
本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地 結果など

2018/12/14 東京都

2018/12/16 西東京市

JSC基金 2019/3/1 岡山県

2019/3/3 岡山市・倉敷市

JSC基金 2019/2/21 北海道

2019/2/24 帯広市

JSC基金 2019/3/15 北海道

2019/3/17 札幌市

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

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・アイスホッケー2018-2019 レギュラー 北海道苫小牧市

日本製紙クレインズ(JPN)、王子イーグルス(JPN)、 2018/9/1 北海道釧路市

東北フリーブレイズ(JPN)、日光アイスバックス(JPN)、 2019/2/2 青森県八戸市

デミョンキラーホエールズ(KOR)、ハイワン(KOR)、 プレイオフ 栃木県日光市

アニャンハルラ(KOR)、サハリン(RUS) 2019/2/16 ほか

2019/3/14

第14回全日本少年アイスホッケー大会 2019/3/24 長野県

小学の部“風越カップ” 2019/3/27 軽井沢町

第13回全日本少年アイスホッケー大会 2019/3/24 北海道

中学の部 2019/3/27 釧路市

2018/12/22 栃木県

2018/12/24 日光市

2018/8/1 北海道

2018/8/5 苫小牧市

2019/1/25 北海道

2019/1/27 帯広市

2019/1/23 青森県

2019/1/26 八戸市

競技事業事業

平成30年度事業報告
平成30(2018)年7月1日～平成31(2019)年6月30日

優勝　駒澤大学附属苫小牧高等学校
準優勝　白樺学園高等学校
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、北海道栄高等学校、北海道清水高等
学校、北海道釧路江南高等学校、北海高等学校、埼玉栄高
等学校、岩手高等学校、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、群馬県立高崎工業
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
工業高等学校、青森県立八戸高等学校、龍谷富山高等学校

優勝　王子イーグルス
準優勝　H.C.栃木日光アイスバックス
3位　日本製紙クレインズ
４位　東北フリーブレイズ
DYNAX 、 明治大学 、 早稲田大学 、
 関西大学アイスホッケー部
【NHK　BS-1】　決勝、準決勝

優勝　DYNAX
準優勝　新日鐵住金室蘭アイスホッケー部
３位　三井物産㈱
タダノ 、チーム　ハセガワＢ 、伊藤忠商事㈱ 、吉田産業 、岡
山ブルーサンダー 、水戸ホーリーホックアイスホッケー部 、苫
小牧市役所アイスホッケー部 、軽井沢ワイルドキャッツ 、青
い森信用金庫 、香川アイスフェローズ 、ＴＥＡＭ侍

優勝　道路建設ペリグリン
準優勝　ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツ
３位　Ｄａｉｓｈｉｎ
４位　高須クリニック御影グレッズ
５位　ＴＯＹＯＴＡ　ＣＹＧＮＵＳ（トヨタシグナス）
６位　釧路ベアーズ
７位　帯広レディース
８位　八戸レッズ女子アイスホッケークラブ

優勝（A昇格）　ボルテックス札幌アイスホッケークラブ
準優勝　大東開発ネクサス
３位　札幌インフィニティーズ
ウェンディーズ（女子）、レディースラビッツ、広島コレクターズ、
日本体育大学スケート部女子アイスホッケー部門 、旭川エン
ジェルス、昭和大学　ブルーウィンズ、柏原キャレッツ(女子)、
琉球うみないび、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、ＦＩＯＲＥ　ＴＯＲＳＰ
Ｏ、	ＨＣ日光アイスバックスレディース

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

優勝　苫小牧選抜
準優勝　帯広選抜
３位　釧路選抜
４位　東京都選抜
中四国・九州選抜、兵庫県選抜、北信越選抜、大阪･京都･滋
賀選抜、宮城県選抜、岩手県選抜、愛知県選抜、札幌選抜、
栃木県選抜、関東選抜、青森県選抜

優勝　武修館高等学校
準優勝　北海道清水高等学校
３位　白樺学園高等学校
４位　北海道釧路江南高等学校
オール群馬、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、北海高等学校、埼玉栄高等
学校、岩手高等学校、愛知県選抜、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、福岡ブレイカーズ、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、駒澤大学附属苫小牧高等学校、龍谷富山高
等学校

優勝　東胆振合同A
準優勝　釧路市立景雲中学校
３位　埼玉県選抜
４位　全十勝C
八戸合同、八戸市立第二中学校、千葉県選抜、宮城県選抜、
山梨県選抜、岩手県選抜、日光市立東中学校、東京都選抜、
東胆振合同C、軽井沢町立軽井沢中学校、郡山市立熱海中
学校、長野市合同

優勝　サハリン(ロシア)
２位　日本製紙クレインズ(日本)
３位　デミョンキラーホエールズ(韓国)
４位　アニャンハルラ(韓国)
５位　王子イーグルス(日本)
６位　ハイワン(韓国)
７位　H.C.栃木日光アイスバックス(日本)
８位　東北フリーブレイズ(日本)

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

第68回全国高等学校総合体育大会

- 第13回全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会“日光杯”

- 第13回全国高等学校選抜アイスホッケー大会

- 第39回全国中学校体育大会

『公益目的事業１』
１競技会事業
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 主催

- 第86回全日本アイスホッケー選手権

第7回日本アイスホッケー連盟会長杯

第38回全日本女子アイスホッケー選手権（Ａ）

第23回全日本女子アイスホッケー選手権（Ｂ）

１-２その他国内競技会の主催と共催

共催 -

共催

-

-

-
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JSCくじ 第7回日本女子アイスホッケーリーグ 2018/10/12-14
北海道
釧路市

2018/11/16-18
北海道
帯広市

2019/2/9-11
北海道
苫小牧市

JSCくじ 2018/10/18 北海道

2018/10/21 札幌市

- Ｊ-ICE Northディビジョン 2018/9/16 北海道

2019/2/24

- Ｊ-ICE Eastディビジョン

- Ｊ-ICE Centralディビジョン 2018/11/23 長野県

2018/11/24

- Ｊ-ICE Westディビジョン 2019/1/12 大阪、香川

2019/1/20

- Ｊ-ICE Southディビジョン 2018/11/23-24 広島

2019/1/13-14 岡山

- Ｊ-ICE Play Off 2019/3/15 愛知県

2019/3/17 名古屋市

2018/12/25 北海道

2018/12/29 苫小牧市

国体 第7４回国民体育大会冬季大会 2019/1/30 北海道

	   開催負担金支出 2019/2/3 釧路市

2019/3/1

2019/3/3

2019/3/1

2019/3/3

2019/3/1

2019/3/3

2019/6/29

2019/6/30

2019/6/22

2019/6/23

2018/7/14

2018/7/15

2018/7/14

2018/7/15

主催

事業

競技事業

普及

優勝　明治大学
準優勝　日本大学
３位　東洋大学
４位　法政大学

〈少年の部〉
優勝　北海道
準優勝　栃木県
３位　青森県
４位　埼玉県
５位　滋賀県
６位　宮城県
７位　神奈川県
８位　長野県
茨城県、大阪府、岡山県、福岡県、沖縄県

〈成年の部〉
優勝　北海道
準優勝　東京都
３位　青森県
４位　埼玉県
５位　栃木県
６位　神奈川県
７位　宮城県
８位　群馬県
岩手県、福島県、新潟県、石川県、長野県、愛知県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、
香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

優勝　十勝ブルーレジェンド
準優勝　ジグ・ダイナソーズ
３位　札幌スペリオール
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、セントラル、チームクシロ、千葉イエローバンティング、
慶應ドクターズ、福島ブラックブレイズ、長野マスターズ

優勝　オール北海道
準優勝　ハーモナイズ札幌東京
３位　バンスター
４位　オールスターウエスト

優勝　北辰工業
準優勝　くまーず
３位　近畿選抜
４位　関西選抜
５位　広島県選抜
６位　四国選抜

優勝　かんだ食堂	
準優勝　TEAM KOMARU
３位　ＴＥＡＭ　ＢＩＳＣＵＩＴ
４位　ＢＬＯＯＤ

優勝　STIGA
準優勝　BLACK LEOPARD WITH STUDS
３位　日体大ドリームズ
４位　ＢＡＮＤＩＴＳ
５位　ＬＯＶＥＲＳ広島

優勝　Ｔｅａｍ　ＳＯＮＩＣ
準優勝　ｔｅａｍ　ｍａｆｆｉｃｋ
３位　peanuts
４位　日体大ドリームズ　レディース
５位　ＭＡＰＬＥＨＯＮＥＹ
６位　LOVERS　LADIES

優勝　札幌おーるでぃーず
準優勝　KOHAクラシックス
３位　長野マスターズ
Brezzaヨコハマ、セントラル、チームクシロ、バンスター、
宮城ダディーズ、帯広オジンガー、成城スーパースターズ、
東京キングス、王子東京オールドタイマーズ、
苫小牧KILENKA

