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57回 札 幌 市民体 育 大会 ア イ ス ホ ッケ ー 競技会 開催 要項

催 本L幌 市 。(一 財 )本 L幌 市体育協会
力 (一 財)さ っぽろ健康スポーツ財団・本L幌 市スポーツ推進委員会
援

海道新聞社・朝 日新聞北海道支社・毎 日新聞北海道支社・読売新聞北海道支社 。日本経
済新聞社・報知新聞北海道総局・1ヒ 海道 日刊スポーツ新聞社・スポーツニッポン新聞・道新ス
ポーツ。
NHK札 幌放送局・北海道放送・本L幌 テレビ放送・北海道文化放送
1ヒ

4主 管 (一 財淋L幌 アイスホッケー連盟
5期 日 平成 28年 7月 2日 (上)〜 平成 28年 7月 31日 (日 期間中の土 日8日 間》
6会 場 本L幌 市月寒体育館・星置スケー ト場
7参 加資格 本L幌 市民あるいは札幌市内に勤務している者で、かつ平成 28年 度 (一 財淋L幌 アイスホッ
)《

ケー連盟 に登録 したチームの選手及び役員 とする。ただし、本拠地 が札幌市内であるチ
ームは、札幌市民以外の者 の出場も認めることとする。

8競 技方法
B】 、
C】 、
A】 、【
① 試合は【
女子、中学生、小学生に分け、原則トーナメント方式で行う。
【
A】 は第 41回 札幌選手権大会成績に基 づくAプ ールのチーム及びBプ ール上位 チ
② 【
ーム並びに同等の力を持つチーム。
A】 に参加希望をするチームとする。
その他【

B】 は第 41回 札幌選手権大会成績 に基 づく
Bプ ールの中位チームにより8チ ームで
③ 【

編成する。
C】 は第 41回 札幌選手権大会成績に基 づ く
Cプ ールのチーム及びBプ ール 下位チ
④ 【

ー ム。

⑤ 女子については、2グ ループで編成する。
※ 第 41回 札幌選手権大会成績に参加 していない初心者 の社会人チームが参加希
望する場合は、その旨を申込書に朱書きすること。
味し各プールに振り分
⑥ その他大学生男子チームについては、今年度のチームカをカロ
ける。
⑦ 敗者戦は行わない。

9競 技規則
① IIHF国 際競技規則 に基づく。
② 競技時間は各ピリオドロス込み 20分 、インターバル 5分 とする。ただし第 3ピ リオド終了
2分 前より正味とする。【
A】 プール3位 戦および決勝戦 のみ各ピリ
オド正味 20分 、イン
ターバル 10分 とする。
③ ホームチームは、試合前のパックトスにて決定する。仮ホームチームにパックの選択権
を与える
④ 第 3ピ リオド終了時点で同点の場合 は、サドンビクトリー方式による1名 ずつのゲームウ
ィエングショットを行う。
⑤ 試合開始前の整列時にGKを 含む 6名 の出場選手が氷上に集合 しない場合は、当該
チームは不戦敗となり、対戦成績は0:15と する。尚、試合 中、ペ ナルティまたは怪我
など何らかの理 由でいずれかのチームが適切な人数 (GKを 含む 6名 )の 選手を氷上

に揃 えることが出来なくなった場合、その時点で没収試合とする。
⑥ マウスガー ドについては、す べ てのプレーヤー に着用することを勧告する。
尚、一般 の部上位 3位 入賞し道新杯全道大会 に出場す る場合 は、その大会では 1974
年 12月 31日 以降に生まれたプレイヤー は、マウスピースを着用す ることが必 要 です。

10表 彰
A】 プ ール 優勝チ ーム〜 賞状・市長杯・協賛商社杯 。
本L体 協会長盾を授与
【
A】 プ ール 準優勝チ ーム〜 賞状 。
トロフィー・盾を授与
【
C】 の優勝 。
B】 【
準優勝チーム、女子優勝 チ ーム〜賞状・トロフィー を授与
【
優勝トロフィー を授与
中学生、小学生優 勝 チーム〜賞状 。

小学生準優勝チーム〜賞状・準優勝トロフィー を授与
A】・女子・中学生 。
小学生各部 の優秀選手を1名 授与する
個人賞 〜男子 【

11参 カロ料 1チ ーム¥15,000円 学生は 1チ ーム¥7,500円 )
12申 込方法
① 申込期限 :平 成2
② 申込先 :006ケ 0931本 L幌 市中央区中島公園 1番 5号
(ノ Jヽ

札幌市中島体育センター内

(一 財淋L幌 アイスホッケー連盟

振込み 口座 :北 洋銀行札幌東支店 普通預金 0167273
(一 財)札 幌アイスホッケー連盟 会長 霜燭 寛
※ 参加 申込書・登録選手申込書に必要事項を記入し、下記メールアドレスヘ送信すること
申込書のひな型は札ア連ホームページにて掲載しております。

③

sihf sapporo@coffee.ocn.ne.jp
同時に参カロ
料も振り込むこと。日座名は正確 に記入すること。
※ 申込書、並びに参カロ
料 の振込の両方が完了したチームを参加チームとみなし、
締切り後 は一切認 めないものとする。

13組 合せ抽選ならびに監督会議
A】 プール は、
前年度成績(参 加した場合)に 基づき4チ ームをシードする。
①組合せ抽選 【

②組合せ抽選 日 6月 21 日 (火 )19:00〜 於 月寒体育館

14問 い合わせ先
(一 財沐L幌 アイスホッケー連盟

8011‑531‑7765

15そ の他
①出場するチームは、該当する試合開始 30分 前に必ず集合すること。
②棄権又 は没収試合 の原因 になつたチームは、次年度 の参加を認めない。
③今 大会の一般 の部ω 上位 3チ ームには、今年度の道新杯全道大会 の出場権を与える。
④各チームでスポーツ安全保険などの傷害保険 に必ず加入すること。
⑤各試合 のレフェリーは当連盟レフェリー委員会より派遣する。
⑥試合 におけるオフィシャルについては、チームから4人 (PB、 GJ)を 任 にあてることで割り当
てる。違反 した場合 は、次回の参加を認めない。
※ 注意事項 :選 手・役員 。
応援などの負傷や盗難 については、当連盟として一切 の責任 を負わ
チームにおいて管理を徹底すること。
ないので、参カロ

