹＯＴＡ　ＣＹＧＮ
ＵＳ（トヨタシグナス）、5位 Ｄａｉｓｈｉｎ、6位 釧路ベアーズ、7位 帯
広レディース、8位 八戸レッズ、9位 大東開発ネクサス、10位
Ｄａｉｓｈｉｎ　Ｂ、11位 札幌インフィニティーズ、12位 ＶＯＲＴＥＸ
ＳＡＰＰＯＲＯ　ＩＣＥ　ＨＯＣＫＥＹ　ＣＬＵＢ

第5回日本学生女子アイスホッケー大会 岡山県
岡山市・倉敷市

優勝　日本体育大学スケート部女子アイスホッケー部門
準優勝　東京女子体育大学
3位　岡山大学
上越教育大学 、 北海道教育大学釧路校女子アイスホッケー
部 、 山口大学アイスホッケー部  、帯広畜産大学 、琉球大学
、 福井県立大学女子 、 筑波大学女子アイスホッケー部 、 西
南学院大学（女子） 、 都留文科大学女子アイスホッケー部 、
酪農学園大学アイスバーグ 、 釧路公立大学 、 長崎大学女子
アイスホッケー部 、 香川大学女子アイスホッケー部

北海道
苫小牧市

優勝　武修館高等学校、準優勝　白樺学園高等学校、3位　駒
澤大学附属苫小牧高等学校、4位北海道釧路江南高等学校
中四国九州選抜 、 京都ジュニアワイルドビーズアイスホッ
ケークラブ （高校生） 、 光泉高校アイスホッケー部 、 八戸工
業大学第一高等学校 、 北海道栄高等学校 、 北海道清水高
等学校 、北海高等学校 、 埼玉栄高等学校 、 慶應義塾高等
学校スケート部ホッケー部門 、 日光明峰高校 、 早稲田実業
学校高等部 、 東北高等学校 、水戸啓明高等学校 、盛岡中
央高等学校 、 群馬県選抜 、 苫小牧工業高等学校アイスホッ
ケー部 、 苫小牧東高等学校 、 西武ホワイトベアーズ（高校）
、 軽井沢高等学校 、 釧路工業高等学校 、 関西大学第一高
等学校 、 青森県立八戸商業高等学校 、龍谷富山高等学校

- 第38回全国中学校体育大会 北海道
釧路市

優勝　苫小牧市立和光中学校アイスホッケー部、準優勝　全
十勝Ａ（清水・御影・芽室）、第3位　釧路市立鳥取中学校
八戸市立下長中学校 、 八戸市立第二中学校 、 埼玉県選抜
、 宮城県選抜 、 岩手県選抜 、 日光市立日光中学校 、 日光
市立東中学校 、 札幌Ａ 、 東京都選抜 、 神奈川県選抜 、 軽
井沢中学校 、 郡山市立熱海中学校 、 釧路合同（大楽毛・共
栄・青陵・幣舞・春採・別保）

2017/9/22-24
2017/10/20-22
2018/3/9-11

共催

-

プレーオフ
2018/3/3
2018/3/31

ジャパンカップ
2018/1/6
2018/2/25

アジアリーグ・アイスホッケー2017-2018
H.C.栃木日光アイスバックス(JPN)、日本製紙クレインズ(JPN)、
王子イーグルス(JPN)、東北フリーブレイズ(JPN)、
アニャンハルラアイスホッケークラブ(KOR)、デミョンキラーホエールズ(KOR)、ハ
イワンアイスホッケーチーム(KOR)、
サハリン(RUS)

北海道苫小牧市
北海道釧路市
青森県八戸市
栃木県日光市
福島県郡山市

北海道札幌市
青森県八戸市
栃木県日光市
熊本県熊本市
東京都西東京市

優勝：アニャンハルラ(韓国)
２位：王子イーグルス(日本)
３位：サハリン(ロシア)
４位：東北フリーブレイズ(日本)
５位：H.C.栃木日光アイスバックス(日本)
６位：デミョンキラーホエールズ(韓国)
７位：日本製紙クレインズ(日本)
８位：ハイワン(韓国)
＜ジャパンカップ2018＞
優勝：王子イーグルス(日本)
２位：H.C.栃木日光アイスバックス(日本)
3位：日本製紙クレインズ(日本)
４位：東北フリーブレイズ(日本)
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本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地 結果など