優勝　ダイナックス
準優勝　新日鐵住金室蘭
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

実施無し

優勝　愛知県選抜
準優勝　福井県選抜
３位　長野県選抜
４位　新潟県選抜
５位　石川県選抜
６位　静岡県選抜
７位　富山県選抜

優勝　香川アイスフェローズ
準優勝　大阪選抜
３位　和歌山県選抜

優勝　岡山県選抜
準優勝　愛媛県選抜
３位　山口県選抜
４位　広島県選抜

優勝　新日鐵住金室蘭
準優勝　DYNAX
３位　伊藤忠商事(株)
４位　香川アイスフェローズ
５位　愛知県選抜
６位　オールセントラル

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 ＴＯＹＯＴＡ　ＣＹＧＮＵＳ（トヨタシグナス）
４位 帯広レディース
５位 Ｄａｉｓｈｉｎ
６位 釧路ベアーズ
７位 八戸レッズ
８位 Ｄａｉｓｈｉｎ　Ｂ
９位 札幌インフィニティーズ
１０位 高須クリニック御影グレッズ
１１位 ＶＯＲＴＥＸ　ＳＡＰＰＯＲＯ　ＩＣＥ　ＨＯＣＫＥＹ　ＣＬＵＢ
１２位 大東開発ネクサス

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　岡山大学女子アイスホッケー部
３位　帯広畜産大学
４位　東京女子体育大学
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、琉球大学女子アイスホッケー
クラブ、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、釧路公立大学女子アイスホッ
ケー部、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

第21回インラインホッケー全日本選手権（Ｂ）
兵庫県
丹波市

- 第21回インラインホッケー全日本選手権（Ｌ）
兵庫県
丹波市

第24回全日本オールドタイマー大会Over50
長野県
長野市

- 第7回全日本オールドタイマー大会Over60
長野県
長野市

- 第3回全日本オールドタイマー大会Over70
長野県
長野市

共催 -

生涯スポーツ化

-

- 第7回全日本社会人アイスホッケー大会（オーバー35）
岡山県
倉敷市

インライン

- 第21回インラインホッケー全日本選手権（Ａ）
北海道
帯広市

-

主催

第6回日本学生女子アイスホッケー大会

後援

- 第91回日本学生氷上競技選手権大会
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2019/3/23

2019/3/24

- 競技会補助事業 2019/2/9 第４６回日ア連会長杯東北海道大会

（北海道地区）　第４６回日ア連会長杯東北海道大会 2019/2/9 助成確定額：200.000円

- 競技会補助事業 2019/3/2 第４６回道南地区小学生大会

（北海道地区）　第４６回道南地区小学生大会 2019/3/3 助成確定額：190.533円

- 競技会補助事業 2019/3/16 第３４回日ア連会長杯道央小学生大会

（北海道地区）　第３４回日ア連会長杯道央小学生大会 2019/3/21 助成確定額：196.229円

- 競技会補助事業 2019/1/12 第４６回東日本ジュニアアイスホッケー大会

（東北地区）　第４６回東日本ジュニアアイスホッケー大会 2019/1/13 助成確定額：14.465円

- 競技会補助事業 2019/1/12 第４４回関東少年アイスホッケー大会

（関東・東京地区）　第４４回関東少年アイスホッケー大会 2019/1/14 助成確定額：200.000円

- 競技会補助事業 2019/4/30 第３４回東京都春季アイスホッケー大会

（関東・東京地区）　第３４回東京都春季アイスホッケー大会 2019/5/6 申請無し

- 競技会補助事業 2019/2/2 第１４回風越カップ　北信越東海ブロック予選会

（北信越・東海地区）　第１４回風越カップ　北信越東海ブロック予選会 2019/2/3 助成確定額：200.000円

- 競技会補助事業 2019/4/1 第４５回西日本小・中学生アイスホッケー競技大会

（近畿地区）　第４５回西日本小・中学生アイスホッケー競技大会 2019/4/3 助成確定額：200.000円

- 競技会補助事業 2018/7/21 第１６回岡山ｻﾏｰｶｯﾌﾟ争奪小・中学生大会

（中四国地区）　第１６回岡山ｻﾏｰｶｯﾌﾟ争奪小・中学生大会 2018/8/11 助成確定額：128.099円

- 競技会補助事業 2019/3/9 第３５回九州小中学生アイスホッケー選手権大会

（九州地区）　第３５回九州小中学生アイスホッケー選手権大会 2019/3/10 助成確定額：200.000円

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

１-３国際競技会
本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

2019/1/6 北海道
2019/1/13 帯広市

2019/2/28 神奈川県
2019/3/3 横浜市

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

１-４国際競技会への代表者の派遣
本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

JOC 2018/11/5
リトアニア
ヴィリニュス

2018/11/13

JOC 2018/11/29-12/5
合宿：フィンランド
ビエルマキ

2018/12/5-16
大会：ポーランド
ティヒ

主催普及

強化 強化

女子U16ジュニアチャレンジマッチ

事業 競技事業 JSC委託

第1戦
女子U16日本代表 0-7 Team OWHA Canada
第2戦
Team OWHA Canada 9-1 女子U16日本代表
第3戦
女子U16日本代表 1-6 Team OWHA Canada

女子U16日本代表、Team OWHA Canada
GK
福田　奈生、藤井　柚有、草間　悠羽
DF
鈴木　日毬、堤  京香、中條　夢叶、佐藤　虹羽、佐野　藍優華、岸部　冴萊沙、
篠田　安、内ケ崎　光
FW
下向　雛、伊藤　麻琴、野呂　里桜、野呂　莉里、村上　和心、伊藤　小桃、
北野　純菜、田邊　真希、梅森　遥愛、石山　歩果、清川　瑠花、川又　美紀
スタッフ
飯塚　祐司、春名　真仁、青木　香奈枝、野坂　龍太、細谷　妙子

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　愛知県選抜
５位　千葉県・埼玉県合同
６位　神奈川県選抜
７位　大阪選抜
８位　中四国選抜
９位　九州・沖縄県選抜
１０位　京都・滋賀・北信越東海選抜
１１位　兵庫県選抜

1）LAT　4-1　EST　（95）
2）LTU　3-2　JPN　（650）
3）EST　3-7　ROU　（58）
4）BLR　1-5　JPN　（123）
5）ROU　1-2　LAT　（180）
6）LTU　0-1　BLR　（1550）
7）ROU　3-4　BLR　（165）
8）LAT　3-0　JPN　（179）
9）LTU　6-3　EST　（819）
　
1位　LAT
2位　JPN
3位　BLR
4位　ROU
5位　LTU
6位　EST

1）JPN　1-3　HUN　（152）
2）UKR　2-4　POL　（1232）
3）ITA　 0-3　SLO　（115）
4）SLO　5-3　JPN　（125）
5）POL　1-3　ITA　 （1538）
6）HUN　9-3　UKR　（215）
7）HUN　6-2　ITA　 （237）
8）POL　3-4　SLO　（1149）
9）JPN　2-6　UKR　（107）
10）UKR　2-1　ITA　（118）
11）POL　7-4　JPN　（980）
12）SLO　5-4　HUN　（184）
13）SLO　4-1　UKR　（128）
14）HUN　2-4　POL　（1120）
15）ITA　 4-3　JPN　（115）
　
1位　SLO　（Div1-A昇格）　5勝0敗　勝点13
2位　POL　　　　　　　　　  　3勝2敗　勝点10
3位　HUN　  　　　　　　　　　3勝2敗　勝点10
4位　ITA　  　　　　　　　　　 2勝3敗　勝点6
5位　UKR　　  　　　　　　　　2勝3敗　勝点5
6位　JPN　（Div.2-A降格）　0勝5敗　勝点1

福島県郡山市

事業名

ユーロアイスホッケーチャレンジ
Ａ組：リトアニア（LTU）、ベラルーシ（BLR）、日本（JPN）
Ｂ組：エストニア（EST）、ラトビア（LAT）、ルーマニア（ROU）

GK
福藤 豊、畑 享和、佐藤 永基
DF
河合 龍一、大津 夕聖、熊谷 豪士、早田 聖也、蓑島 圭悟、相馬 秀斗、青山 大基
FW
斎藤 哲也、古橋 真来、岩本 和真、田中 豪、山田 淳哉、人里 茂樹、大宮 良、
篠原 亨太、徳田 滉也
スタッフ
岩本 裕司、大北 照彦、春名 真仁、金子 知広、土田 憲次郎、吉田 年伸

男子U20世界選手権Division ⅠB
イタリア（ITA）、ウクライナ（UKR）、スロベニア（SLO）、ハンガリー（HUN）、
ポーランド（POL）、日本（JPN）

GK
佐藤 永基、中村 柊志綺
DF
三浦 大輝、青山 大基、廣田 恵吾、木村 俊太、石田 陸、米山 幸希、今 大和、
武部 太輝
FW
小林 斗威、佐久間 雄大、嶋貫 一真、杉本 華唯、青山 晃大、権平 優斗、宮田 大輔、
中島 照人、阿部 泰河、榛澤 力、安田 桂太朗、高井 翔
スタッフ
岩本 裕司、大北 照彦、山田 佑哉、白鳥 洋、金子 知広、Maciej Matczak、濱崎 雅成

