
第７回全日本社会人アイスホッケー大会（オーバー35） 

《 開 催 要 項 》 

 

 

１ 大 会 名    第 7 回全日本社会人アイスホッケー大会（オーバー35） 

 

２ 趣  旨    アイスホッケーを生涯スポーツとして楽しみ、競技者同士の交流と

親睦を深めるとともに、日頃の鍛錬の成果を発揮し、勝敗を競うこ

とを目的とする。 

 

３ 主  催    公益財団法人 日本アイスホッケー連盟 

 

４ 主  管    岡山県アイスホッケー連盟 

 

５ 後  援    岡山県教育委員会、公益財団法人岡山県スポーツ協会（以上、予定） 

 

６ 開催期日    2019 年（令和元年）6 月 29 日（土）～6 月 30 日（日） 

 

７ 開催場所    倉敷市連島町西之浦 4141 「ヘルスピア倉敷」 

                        電話 086-444-0887 

 

８ 参加資格    (1) 公益財団法人日本アイスホッケー連盟に登録されているチーム

の役員・選手とする。 

          (2) 選手は、直近の全日本アイスホッケー選手権大会、日本アイス

ホッケー連盟会長杯及び国体本戦に参加登録した者を除く、

1985 年（昭和 60 年）3 月 31 日以前に生まれた者とする。 

(3) 日本リーグ及びアジアリーグ経験者は、満 50 歳以上とする。 

(4) 日本国籍を持たない者の参加は、1 チーム 3 名までとする。 

(5) ブロックを代表する単独チームでの参加を原則とするが、都道

府県選抜チーム、ブロック選抜チーム及び混成チームでの参加も

認める。但し、その場合は、公益財団法人日本アイスホッケー連

盟生涯スポーツ化委員会に承認を求めること。 

(6) 本大会での選手及び役員の 2 チーム以上の登録は認めない。 

 

９ 出場チーム   出場チーム数は、次のとおり８チームとする。 

          北海道ブロック（１）、東北ブロック（１）、関東ブロック（１）、 

東京ブロック（１）、北信越・東海ブロック（１）、近畿ブロック（１）、 

中四国ブロック（１）、九州ブロック（１） 

          なお、チーム数が８チームに満たないときは、公益財団法人日本ア

イスホッケー連盟生涯スポーツ化委員会が調整する。 

 

10 競技方法    8 チームによるトーナメント戦を行う。また、初戦敗退チームによ

る敗者戦を行う。 



11 競技規則    (1) 原則として、IIHF のアイスホッケー公式国際競技規則を適用す

る。 

(2) 但し、ボディーチェッキングは禁止とし、違反した者にはマイ

ナーペナルティーを課す。 

(3) 試合時間は正味 15 分とし、インターバルは 5 分とする。 

(4) チームのベンチ入り選手は、ゴールキーパーを含め 22 名以内 

とし、役員は、1 名以上 6 名以内とする。 

(5) 1、2 回戦において第 3 ピリオドが終了した時点で同点の場合

は、直ちに 3 名ずつのペナルティショット・シュートアウト（以

下、PSS とする。）を行い、勝敗を決する。それでも決しない場

合は 1 名ずつのタイブレーク方式による PSS を行い、勝敗を決

する。 

          (6) 準決勝以上において第 3 ピリオドが終了した時点で同点の場合

は、直ちに 3on3 のサドンビクトリー方式による 5 分間の延長ピ

リオドを行い、勝敗を決する。 

          (7) 延長ピリオドでも決しない場合は、直ちに 3 名ずつの PSS を行

い、勝敗を決する。なお決しない場合は、1 名ずつのタイブレーク

方式による PSS を行い、勝敗を決する。 

 

12 申込方法    (1) 選手登録は 25 名以内、ベンチ入り役員登録は 6 名以内、その

他役員登録は 4 名以内とする。 

(2) 公益財団法人日本アイスホッケー連盟 FaceOff システムの 

大会申込フォーム  http://www.jihf.or.jp/meet/entry/ 

にログインし、オンラインにより必要事項を入力する。 

(3) ログインの大会 ID と大会パスワードは、公益財団法人日本アイ

スホッケー連盟（03-3481-2404、e-mail  jihf@jihf.or.jp）、 

または岡山県アイスホッケー連盟（086-277-4222、e-mail   

ye230154-3516@tbz.t-com.ne.jp .jp）に問い合わせること。 

(4) 大会申込フォームへのオンライン入力後、プリントアウトし、

所属加盟団体を通じて下記へ郵送すること。 

   〒150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育館内         

公益財団法人日本アイスホッケー連盟（電話 03-3481-2404） 

(5) 参加申込書とチームのホーム用及びビジター用ユニフォームの

写真を電子メールにて岡山県アイスホッケー連盟に送ること。 

            （E-mail   ye230154-3516@tbz.t-com.ne.jp） 

 

 締切日 2019 年（令和元年）5 月 15 日（水） 期日厳守  

 

13 参 加 料    (1) 1 チーム 110,000 円として、申込みと同時に主管連盟の銀行

口座に納金すること。 

(2) 振込先  中国銀行 県庁支店 普通預金 1265448 

            口座名義 岡山県アイスホッケー連盟 会長 逢沢 一郎 

 

http://www.jihf.or.jp/meet/entry/
mailto:ye230154-3516@tbz.t-com.ne.jp


14 組合せ抽選   (1) 2019 年（令和元年）5 月 25 日（土） 

(2) 公益財団法人日本アイスホッケー連盟の役員の立会いのもとに

抽選を行う。 

          (3) 前年度優勝チームと準優勝チームはシードする。 

 

15 棄権の罰則   (1) 申込み締切り後、棄権を申し出るチームは、公益財団法人日本

アイスホッケー連盟にその理由を添えて通知すると同時に、不参

加料 110,000 円を納金すること。     

(2) 事前の棄権通知を怠り、かつ、不参加料を納金しないチームは、

いずれの場合も今後の公益財団法人日本アイスホッケー連盟の主

催する公式試合の参加を認めない。この出場停止期間は、公益財

団法人日本アイスホッケー連盟において、別に審議決定する。 

 

16 監督会議    監督会議は行わない。なお、注意事項等は事前のメールにて案内を

する。 

 

17 表 彰 式    3 位決定戦及び決勝戦終了後に、直ちにリンク上で行う。 

 

18 ベ ン チ    (1) 対戦表の左側チームは、本部席から見て左側のベンチに入る。 

(2) 試合でのホーム及びビジターの決定は、試合開始前のパックト 

スによる。 

 

19 そ の 他    (1) 競技中における参加者の怪我については、自己責任とする。 

          (2) 大会参加チームは、全参加者が保険に加入していることを証明

できる保険証書のコピーを事前に提出すること。 

          (3) 6 月 29 日（土）の午後 6 時 30 分から「下電ホテル」（倉敷市

大浜海岸、電話 086-479-7111）で、選手、役員、その他関係

者による交流レセプションを開催する。詳細については、別途連

絡する。 

          (4) チーム用の宿舎として同ホテルを予約（90 名分）してあるの

で、原則として参加チームは同ホテルを利用すること。 

 

20 問合せ先    (1) 公益財団法人日本アイスホッケー連盟 

             〒150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育館内 

            電話 .03-3481-2404 

メールアドレス jihf@jihf.or.jp 

           (2) 岡山県アイスホッケー連盟 

   〒703-8262 岡山市中区福泊 199-17 

電話 086-277-4222 

  メールアドレス ye230154-3516@tbz.t-com.ne.jp 

担当 佐野治雄（携帯 090-4146-8083） 