アジアリーグＪ-ICE Northディビジョン 2017/9/17

2018/2/28

アジアリーグＪ-ICE Eastディビジョン

アジアリーグＪ-ICE Centralディビジョン 2017/11/25 長野県
2017/11/26 軽井沢町

アジアリーグＪ-ICE Westディビジョン 2018/1/13-14 香川県三木町
2018/1/21 大阪市門真市

アジアリーグＪ-ICE Southディビジョン 2018/1/13-14 岡山県
2018/1/21 倉敷市

アジアリーグＪ-ICE Play Off 2018/3/16
2018/3/18

2017/12/25 青森県
2017/12/29 八戸市

国体 2018/1/28 神奈川県

2018/2/1 横浜市

2018/4/13

2018/4/15

- 第6回全日本オールドタイマー大会Over60 2018/4/13
2018/4/15

北海道
札幌市

優勝：バンスター
準優勝：札幌お～るでぃ～ず
３位：苫小牧KILENKA
BREZZA ヨコハマ 、 KOHA クラシックス 、 アイス・ウエスト 、
オールドタイマーズ東京 、 セントラル選抜 、 チームクシロ 、宮
城ダディーズ 、 帯広オジンガー 、東京キングス

- 第2回全日本オールドタイマー大会Over70 2018/4/13
2018/4/15

北海道
札幌市

１位：バンスター　２位:オール北海道
３位オールスターズ・ウエスト

2017/7/15 兵庫県

2017/7/16 丹波市

2017/7/15 兵庫県

2017/7/16 丹波市

2018/3/17 広島県

2018/3/18 広島市

第6回全日本小学生低学年選抜大会
【太陽生命U9ジャパンカップ2018】

2018/3/17
2018/3/18

岩手県
盛岡市

競技会補助事業 2018/2/1 北海道 第４５回　日ア連会長杯　東北海道大会

（北海道地区） 2018/2/7 釧路市 助成確定額：200.000円

2018/3/3 北海道 第４５回　道南地区新人小学生大会

2018/3/4 苫小牧市 助成確定額：196.367円

2018/3/16 北海道 第３３回　日ア連会長杯　小学生道央大会

2018/3/21 帯広市 助成確定額：195.567円

競技会補助事業 2018/1/13 青森県 第４５回　東日本ジュニア選手権大会

（東北地区） 2018/1/14 八戸市 他から補助金を受けるためＨ２９年度は申請無し

競技会補助事業 2018/1/6 栃木県 第４３回　関東少年大会

（東京・関東地区） 2018/1/8 日光市 助成確定額：200.000円

競技会補助事業 2018/2/3 長野県 第１２回　風越カップ　北信越東海ブロック大会

（北信越東海地区） 2018/2/4 岡谷市 助成確定額：200.000円

競技会補助事業 2018/4/1 大阪府 第４４回　西日本小中学生競技大会

（近畿地区） 2018/4/3 大阪市 助成確定額：156.313円

競技会補助事業 2018/3/3 岡山県 第２５回　倉敷市長杯ｼﾞｭﾆｱ競技会

（中四国地区） 2018/3/4 倉敷市 助成確定額：200.000円

競技会補助事業 2018/3/10 熊本県 第３４回　九州小・中学生選手権大会

（九州地区） 2018/3/11 熊本市 助成確定額：200.000円

本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

2018/1/24
2018/1/30

東京都
西東京市

2018/12/24 長野県
2018/12/25 長野市

事業 競技事業 ＪＯＣ
開催無し

優勝：ダイナックス　準優勝：新日鐵住金　３位：釧路厚生社　４
位：スケートハウス　５位：タダノ　６位：東部ブレイズ