事業名

事業 競技事業 ＪＳＣ基金

2019ＩＩＨＦ女子U18アイスホッケー世界選手権
A 組：アメリカ(USA)、スウェーデン(SWE)、カナダ(CAN)、ロシア(RUS)

GK
佐々木 玲果、ハロラン　麗
DF
冨内 彩花、堤 京香、髙橋　里茉、小菅　楓香、野村 春菜、桜井 芽愛、山下 栞
FW
堤 萌香、鈴木 花歩、長岡 真鈴、下向 雛、伊藤 麻琴、輪島 夢叶、早川 愛珠、
鎌田 美南、志賀 紅音、園家 唯、牛尾　あずき、佐藤　愛梨、佐々木 愛実
スタッフ
飯塚　祐司、シエピ　アルト、笠原　裕次郎、青木　香奈枝、金子　千賀年、和光　努、
ホッカネン　キモ、細谷　妙子

大阪府大阪市

岡山県岡山市

熊本県熊本市

普及

太陽生命 第7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】

栃木県日光市

東京都西東京市

愛知県
名古屋市

愛知県名古屋市

北海道釧路市

北海道苫小牧市

北海道帯広市

B 組：フィンランド(FIN)、チェコ(CZE)、スイス(SUI)、日本(JPN)

1）SWE　1-2　CAN　(350)
2）FIN　  2-1　JPN　（1064）
3）USA   3-2　RUS　（300）
4）CZE　 0-1　SUI　（117）
5）SWE   3-5　RUS　（170）
6）CZE　 4-2　JPN　（586）
7）CAN   2-3　USA　（490）
8）SUI　　2-4　FIN　　（147）
9）RUS   1-5　CAN　（240）
10）JPA　1-2　SUI　（702）
11）USA　2-0　SWE　（280）
12）FIN　 2-1　CZE　（109）
13）SWE　2-3　FIN　（140）
14）CZE　6-0　JPN　（238）
15）RUS　2-1　SUI　（120）
16）USA　7-1　FIN　（300）
17）JPN　2-1　CZE　（783）
18）CAN　4-3　RUS　（-）
19）SWE　2-1　SUI　（152）
20）RUS　0-3　FIN　（140）
21）CZE　3-1　JPN　（746）
22）USA　2-3　CAN　（1527）

1位　CAN　2位　USA　3位　FIN　4位　RUS
5位　SWE　6位　SU　7位　CZE　8位　JPN（Div.1-Ａ降格）
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JOC 2019/2/4
韓国
カンヌン

2019/2/9

JOC
2019/4/8-14
2019/4/17-25

合宿：
北海道
苫小牧市
フィンランド
ビエルマキ

2019/4/25-5/7
大会：エストニア
タリン

JOC 2019/4/1-7
合宿：オーストリア
ザンクト・ペルテン

2019/4/8-22
大会：ハンガリー
セーケシュフェヘー
ルバール

JOC 2019/3/24-4/1
合宿：フィンランド
ビエルマキ

2019/4/1-16
大会：フィンランド
エスポー

ＪＯＣ次世代
2018/12/27-
2019/1/5

合宿：北海道苫小牧市

2019/1/6-13 大会：北海道帯広市

1）KAZ　5-2　JPN
2）KOR　2-6　LAT
3）JPN　3-6　LAT
4）KAZ　5-1　KOR
5）LAT　2-3　KAZ
6）KOR　2-0　JPN
 
1位　KAZ　3勝0敗　勝点8
2位　LAT　2勝1敗　勝点7
3位　KOR　1勝2敗　勝点3
4位　JPN　 0勝3敗  勝点0

1）UKR　2-3　JPN　（450）
2）ROU　4-3　EST　（1543）
3）NED　1-8　POL　（352）
4）JPN　2-3　ROU　（240）
5）POL　7-3　UKR　（579）
6）EST　4-1　NED　（1952）
7）NED　1-8　UKR　（398）
8）JPN　5-2　EST　（-）
9）POL　2-3　ROU　（387）
10）JPN　2-3　NED　（238）
11）UKR　1-5　ROU　（-）
12）EST　2-3　POL　（2150）
13）ROU　3-1　NED　（431）
14）POL　7-4　JPN　（842）
15）EST　4-3　UKR　（3927）
 
1位　ROU　（Div1-A昇格）　5勝0敗　勝点13
2位　POL　　　　　　　　　  　4勝1敗　勝点13
3位　JPN　  　　　　　　　　　2勝3敗　勝点6
4位　EST　  　　　　　　　　　2勝3敗　勝点6
5位　UKR　　  　　　　　　　　1勝4敗　勝点4
6位　NED　（Div.2-A降格）　1勝4敗　勝点3

1）ITA 　2-3　JPN　（75）
2）GBR　2-3　SLO　（218）
3）HUN　1-3　AUT　（1350）
4）JPN　5-3　GBR　（78）
5）AUT　7-0　ITA    （124）
6）SLO　2-1　HUN　（815）
7）SLO　0-2　ITA    （55）
8）AUT　2-3　JPN　（200）
9）GBR　5-4　HUN　（1385）
10）AUT　3-2　GBR　（150）
11）HUN　7-3　ITA    （1215）
12）JPN　4-0　SLO　（165）
13）ITA　 3-1　GBR　（145）
14）SLO　1-7　AUT　（170）
15）JPN　3-5　HUN　（1250）
 
1位　JPN　（Div1-A昇格）　4勝1敗　勝点12
2位　AUT　　　　　　　　　  　4勝1敗　勝点11
3位　HUN　  　　　　　　　　　2勝3敗　勝点7
4位　ITA　  　　　　　　　　　 2勝3敗　勝点6
5位　SLO　　  　　　　　　　  2勝3敗　勝点5
6位　GBR　（Div.2-A降格）  1勝4敗　勝点4

1）GER　2-1　SWE　(1893)
2）SUI　 0-6　CAN　（649）
3）FRA　0-3　JPN　 （202）
4）FIN　 2-6　USA　 （4046）
5）CZE   3-1　FRA　（553）
6）RUS　 2-1　SUI 　（629）
7）SWE   3-5　CZE　（1024）
8）RUS　 0-4　FIN 　（5723）
9）JPN   2-3　GER　（135）
10）USA　3-2　CAN　（3102）
11）FRA　1-2　SWE　（553）
12）SUI　 0-8　USA　（343）
13）JPN　1-3　CZE  （1232）
14）FIN　6-2　 SUI　 （3226）
15）GER　2-3　FRA　（136）
16）CAN　5-1　RUS　（285）
17）SWE　2-3　JPN　（1380）
18）USA　10-0 RUS　（954）
19）CZE　2-0　GER　（102）
20）CAN　6-1　FIN　 （4752）
21）USA　4-0　JPN　（2483）
22）SWE　3-2　FRA　（142）
23）CAN　5-0　GER　（744）
24）RUS　3-0　SUI 　 （114）
25）FIN    3-1　CZE　 （3290）
26）CAN　2-4　FIN　　（4311）
27）USA　8-0　RUS　（897）
28）CAN　7-0　RUS　（2294）
29）USA　2-1　FIN　  （6053）

1位　USA
2位　FIN
3位　CAN
4位　RUS
5位　SUI
6位　CZE
7位　GER
8位　JPN
9位　SWE　（Div.1-Ａ降格）
10位　FRA　（Div.1-Ａ降格）

1）SWE　1-2　CAN　(350)
2）FIN　  2-1　JPN　（1064）
3）USA   3-2　RUS　（300）
4）CZE　 0-1　SUI　（117）
5）SWE   3-5　RUS　（170）
6）CZE　 4-2　JPN　（586）
7）CAN   2-3　USA　（490）
8）SUI　　2-4　FIN　　（147）
9）RUS   1-5　CAN　（240）
10）JPA　1-2　SUI　（702）
11）USA　2-0　SWE　（280）
12）FIN　 2-1　CZE　（109）
13）SWE　2-3　FIN　（140）
14）CZE　6-0　JPN　（238）
15）RUS　2-1　SUI　（120）
16）USA　7-1　FIN　（300）
17）JPN　2-1　CZE　（783）
18）CAN　4-3　RUS　（-）
19）SWE　2-1　SUI　（152）
20）RUS　0-3　FIN　（140）
21）CZE　3-1　JPN　（746）
22）USA　2-3　CAN　（1527）

1位　CAN
2位　USA
3位　FIN
4位　RUS
5位　SWE
6位　SUI
7位　CZE
8位　JPN　（Div.1-Ａ降格）

ユーロアイスホッケーチャレンジ
カザフスタン（KAZ）、ラトビア（LAT） 、韓国（KOR）、日本（JPN）

GK
畑 享和、小野田 拓人
DF
河合 龍一、佐藤 大翔、伊藤 剛史、早田 聖也、山下 敬史、橋本 僚、山田 虎太朗、
蓑島 圭悟
FW
斎藤 哲也、古橋 真来、寺尾 勇利、寺尾 裕道、斎藤 毅、岩本 和真、篠原 亨太、
田中 豪、大宮 良、高橋 聖二中屋敷 侑史、鈴木 雄大
スタッフ
岩本 裕司、大北 照彦、菅原 宜宏、金子 知広、土田 憲次郎、吉田 年伸

男子世界選手権Division ⅠB
ウクライナ（UKR）、エストニア（EST）、オランダ（NED）、ポーランド（POL） 、
ルーマニア（ROU） 、日本（JPN）

GK
畑 享和、伊藤 優人、小野田 拓人
DF
河合 龍一、佐藤 大翔、伊藤 剛史、橋本 僚、山田 虎太朗、橋場 亮、蓑島 圭悟、
早田 聖也
FW
齊藤 哲也、古橋 真来、寺尾 勇利、寺尾 裕道、岩本 和真、中屋敷 侑史、田中 豪、
篠原 亨太、小坂 丈、平野 裕志朗、三浦 優希、佐藤 航平
スタッフ
岩本 裕司、大北 照彦、大久保 智仁、春名 真仁、島本 則道、金子 知広、見城 克之、
吉田 年伸、細谷 妙子

男子U18世界選手権Division ⅠB
イギリス（GBR）、イタリア（ITA）、オーストリア（AUT）、スロベニア（SLO）、
ハンガリー（HUN）、日本（JPN）

GK
佐藤 永基、中村 柊志綺
DF
鈴木 聖夏、佐藤 尚輝、竹谷 莉央人、今 大和、佐々中 学人、根本 怜汰、
中舘 庸太朗、江種 大介
FW
宮田 大輔、岩瀬谷 翼、上野 鉄平、種市 悠人、金子 将大、中島 照人、三浦 稜介、
大久保 雅斗、丸山 詳真、金井 真、榛澤 力、安藤 優作
スタッフ
鈴木 裕貴、山中 武司、外崎 慶、鈴木 翔也、Sam Liebkind、松下 昇平

女子世界選手権／事前合宿
A 組：アメリカ(USA)、カナダ(CAN)、フィンランド(FIN)、ロシア(RUS)、スイス(SUI)
B 組：スウェーデン(SWE)、ドイツ（GER）、チェコ(CZE)、フランス（FRA）、日本(JPN)

GK
藤本 那菜、近藤 真衣、小西 あかね、
DF
細山田 茜、小池 詩織、山下 栞、床 亜矢可、鈴木 世奈、志賀 葵、関 夏菜美、
FW
米山 知奈、高 涼風、山下 光、藤本 もえこ、三浦 芽依、鈴木 花歩、浮田 留衣、
久保 英恵、床 秦留可、永野元 佳乃、小山 玲弥、志賀 紅音、大澤 ちほ
スタッフ
飯塚 祐司、シエピ アルト、春名 真仁、服部幹彦、和光 努、金子 千賀年、
ホッカネン キモ

女子Ｕ１８世界選手権／事前合宿
A 組：アメリカ(USA)、スウェーデン(SWE)、カナダ(CAN)、ロシア(RUS)
B 組：フィンランド(FIN)、チェコ(CZE)、スイス(SUI)、日本(JPN)

GK
佐々木 玲果、ハロラン　麗
DF
冨内 彩花、堤 京香、髙橋　里茉、小菅　楓香、野村 春菜、桜井 芽愛、山下 栞
FW
堤 萌香、鈴木 花歩、長岡 真鈴、下向 雛、伊藤 麻琴、輪島 夢叶、早川 愛珠、
鎌田 美南、志賀 紅音、園家 唯、牛尾　あずき、佐藤　愛梨、佐々木 愛実
スタッフ
飯塚　祐司、シエピ　アルト、笠原　裕次郎、青木　香奈枝、金子　千賀年、和光　努、
ホッカネン　キモ、細谷　妙子

強化強化
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ＪＳＣくじ 2018/8/18-27
スロバキア
プチョフ

ＪＯＣ次世代 2018/11/1-11
ドイツ
バート・テルツ

ＪＳＣくじ 2019/4/18-5/2
チェコ
プルシーブラム

ＪＯＣ 2019/2/24-3/14
ロシア
クラスノヤルスク

ＪＯＣ 2019/2/24-3/14
ロシア
クラスノヤルスク

-

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

1）LAT　6-4　SUI
2）HUN　3-2　JPN
3）CZE　4-1　USA
4）SVK　1-2　RUS
5）SUI　 3-1　SWE
6）CAN　12-0　GBR
7）LAT　1-10　KAZ
8）USA　8-1　HUN
9）CZE　2-7　SVK
10）RUS　10-1　JPN
11）GBR　3-7　SUI
12）CAN　6-1　LAT
13）KAZ　5-0　SWE
14）CZE　7-0　HUN
15）SVK　8-3　JPN
16）RUS　3-2　USA
17）CAN　6-2　SUI
18）LAT　6-3　SWE
19）KAZ　17-1　GBR
20）USA　3-6　SVK
21）HUN　0-8　RUS
22）JPN　1-3　CZE
23）SVK　4-0　HUN
24）GBR　0-11　LAT
25）SWE　1-11　CAN
26）SUI　 0-7　KAZ
27）JPN　1-3　USA
28）SWE　4-5　GBR
29）KAZ　4-3　CAN
30）RUS　6-3　CZE
31）RUS　5-1　CAN
32）KAZ　0-4　SVK
33）CAN　3-0　KAZ
34）RUS　2-1　SVK

1位　RUS
2位　SVK
3位　CAN
4位　KAZ

1）JPN　2-1　USA
2）CHN　0-10　CAN
3）SUI　 0-10　RUS
4）CAN　4-0　JPN
5）USA　5-2　SUI
6）RUS　13-0　CHN
7）CAN　1-0　USA
8）SUI　 0-3　CHN
9）RUS　8-1　JPN
10）CHN　1-5　JPN
11）CAN　8-2　SUI
12）USA　0-10　RUS
13）JPA　10-1　SUI
14）USA　6-1　CHN
15）RUS　4-2　CAN
16）CAN　5-1　JPN
17）RUS　10-1　USA
18）JPN　2-1　USA
19）RUS　2-0　CAN

1位　RUS
2位　CAN
3位　JPN
4位　USA

1）SUI　 3-4　JPN　（48）
2）GER　3-0　SVK　（0）
3）GER　0-2　JPN　（25）
4）SVK　2-3　SUI　 （20）
5）JPN　6-0　SVK　（20）
6）GER　4-0　SUI　 （102）

1位　JPN　3勝0敗　勝点8
2位　GER　2勝1敗　勝点6
3位　SUI　 1勝2敗　勝点3
4位　SVK　0勝3敗　勝点1

実施無し

1）HUN　1-7　CZE
2）AUT　2-1　GER
3）NOR　2-3　SUI
4）FRA　1-8　CZE
5）JPN　2-4　RUS
6）AUT　2-1　FIN
7）RUS　6-1　HUN
8）CZE　2-1　JPN
9）FIN　 4-1　NOR
10）SUI　 1-3　GER
11）NOR　0-3　AUT
12）GER　0-2　FIN
13）JPN　6-1　FRA
14）FIN　 3-0　SUI
15）FRA　0-5　HUN
16）CZE　2-3　RUS
17）HUN　3-1　JPN
18）RUS　2-0　FRA
19）GER　5-0　NOR
20）SUI　 2-0　AUT
21）HUN　4-2　SUI
22）GER　2-1　JPN
23）FIN　 4-2　CZE
24）RUS　3-1　AUT
25）NOR　2-3　FRA
26）SUI　 2-3　JPN
27）HUN　1-7　GER
28）CZE　3-1　AUT
29）FIN　 0-3　RUS

1位　RUS
2位　FIN
3位　CZE
4位　AUT
5位　GER
6位　HUN
7位　JPN
8位　SUI
9位　FRA
10位　NOR

1）CZE　0-2　JPN　（86）
2）SVK　1-10　FIN　（126）
3）FIN　  0-2　CZE　（78）
4）SVK　0-6　JPN　（199）
5）JPN　2-1　FIN　　（87）
6）SVK　0-7　CZE　（187）

1位　JPN　3勝0敗　勝点9
2位　CZE　2勝1敗　勝点6
3位　FIN　 1勝2敗　勝点3
4位　SVK　0勝3敗　勝点0

女子Ｕ１８ 4 Nations Tournament
チェコ（CZE）、フィンランド（FIN）、スロバキア（SVK）、日本（JPN）

GK
佐々木 玲果、中野 結衣
DF
髙橋 里茉、冨内 彩花、堤 京香、野村 春菜、桜井 芽愛、山下 栞
FW
堤 萌香、鈴木 花歩、長岡 真鈴、下向 雛、伊藤 麻琴、輪島 夢叶、早川 愛珠、
志賀 紅音、園家 唯、佐々木 愛実
スタッフ
飯塚 祐司、春名 真仁、笠原 裕次郎、青木 香奈枝、松下 昇平、細谷 妙子