開催無し

優勝：愛知県選抜　準優勝：長野県選抜　３位：福井県選抜　４
位：新潟県選抜

優勝：香川　準優勝：大阪　３位：和歌山

事業

競技事業 後援

釧路市、札幌市、帯
広市、苫小牧市、室
蘭市

共催

- 第73回国民体育大会冬季大会
開催負担金支出

〈少年の部〉
優勝：北海道　準優勝：栃木県　3位：青森県　4位：神奈川県
5位：埼玉県　6位：宮城県　7位：滋賀県　8位：福岡県
茨城県 、長野県 、 愛知県 、岡山県 、 広島県 、
〈成年の部〉
優勝：北海道　準優勝：青森県　3位：東京都　4位：埼玉県
5位：長野県　6位：福井県　7位：神奈川県　8位：福岡県
宮城県 、 福島県 、 栃木県 、 千葉県 、新潟県 、愛知県 、 滋
賀県 、 京都府 、 大阪府 、 兵庫県 、 岡山県 、 広島県 、 山
口県 、 香川県 、長崎県 、 大分県 、 沖縄県

優勝：岡山　準優勝：山口　４位：愛媛

愛知県
名古屋市

1位 香川アイスフェローズ　　2位 DYNAX
3位 愛知県選抜　4位 伊藤忠商事(株)　5位 神奈川県選抜　6
位 岡山県選抜

- 第90回日本学生氷上競技選手権大会 優勝：明治大学　準優勝：東洋大学　３位：中央大学
４位：関西大学

- 第20回全日本インラインホッケー選手権（Ｌ） 優勝：ｔｅａｍ　ｍａｆｆｉｃｋ   準優勝：ｐｅａｎｕｔｓ
３位：Ｔｅａｍ  ＳＯＮＩＣ
４位：日体大ドリームズ　レディース
５位：LOVERS　LADIES   ６位： ＭＡＰＬＥＨＯＮＥＹ

- 第6回全国社会人アイスホッケー大会 優勝：WAG軽井沢アイスホッケークラブ
準優勝：北辰工業　３位：チャーリーズ東京
４位：大阪府選抜   ５位：広島県選抜   ６位：中四国選抜

太陽生命

普及

生涯
スポーツ化

主催

- 第23回全日本オールドタイマー大会Over50 北海道
札幌市

優勝： 東京都選抜　準優勝：北信越・東海選抜
３位：栃木県選抜　４位：千葉県選抜
５位：大阪選抜　６位：岩手県選抜
７位：神奈川県選抜　８位：仙台ジュニア
９位：西日本選抜　１０位：中・四国選抜
１１位：福島・山形・秋田選抜

優勝：札幌ゴジラーズ　 準優勝：寺子屋
３位：チームクシロ
BREZZA ヨコハマ 、 アイス・ウエスト 、 キャピタルズ 、 シニア
モンスターズ 、 ジグ・ダイナソーズ 、 セントラル選抜 、ブラック
ブレイズ 、 千葉イエローバンティング 、成城スーパースターズ

インライン

- 第20回全日本インラインホッケー選手権（Ａ） 2018/6/23
2018/6/24

北海道
帯広市

優勝：かんだ食堂   準優勝   TEAM  KOMARU
３位： Bａｎｄｅ   ４位： BLOOD   ５位：TEAM  JAMM
６位： ｍａｆｆｉｃｋ

- 第20回全日本インラインホッケー選手権（Ｂ） 優勝：日体大ドリームズ   準優勝：ＲＵＳＨ　ＪＡＧＵＡＲ
３位：BLACK  LEOPARD  WITH  STUDS
４位：ＢＡＮＤＩＴＳ（男子）   ５位： ＬＯＶＥＲＳ広島 、

1)JPN　6-1　GER　(689)
2）JPN　3-1　GER　（852）
3）JPN　1-0　CZE　（1431）
4）JPN　4-1　CZE　（1130）

事業 競技事業

事業名

事業 競技事業

普及

男子代表国際強化試合
対ロシア

1）JPN　4-5　RUS　（1287）
2）JPN　3-1　RUS　（909）

-

女子代表国際壮行試合
【スマイルジャパン ブリヂストン ブリザック チャレンジ】
対ドイツ（２試合）　対チェコ（２試合）

長野五輪２０周年記念　女子代表壮行試合
対ロシア

長野市

-

１-３国際競技会
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