女子Ｕ１８ 4 Nations Tournament
ドイツ（GER）、スイス（SUI）、スロバキア（SVK）

GK
佐々木 玲果、ハロラン 麗
DF
冨内 彩花、堤 京香、北村 さくら、髙橋 里茉、野村 春菜、桜井 芽愛、山下 栞
FW
堤 萌香、鈴木 花歩、長岡 真鈴、下向 雛、伊藤 麻琴、輪島 夢叶、鎌田 美南、
早川 愛珠、志賀 紅音、園家 唯、牛尾 あずき、佐藤 愛梨、佐々木 愛実
スタッフ
飯塚 祐司、シエピ　アルト、青木 香奈枝、和光 努、ホッカネン キモ、細谷 妙子

女子Ｕ１６ヨーロッパカップ／事前合宿
A組：フィンランド（FIN）、スイス（SUI）、ドイツ（GER）、ノルウェー（NOR）、
　　　オーストリア（AUT）
B組：チェコ（CZE）、ロシア（RUS）、ハンガリー（HUN）、フランス（FRA）、日本（JPN）

GK
佐々木 玲果、中野 結衣
DF
冨内彩花、堤 京香、小管 楓香、北村 さくら、野村 春菜、篠田 安
FW
下向 雛、伊藤 麻琴、幡手 柚咲、野呂 里桜、野呂 莉里、村上 和心、北野 純菜、
鎌田 美南、早川 愛珠、杉江 未菜、瀧本 玲香、田辺 真希
スタッフ
飯塚 祐司、青木 香奈枝、野坂 龍太、ホッカネン キモ、細谷 妙子

ユニバーシアード（男子）
A組：ロシア（RUS）、アメリカ（USA）、チェコ（CZE）、スロバキア（SVK）、
　　　ハンガリー（HUN）、日本（JPN）
B組：カナダ（CAN）、スウェーデン（SWE）、カザフスタン（KAZ）、ラトビア（LAT）、
　　　イギリス（GBR）、スイス（SUI）

GK
古川 駿、磯部 裕次郎、香田 凌辰
DF
松井 洸、相馬 秀斗、廣田 恵吾、京谷 充洋、青山 大基、蓑島 圭悟、篠田 純希、
ハリデー 慈英
FW
出口 圭太、所 正樹、柴田 嗣人、小堀 雄太郎、徳田 滉也、嶋貫 一真、徳光 陸、
宮本 明朗、生江 太樹、澤出 仁、鈴木 ロイ
スタッフ
岩本 裕司、大北 照彦、白鳥 洋、土田 憲次郎、鈴木 翔也	

ユニバーシアード（女子）
アメリカ（USA）、カナダ（CAN）、ロシア（RUS）、スイス（SUI）、中国（CHN）、日本（JPN）

GK
吉田 有美加、外崎 亜優、坂下 三冬
DF
曽我部 美月、園田 歩美、杉本 奈津実、小菅 栞、笹野 文香、桜井 乃愛
FW
三浦 桃佳、牛窪 美里、水野 舞花、阪本 真代、宮崎 千里、永野元 佳乃、太田 愛、
大滝 知香、日向 蘭、谷岡 星、三浦 芽依、佐藤 亜美、大森 汐恵
スタッフ
笠原 裕二郎、新谷 誠、石田 浩之、土屋 篤生

普及 インライン 2019IIHFインラインホッケー世界選手権DivisionⅠ

強化強化
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参考： 国際アイスホッケー連盟ナショナルチームブレイク
2019/2020シーズン          2020/2021シーズン          2021/2022シーズン          2022/2023シーズン

第１ 2019/08/19-08/25          2020/08/24-08/30          2021/08/23-08/29          2022/08/22-08/28
第２ 2019/11/04-11/10          2020/11/02-11/08          2021/11/08-11/14          2022/11/07-11/13
第３ 2019/12/09-12/15          2020/12/14-12/20          2021/12/13-12/19          2022/12/12-12/18
第４ 2020/02/03-02/09          2021/02/08-02/14          2022/02/07-02/13          2023/02/06-02/12

２-１審判員・競技役員等の養成講習事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

2018/8/4-5
北海道
苫小牧市

2018/10/20-21
北海道
釧路市

2018/9/15-16
青森県
八戸市

東北ブロック
青森 男 101 　+女 3 　+高 1 ＝ 105 名
岩手 男 7 　+女 0 　+高 0 ＝ 7 名
秋田 男 4 　+女 1 　+高 0 ＝ 5 名
山形 男 2 　+女 0 　+高 0 ＝ 2 名
宮城 男 11 　+女 2 　+高 0 ＝ 13 名
福島 男 3 　+女 0 　+高 0 ＝ 3 名

2018/9/8-9
栃木県
日光市

関東ブロック
茨城 男 11 　+女 1 　+高 0 ＝ 12 名
栃木 男 18 　+女 1 　+高 0 ＝ 19 名
群馬 男 13 　+女 2 　+高 1 ＝ 16 名
埼玉 男 6 　+女 0 　+高 0 ＝ 6 名
千葉 男 22 　+女 0 　+高 1 ＝ 23 名
神奈川 男 27 　+女 2 　+高 0 ＝ 29 名
山梨 男 59 　+女 8 　+高 10 ＝ 77 名
東京ブロック
東京 男 32 　+女 4 　+高 0 ＝ 36 名

2018/7/21-22
長野県
軽井沢町

北信越東海ブロック
長野 男 40 　+女 1 　+高 0 ＝ 41 名
静岡 男 3 　+女 0 　+高 0 ＝ 3 名
愛知 男 36 　+女 2 　+高 0 ＝ 38 名
新潟 男 22 　+女 2 　+高 1 ＝ 25 名
福井 男 4 　+女 0 　+高 0 ＝ 4 名
石川 男 7 　+女 0 　+高 0 ＝ 7 名
富山 男 6 　+女 0 　+高 0 ＝ 6 名
岐阜 男 2 　+女 0 　+高 0 ＝ 2 名
三重 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名

2018/10/13-14
大阪府
大阪市

近畿ブロック
滋賀 男 5 　+女 0 　+高 0 ＝ 5 名
京都 男 7 　+女 0 　+高 0 ＝ 7 名
大阪 男 45 　+女 3 　+高 0 ＝ 48 名
和歌山 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
奈良 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
兵庫 男 26 　+女 1 　+高 0 ＝ 27 名

2018/9/29-30
岡山県
岡山市

中四国ブロック
鳥取 男 5 　+女 0 　+高 0 ＝ 5 名
島根 男 5 　+女 1 　+高 0 ＝ 6 名
岡山 男 12 　+女 2 　+高 0 ＝ 14 名
広島 男 22 　+女 5 　+高 11 ＝ 38 名
山口 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
徳島 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
香川 男 12 　+女 1 　+高 0 ＝ 13 名
愛媛 男 1 　+女 0 　+高 0 ＝ 1 名
高知 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名

2018/9/22-23
福岡県
福岡市

九州ブロック
福岡 男 18 　+女 3 　+高 2 ＝ 23 名
佐賀 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
長崎 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
熊本 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
大分 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
宮崎 男 8 　+女 0 　+高 0 ＝ 8 名
鹿児島 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名
沖縄 男 0 　+女 0 　+高 0 ＝ 0 名

2018/11/10-11 東京都渋谷区 のべ６０名参加

岸記念体育館

２-２アイスホッケーの競技力向上の講習事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

2018/12/13 東京都西東京市
第86回全日本アイスホッケー選手権大会
8チーム16名　講師：谷田　順一

2019/2/20 北海道帯広市
第38回全日本女子アイスホッケー選手権大会（A）
8チーム16名　講師：石井　洋

2018/7/5 東京都北区
男子U20代表候補合宿参加者向け講習
選手35名　講師：松田　直樹

2018/7/11 北海道苫小牧市
女子代表候補合宿参加者向け講習
選手32名　講師：和光　努

2018/8/10 北海道苫小牧市
男子代表候補合宿参加者向け講習
選手30名　講師：松田　直樹

2018/11/4
チェコ
タホフ

女子U18代表合宿参加者向け講習
選手22名　講師：和光　努

通年
ＪＡＤＡ作成配布資料を全加盟団体、各代表事業参加者、全
日本選手権参加チーム、全日本女子選手権（Ａ）参加チーム
などへ送付

2019/1/11
北海道
帯広市

2019IIHF女子U18ｱｲｽﾎｯｹｰ世界選手権
出場選手（8カ国176名）

2018/7/17 北海道 25回実施

2018/12/20 苫小牧市 延150名参加

2018/2/16-18 北海道
苫小牧市

実施無し

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

選手69名　スタッフ19名

参加者21名　スタッフ12名
参加者17名　スタッフ12名
参加者18名　スタッフ13名
参加者43名　スタッフ14名
参加者20名　スタッフ9名
参加者8名　  スタッフ14名
参加者22名　スタッフ11名
参加者23名　スタッフ7名
参加者25名　スタッフ23名

参加者10　スタッフ2名
参加者30名　スタッフ3名

レフェリー登録
合　計 男 772 　+女 57 　+高 27 ＝ 856 名

北海道ブロック
北海道 男 170 　+女 12　+高 0  ＝ 182 名

普及 普及

ＪＳＣくじ

スキルチャレンジ・クリニック 岡山県岡山市
愛媛県松山市
香川県木田郡
福岡県福岡市
兵庫県西宮市
東京都西東京市
岡山県岡山市
神奈川県横浜市
富山県富山市

太陽生命

ジュニアアイスホッケークリニック 2019/1/18
2019/3/16

沖縄県南風原町
神奈川県横浜市

2018/7/21
2019/1/12-13
2019/2/3
2019/2/10
2019/2/16
2019/2/16
2019/3/3
2019/3/17
2019/3/20-21

強化

医科学安全

-
アンチ・ドーピング講習

対象：競技会参加者

-

-

アンチ・ドーピング啓発普及活動

JADA・IIHFによる【リアルチャンピオン教育プログラム】

NTC -
女子強化スクール

強化
JSCくじ 男子U14キャンプ①

JSCくじ 男子U14キャンプ②

アンチ・ドーピング講習
対象：代表強化事業参加者

事業 競技事業 -
公式記録作成および競技役員講習

事業名

２講習・育成事業

事業名

強化 レフェリー -

レフェリークリニック　北海道（道南地区）　参加 31名

レフェリークリニック　九州

レフェリークリニック　北海道（道東地区）　参加 29名

教育資料送付

レフェリークリニック　東北　参加 14名

レフェリークリニック　近畿　参加 21名

レフェリークリニック　中四国　参加 36名

レフェリークリニック　関東　参加 34名

レフェリークリニック　北信越・東海　参加 17名
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２-３指導者育成講習事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

東京都東大和市
受講者13名

愛知県名古屋市
受講者11名

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

２-４海外遠征チームの競技力向上合宿
本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

JOC 2018/8/7-11 北海道
苫小牧市

JOC 実施無し

JSCくじ 2018/8/31-9/2 滋賀県 選手51名　スタッフ3名

大津市
JSCくじ 2018/11/3-4 岡山県 選手44名　スタッフ6名

岡山市
JSCくじ 2018/12/1-2 埼玉県 選手44名　スタッフ5名

上尾市
JSCくじ 2018/12/8-9 北海道 選手48名　スタッフ5名

苫小牧市
JSCくじ 2018/12/15-16 青森県 選手45名　スタッフ4名

八戸市
JSCくじ 2019/1/13 北海道 選手41名　スタッフ5名

釧路市
JSCくじ 2019/2/2-3 北海道 選手36名　スタッフ5名

帯広市
JSCくじ 2019/2/9-10 愛知県 選手41名　スタッフ4名

名古屋市
JSCくじ 実施無し

JSCくじ 実施無し

JSCくじ 実施無し

JSCくじ 2018/8/2-5 北海道 選手42名　スタッフ11名

釧路市
JSCくじ 2019/2/15-17 北海道 選手48名　スタッフ18名

苫小牧市
JSCくじ 2018/8/18-26 ロシア 選手22名　スタッフ4名

ハバロフスク
JSCくじ 2018/9/9-13 北海道 選手38名　スタッフ8名

苫小牧市 地震のため中止

JSCくじ 2018/11/13-17 北海道 選手38名　スタッフ9名

苫小牧市
JSCくじ 2019/2/18-22 北海道

苫小牧市
JSCくじ 2019/3/25-28 北海道

苫小牧市
JSCくじ 2019/3/3-13 フィンランド

ビエルマキ
JSCくじ 2018/7/5-8 東京都

味の素NTC
JSCくじ 2018/11/27-29 東京都

味の素NTC
JSCくじ 2018/8/12-20 フィンランド

ビエルマキ
JOC 2018/7/9-13 北海道

苫小牧市
JOC 2018/8/3-13 カナダ

カルガリー
JOC 2018/8/25-9/9 スウェーデン

フィンランド
JOC

JOC 2018/12/3-17 フィンランド
ビエルマキ

JOC 2019/1/22-30 北海道
苫小牧市

JOC 2019/3/4-12 北海道
苫小牧市

JOC 2019/3-16-21 北海道 選手22名　スタッフ3名

苫小牧市
JOC 実施無し

JSCくじ 2018/8/2-5 北海道 選手27名　スタッフ9名

帯広市
JSCくじ 2018/9/16-25 カナダ

オンタリオ
JSCくじ

JSCくじ 2018/8/8-11 北海道
帯広市

JSCくじ

JSCくじ 2019/4/18-5/2 チェコ
プルシーブラム

JSCくじ 2018/7/2-6 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2018/8/5-8 北海道
帯広市

JSCくじ 2018/8/18-25 スロバキア
プーホウ

JSCくじ 2018/9/5-15 カナダ
オンタリオ

JSCくじ 2018/10/17-22 ロシア

サハリン
JSCくじ 2018/11/24-29 ロシア

サハリン
JSCくじ 2019/6/6-11 ロシア

サハリン

JSCくじ 2019/6/11-16 ロシア

サハリン
※期日、開催地などは変更になる場合がある。

選手18名　スタッフ6名

女子トレーニングキャンプ　④（サハリン）

選手18名　スタッフ4名

選手6名

選手4名

選手6名　スタッフ2名

選手6名　スタッフ2名

選手21名　スタッフ7名

選手25名　スタッフ3名

選手35名　スタッフ15名

選手18名　スタッフ6名

選手30名　スタッフ8名

選手38名　スタッフ8名

選手19名　スタッフ6名

選手19名　スタッフ4名

2018/10/13-14
2018/10/27-28

2018/7/13-16

実施無し

選手33名　スタッフ6名

実施無し

選手20名　スタッフ3名

選手36名　スタッフ6名

選手25名　スタッフ7名

選手32名　スタッフ5名

選手21名　スタッフ3名

選手23名　スタッフ4名

実施無し

選手22名　スタッフ6名

選手25名　スタッフ4名

選手21名　スタッフ7名

女子Ｕ１８キャンプ　①（国内キャンプ）

女子Ｕ１８キャンプ　③（海外遠征）

女子Ｕ１８キャンプ　②（国内キャンプ）

女子Ｕ１８キャンプ　④（海外遠征）

女子トレーニングキャンプ　①（サハリン）

女子トレーニングキャンプ　②（サハリン）

女子トレーニングキャンプ　③（サハリン）

女子Ｕ１４キャンプ　①（国内キャンプ）

女子Ｕ１４キャンプ　②（海外遠征）

女子Ｕ１４キャンプ　③（国内キャンプ）

女子Ｕ１６キャンプ　①（国内キャンプ）

女子Ｕ１６キャンプ　②（国内キャンプ）

女子Ｕ１６キャンプ　③（海外遠征）

強化
指導者養成

（医科学安全）
（総務委員会）

【講師派遣】平成30年度公益財団法人日本スポーツ協会公認指導員養成講習会
（含アンチ・ドーピング講習、コンプライアンス講習）

事業名

強化 強化

男子合宿

男子合宿（ベラルーシ交流戦）

男子U16キャンプ①

男子U16キャンプ⑭（海外キャンプ）

男子U18キャンプ①

男子U18キャンプ②

男子U18キャンプ③

男子U18キャンプ④

男子U18キャンプ⑤（海外キャンプ）

男子U16キャンプ⑧

男子U16キャンプ⑨

男子U16キャンプ⑩

男子U16キャンプ⑪

男子U16キャンプ⑫（国内キャンプ）

男子U16キャンプ⑬（国内キャンプ）

女子代表候補合宿11月

女子フィンランド（５Ｎａｔｉｏｎｓ）遠征

女子代表合宿1月

日体協

男子U16キャンプ②

男子U16キャンプ③

男子U16キャンプ④

男子U16キャンプ⑤

男子U16キャンプ⑥

男子U16キャンプ⑦

事業名

女子代表合宿3月

女子代表合宿3月

女子代表候補合宿6月

男子U20キャンプ①

男子U20キャンプ②

男子U20キャンプ③（海外キャンプ）

女子代表候補合宿7月

女子カルガリー遠征

女子フィンランド/スウェーデン遠征
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２-５アイスホッケーの普及奨励事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

事業 競技事業 JSC強化 2018/9/1

強化 レフェリー JSC強化 2019/3/14

普及 普及 JSC強化

通年

通年

2018/11/25-12/1 マレーシア

クアラルンプール

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

３競技技術の調査研究事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地

2019/3/23 長野県
USAホッケー役員によるADM（American Development Model）
研修会

2019/3/24 軽井沢町 室内講義「ＡＤＭの狙いと成果」
陸上練習「ボディコンタクト・ボディチェック練習等」
氷上講習「ボディチェック移行トレーニングなど」

2019/3/25 東京都

通年 全国

各地

JOC

JSCくじ 2018/12/14 東京都 選手8名　採取8検体　分析8検体

2018/12/16 西東京市
JSCくじ 2019/2/21 北海道 選手8名　採取8検体　分析8検体

2019/2/24 帯広市
JSCくじ 2019/1/6 北海道 選手20名　採取20検体　分析20検体

2019/1/13 帯広市
通年 北海道 ゲームシート作成、記録マニュアル７版作成

アナウンスハンドブック作成

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

４競技施設及び用具等の研究指導並びに公認事業
本部 委員会

医科学安全
安全管理機材・機器等の情報収集と指導

競技事業 公認電光掲示システム

マーケティング広報
セイコータイムシステムズ
ダクトロニクスジャパン

環境

総務
競技事業、レフェリー
総務
NTC、強化 マネジメント担当人員1名配置

５その他
本部 委員会

マーケティング広報

総務

派遣メンバー：山中武司、外崎慶、鈴木翔也、中村亜実、
　　　　　　　　 小林泰
クアラルンプールの6～15歳の選手50名と指導者15名を指導

日本：釧路、苫小
牧、札幌、八戸、日
光、横浜
韓国：コヤン、アニャ
ン、インチョン
ロシア：ユジノサハリ
ンスク

ipnetによるサーバ及びホームページ管理
ホームページリニューアルを検討

加盟団体別登録チーム数・登録者数
（2018年4月1日～2019年3月31日）
合　 計 805チーム 18837名
北海道 134チーム 3512名   滋賀県   8チーム  167名
青森県  34チーム   847名   京都県  9チーム  249名
岩手県  23チーム   433名   大阪県  52チーム 1084名
秋田県    6チーム     84名   和歌山県 1チーム   19名
山形県    9チーム   94名     奈良県    1チーム   25名
宮城県  17チーム   413名   兵庫県   24チーム  621名
福島県   6チーム   133名    鳥取県     1チーム   37名
茨城県  10チーム   226名   島根県    5チーム   78名
栃木県  31チーム   654名   岡山県   12チーム  267名
群馬県   11チーム   195名  広島県    13チーム  174名
埼玉県   6チーム   223名    山口県     5チーム  107名
千葉県  14チーム   288名   徳島県     1チーム   18名
東京県 115チーム 3586名   香川県     7チーム  123名
神奈川県 61チーム1401名   愛媛県     6チーム  114名
山梨県  16チーム   266名    高知県     1チーム    23名
長野県  27チーム   566名    福岡県    34チーム  758名
静岡県   3チーム   91名      佐賀県     2チーム    63名
愛知県  35チーム   806名   長崎県     3チーム    70名
新潟県  16チーム   265名   熊本県    13チーム  167名
福井県   4チーム     85名   大分県     1チーム    29名
石川県   8チーム   124名   宮崎県     1チーム    26名
富山県   8チーム   142名   鹿児島県  1チーム    18名
岐阜県   1チーム     27名   沖縄県     8チーム  128名
三重県   1チーム     11名

登録データ管理・情報システム拡充

強化スタッフによる全国各カテゴリー競技会などの視察スカウ
ティングを実施

専任コーチングスタッフ配置
 トップコーチ3名、ジュニア担当コーチ2名、メディカルスタッフ2名、情報・科学スタッフ1名

事業名

事業名

競技会等強化視察

	   強化スタッフによる全国各カテゴリー競技会などの視察とスカウティング
＜専任コーチングディレクター　トップ担当＞
　　・岩本裕司：2018/4/1～2019/6/30
　　・ペルウーヒンワシリー：2018/4/1～2018/6/30
　　・春名真仁：2018/4/1～2019/6/30
　　・シエピアルト：2018/7/1～2019/6/30
＜ 専任コーチングディレクター　ジュニア担当＞
　　・大北照彦：2018/4/1～2019/6/30
　　・山中武司：2018/4/1～2019/6/30
＜専任メディカルスタッフ＞
　　・和光努：2018/4/1～2019/6/30
　　・金子知広：2018/4/1～2019/6/30
＜専任情報・科学スタッフ＞
　　・ローゼンホルツハリー：2018/4/1～2019/6/30

全日本選手権
ドーピング検査（競技会）
全日本女子選手権（Ａ）
ドーピング検査（競技会）

	 レフェリー派遣

 アイスホッケーキャンプ、メディアガイド製作ほか

＜オフィシャルパートナー＞
全日本空輸、ブリヂストンタイヤジャパン、太陽生命保険、プリ
ンスホテル、デンソー、パナソニック
＜オフィシャルサプライヤー＞
ナイキ
＜オフィシャルサポーター＞
　ＯＳＫ、ＥＦ、伊藤超短波、サムソナイトジャパン、ビューティエ
クスペリエンス、コカ・コーラボトラーズジャパン

セミナー「「ＵＳＡにおけるＡＤＭの構築の狙いとその成果」」

事業名

アジアリーグ活性化事業

全日本アイスホッケー選手権、全日本女子アイスホッケー選
手権（Ａ）にて使用

洛氷会、㈲設備企画工業、みずほ証券㈱、みずほ銀行、個人
様よりご寄附いただきました

・アジアリーグアイスホッケー2018－2019の試合へのレフェ
リーの派遣、レフェリースーパーバイザーならびに担当役員の
派遣
・アジアリーグアイスホッケー2018－2019大会プログラムの企
画制作、印刷、メディアガイドの企画制作、印刷
　・各開催会場でのプログラムの販売促進、販売およびメディ
アへの配布
・各メディアへのPR活動、メディアガイドの配布

総合企画
スポンサー誘致活動

総務
寄付金募集

総務
環境に配慮した施設や大会運営に関する検討と指導

総務
事業

ビデオゴールジャッジシステムの簡易汎用化の研究と普及

総務
強化

苫小牧市NTCマネジメント受託事業

強化
安全管理機材・機器等の普及

 　ＡＥＤ、スパインボード、ヘッドイモビライザー、フレキシブルゴールペグほか

事業
総務

施設・設備・用具等の公認

	   電光掲示装置ほか

2019IIHF女子U18世界選手権

事業 競技事業 -
公式記録作成マニュアルの調査研究及び作成
競技運営に関する各種マニュアルの整備

強化

通年

医科学安全

-
国際的医科学・安全管理情報の収集

通年
安全管理基準策定と普及
ドーピング検査（競技会）

強化

-

強化
総合企画
普及

強化・指導者養成
企画
普及

-

海外育成強化システムの調査研究導入事業

国際 外務省

アジアアイスホッケースキルアップ支援プロジェクト

※スポーツ外交派遣事業助成申請中

事業名

	   育成強化情報
	   戦術情報

総合企画

企画 -
ホームページ管理運営・Web環境整備

企画 -
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『収益事業１』
１物品販売事業
本部 委員会

マーケティング広報

本部 委員会

『その他』
本部 委員会 助成等

JSCくじ

-

JOC

＜リンク＞
近い将来の建設候補地に関する調査及び研究。IIHFリンクガ
イドの翻訳、紹介

＜女子プロジェクト＞
会議を重ね、プログラム開発中。

＜育成プログラム＞
ADM（American Development Model）をはじめ欧米事情収集。
継続して開発中。

＜アジアリーグ＞
アジアリーグの活性化に向けた検討及び調整。

普及

2018-2022国際競技規則を翻訳販売

国内での競技会における広報策の検討及び取材対応

アイスホッケーに関する情報発信及び発信環境整備

当連盟に関して発信する情報の管理

レフェリー・指導者等の海外派遣サポート

国内での国際競技会開催サポート

国際人養成（アカデミー受講等）

総務委員会活動会議

	   諸規程の検討・整備

	   事務局運営の検討

	   法人運営に関する改善検討

	   保存文書整理及び電子化

	   事務所移転の検討及び実施

事業名

評議員選定委員会運営規程、評議員の補充に関する規程、
役員等旅費規程、職員退職金規程の改定。専門家謝金に関
する規程、危機管理規程の策定

コンプライアンス研修会実施
2018/7/16アジアリーグレフェリーほか（北海道釧路市）40名
2019/5/18中・四国・九州ブロック連盟役員等（広島県広島市）
27名
2019/6/1北信越・東海ブロック連盟役員等（愛知県知多町）28
名
2019/6/16近畿ブロック連盟役員等（兵庫県尼崎市）21名

事務局保存文書等の整理及び電子化

2018/08 IIHF ASPG会議(CHN)
　水野明久、北川邦晴
2018/09 IIHF 準年次総会(MLT)
　水野明久、小野伸治、細谷妙子、高橋利行
2019/05 IIHF 年次総会(SVK)
　水野明久、小野伸治、岩本裕司、高橋利行
女子U18世界選手権の国内での国際競技会開催や参加国を
サポート
アジア支援プロジェクトの検討
ＪＯＣ国際人養成アカデミー受講者推薦　小林泰
2019/2/16GGG（グローバル・ガールズ・ゲーム）開催サポート
佐藤深雪、中山美幸

オフィシャルパートナー・サポーター企画や、大会スポンサー
企画の検討及び開催地連盟との協働によるセールスとサービ
スを実施
2019/1/5-11 女子U18世界選手権での公式グッズ販売

記者会見の企画運営及び競技会会場でのインタビュー対応を
サポート
代表事業等実施に関するプレスリリース実施

2018/10/28  第１回普及委員会
　平成30年度スキルチャレンジ・クリニックの実施計画につい
て
　平成30年度全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会の
実施計画について
　平成30年度普及競技会の実施計画について
　スキルチャレンジ実施マニュアルの作成について
　クロスアイスホッケーの実施マニュアルの作成について
　小学生のボディチェック禁止ルールの適用と中学進学時に
おけるボディチェックへの適応について
　ＡＤＭ事例の紹介について

2019/4/21  第２回普及委員会
　2019年度普及事業の実施計画・予算案の検討について
　スキルチャレンジ・クリニック、Ｕ９ジャパンカップ全日本小学
生低学年選抜アイスホッケー大会、太陽生命ジュニアアイス
ホッケークリニック、普及競技会助成事業、普及指導コーチ派
遣事業等
　小学生のボディチェック禁止ルールの適用について
　ユースオリンピック２０２０に係るスキルチャレンジ国内予選
会の開催について
　日本版ＡＤＭの構築について

2018/7/8  第１回生涯スポーツ化委員会
　平成30年度事業について
　
2018/11/11  第２回生涯スポーツ化委員会
　平成30年度全日本オールドタイマー大会（over50・60・70）の
開催計画について
　全国社会人アイスホッケー選手権大会に関するアンケート
調査の結果について
　平成30年度 全日本社会人アイスホッケー選手権大会の開
催計画について

オフィシャルパートナー等のプログラムと連動管理
代表選手肖像、Smile Japan商標などの管理

全日本選手権
　【NHK BS-1】Live準決勝２試合・決勝

懲戒規程を改定

2018/9/23　定時評議員会
2018/9/1　  第１回理事会
2018/12/15　第２回理事会
2019/3/30　第３回理事会
2019/6/22　第４回理事会

＊ペナルティ報告件数
  64件（2018.7.23-2019.6.29）
＊ペナルティ報告内訳
  ＭＰ：6件(FIGHT:1件、KICK:1件、CHE-H:2件、ABUSE:2件)
  ＧＭ：58件
＊懲戒追加処分
　  10試合出場停止：1件、6試合出場停止：1件
     5試合出場停止：3件、3試合出場停止：1件
　  2試合出場停止：3件、1試合出場停止：11件

ＪＯＣスポーツと環境委員会作成のポスターや横断幕を競技
会場に掲示するなど啓発活動を実施

生涯スポーツ化

オールドタイマー大会

   生涯スポーツとして着実に浸透しているオールドタイマー大会の年齢別カテゴリーの上への拡大。

 　安全な試合へのルールの改正や意識の改善。

全日本社会人大会

   大会に関する全国アンケートの実施。大会参加基準、開催時期及び周知方法等の見直し。

スポーツ庁委託事業（スポーツビジネスイノベーション事業）

普及

普及委員会活動

　アイスホッケー競技人口、応援人口、支援人口などの増加施策について検討

	   幼少期におけるアイスホッケーやスケート経験機会の創造についての検討

　全国リンク事情を掌握、無リンク地域対策、既存施設のレベル向上や新規建設などに向けた施策の検討と指導

　スキルチャレンジを普及するための指導システムの構築とマニュアルの作成

	　日本版ＡＤＭの構築に向けての検討   

総合企画

国際

国際役員ポスト獲得に向けた活動

-

アジア地域へのアイスホッケーを通じた国際貢献活動の企画検討

国際会議出席（IIHFアジア会議・IIHF年次総会・IIHF準年次総会等）

GGG（グローバル・ガールズ・ゲーム）開催サポート

企画 -

国内のアイスアリーナ・スケートリンク施設の向上及び増加に向けた調査研究

女子競技者・指導者・レフェリー・競技役員等の活動環境の向上に向けた調査研究

海外育成強化システムの調査研究及び導入に向けた検討

中長期計画の策定に向けた検討及び円滑なスケジューリングに向けた調査研究

アジアリーグとの連携による国内最高峰リーグの企画検討

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ広報

- マーケ

スポンサー誘致に関する企画検討及び誘致活動

公式グッズ等の企画及び制作販売活動

商標・肖像・放映権等の管理販売活動

- 広報

メディア関係者とのコミュニケーション活動

記者会見等の企画運営

アイスホッケー界に係る若手人材育成策の検討

総務

総務

諸規程等総合整備事業

国際アイスホッケー連盟・日本体育協会・日本オリンピック委員会加盟

-

理事会・評議員会開催

	   定時評議員会

	   理事会

-

審議 -

審議委員会活動会議

	   ペナルティー報告の管理・指導

	   登録資格などの管理・指導

環境 -
環境委員会活動会議
	   環境保護に関する啓発・実践活動の検討・指導

総合企画
商標・肖像などの管理・販売

TV放送・映像などの管理販売

２標章等の使用許可事業
事業名

総合企画 マーケティング広報

商標・肖像などの管理・販売

テレビ放送権などの管理・販売

事業名
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普及

2019/5/11医科学安全委員会
帯広女子U18世界選手権での課題共有
各世界選手権帯同報告課題共有
アンチドーピング活動の現状と課題共有
公認資格養成講習会受講者推薦に関する検討

アンチ・ドーピング、ジャパンスタイル、トップコーチ論、体罰等
暴力に関するカリキュラム検討追加

指導者講師研修会
	   プログラムの見直し、計画などを検討

主催競技会開催地年次計画の策定
国内における国際大会開催マニュアルを実践的研究中
（WW18)
開催要項の見直し検討
オフィシャルマニュアル、アナウンサーマニュアル2018-2022
の検討と講習計画立案（2018/11/10-11）

開催地誘致に向けた活動

レフェリー及びレフェリースーパーバイザーを開催地へ派遣

中体連・高体連との連携推進

通報窓口へ届いた案件への対応
　通報受付4件（対応完了2件、対応継続2件）

2018/9/8　第1回インライン委員会
　平成30年度の事業執行体制と予算について
　平成29～30年度の事業の執行状況と課題について
　インラインホッケー世界選手権アジア・オセアニア予選の見
通しについて
　全国のインライン登録者及び使用可能なコートの実態につ
いて
　アイスホッケー競技との効果的連携について

2018/7/1　強化会議
　2017年シーズン振り返り
2018年シーズン強化事業方針・強化委員会について
コンプライアンスついて
2018年シーズンプラン・年間スケジュール・予算について
年代別育成プログラムについて

NTCマネジメント機能受託
NTC活用推進委員会の実施
競技別NTC合同ミーティングへの参加

	   倫理・社会規範意識の啓蒙
	   通報相談窓口の設置・運営

学生
-

学生委員会活動
　 学生選手の競技環境の調査研究と指導
	   学生競技会の実施状況の調査研究と調整

理事会
直轄

倫理 -

倫理委員会活動
	   綱紀粛正の周知徹底

国体 -

国体委員会活動
　ブロック予選ならびに本大会での競技別実施要項の精査検討及び指導
　開催県誘致に係る協力、開催決定県への運営指導
	   加盟団体に向けた国体に関するＱ＆Ａの作成

事業

競技事業 -

競技事業委員会活動
	　J-ICE、女子日本リーグ、アジアリーグ国内開催等のリーグ戦の円滑な運営方法の検討と管理
	   主催競技会開催地の年度毎調整
　国内に於ける国際大会開催マニュアルの検討
　小中学生の為の主催選手権大会開催検討
　開催要項、競技会開催経費支出に関する規程、競技会運営マニュアルの検討
　GAME SHEET等講習会の開催

インライン

インライン委員会活動

   登録者数減少に歯止めをかけるための地域ごとのジュニア大会の開催及び中断している全国大会の復活に関する検討

強化

強化 -

強化活動会議

	   強化方針、計画、強化育成に関する施策などを検討

レフェリー

医科学安全 -

医科学安全委員会活動会議

	   傷害報告の管理と分析、医科学的情報の共有、安全管理施策を検討

ＮＴＣ -
ＮＴＣ委員会活動

　NTC競技別拠点を利用する各種事業における効率的活用に関する事項を検討・実行

-
レフェリー委員会活動会議
	   レフェリー、ラインズマンの発掘、育成、教育に関する施策の検討
	   国際レフェリー、ラインズマンの養成に関する施策の検討

指導者養成 -
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