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1.事  業

第 4回 」-lCE Pby Of 2015-2016開 催要項

第 4回 」―アイス プレーオフ 2015-2016

※将来性を有する競技者の発掘及び育成活動

公益財団法人日本アイスホッケー連盟

広島県アイスホッケー連盟

広島県アイスホッケー連盟

広島県体育協会、広島県教育委員会、広島市、広島市教育委員会、

広島市スポーツ協会、中国新聞社、個 K・ I・ Eコーポレーション

2.主    催

3.主    管

4.競 技 主 管

5.後    援

6.理 念・目 的

・アイスホッケーと共にスポーツを楽しみ豊かな生活が送れる環境を提供する。

・オリンピックでのメダル獲得を目指し、国内競技レベルの向上を目指す。
日高校及び大学とアジアリーグをつなぐ、強化事業の一環である。

・アイスホッケー競技の全国普及を目的に、全国競技として広くアイスホッケーを観戦する事ができ

る環境を提供する。

7.開 催 期 日 2016年 (平成 28年)3月 19日 (土 )～ 3月 21日 (月 )

8.開 催 場 所 広島市総合屋内プール (広 島ビッグウェーブ) TEL.082-222-1860
広島県広島市東区牛田新町―丁目 8番 3号

9.参 加 資 格

(1)平成 27年度 (公財)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)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。(国際移籍手続きを完了している

者に限る)

(3)出 場する資格を有するチームは次のとおりとする。

平 成 27年度 J― South、 」―West、 J―Central、 J―East、 J―EastNotth、 J一Notthの優 勝 チー ム

の6チームとする。不参加 D市 .チームが発生した場合は、開催ディビジヨン若しくは他 D市 .

2位チームから繰り上がり参加する。

(4)大会中における怪我については、一切責任を負わない。大会参加チームは保険に加入し、監

督会議の際に加入証書のコピーを受付に提出すること。

10.競 技 方 法

(1)各ディビジョンの優勝チームを代表チームとし、トーナメントによるプレーオフを行う。

(2)前年度優勝・準優勝チームをシードとする。

(3)優勝“準優勝・3位・4位・5位・6位を決定する。

11.競 技 規 則

(1)IIHF国 際競技規則基づく。

(2)第3ピリオドが終了した時点で同点の場合、直ちに「40n4方式」による 5分間のサドンビクトリー

方式の延長ピリオドを行う。

(3)延長ピリオドで得点がなかつた場合、3名ずつのGWSで勝負を決する。3名で決まらない場合は

サドンビクトリー方式で両チーム 1名ずつ GWSを繰り返し行う。

(4)試合でのサスペンションはゲームスーパーバイザー・レフェリースーパーバィザーで協議を行い、

結果を両チーム代表者に告知すると同時に、状況と裁定を(公財)日 本アイスホッケー連盟審議

委員会に報告する。審議委員会は報告を受け、必要に応じ追加処分を下す事ができる。
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(5)サスペンションは必要に応じ、主催団体にかかわらず選手がプレーするリーグ・大会に反映し、
次年度に持ち越すこともある。

12.役 員・選 手

(1)1チームの登録選手数は 15名 以上 36名 以下とする。役員は 1名 以上 6名までとする。
(2)同 一の都道府県連盟より補強選手を認める。
(3)単独チームにおいての補強選手は、1試合 5名までとする。
(4)基本的には社会人主体であるが、国体参加資格に準じ、学生の補強選手を認める。
(5)チームのベンチ入はチーム登録内で選手 22名 以内(GK2名 を含む)、 役員は6名 以内(最低 1

名)とする。
(6)試合開始前に最低 11名 (GKl名 を含む)、 役員 1名がそろわないチームは棄権とする。
(7)大会に参加する選手は、ユニフォーム・ストッキング及びバンツ'ヘルメットは同一のものを着用
すること。

13.大 会 経 費

(1)大会経費は参加各チームが支払う参加費で賄う。
(2)旅費(移動・宿泊費)に係る費用は参加チームの負担で賄う。

14.参加の同意及び承諾

大会当日をもって、下記に記した条件を受け入れ、同意及び承諾したものとし、今大会に参加する
こととする。尚、未成年者においては、大会当日をもって、選手の保護者にあたる人の承諾も受けたも
のとする。

(1)故障や体調不良などがあるときには、直ちにチーム責任者に申し入れ、無理をして怪我を
誘発するようなことはしないこと。

(2)肖像などの管理を、(公財)日 本アイスホッケー連盟に委ねること。

(3)大会に参加するチーム及び選手はホームベージ・大会パンフレット等にチーム及び選手の

データ(選手名・生年月日・国籍口その他試合に関する記録データ等)が掲載される事を了承
のうえ、大会参加すること。

(4)未成年選手において、大会期間中に万一事故が発生した場合、選手の保護者を法定代理

人とし、その責任を負うこととする。

15申し込み

(1)参加申込用電子データに必要事項を入力後、J―South事務局(kousouttmoto@yahoo.coJp)

に電子メールにて送信する。

(2)参加申込用データは入力後、プリントアウトし押印後、所属加盟団体を通じ、下記の2箇所へ郵

送すること。

【正】主催 〒150-8050東京都渋谷区神南 1-1-1岸記念体育会館内

(公財)日 本アイスホッケー連盟 (TEL.03-3481-2404 FAX.03-3481-2407)

【副】主管 〒730-0825広 島市中区光南 2丁 目16-14 木本弘三方

J一South要晟形毎塀尋 (TEL. 082-247-7575  FAX. 082・ 240-5675)

(3)参加チームは必ずホーム用およびビジター用ユニフォームの 2着を用意すること。

16.締  切  2016年 (平成 28年 )2月 29日 (月 )

17.参 加 料

(1)1チーム   200,000  円
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(2)振込先  広島銀行  大手町支店

普通預金  口座番号 3417123
日座名   」―South事務局 代表 木本弘三

(3)申込に必要な全てのデータ、及び参加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。

18.大会日程

男1表参照。

19.棄権による罰則

(1)申 込み締切り後、棄権を申し出るチームは、(公財)日 本アイスホッケー連盟にその理由を

そえて、通知すると同時に不参加料 (参加料と同額)を納金すること。

(2)事前の棄権通知を怠り、旦つ、不参加料を納金しないチームは、何れの場合も今後の (公

財)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

(公財)日 本アイスホッケー連盟において、別に審議する。

20.監督会議・開始式

(1)日 時 2016年 (平成 28年)3月 19日 (土 )14:00～

(2)場 所 広島市総合屋内プール (広 島ビッグウェーブ)lF会議室

広島県広島市東区牛田新町一丁目8番 3号 TEL:082-222-1862

(3)出席者 各チームの監督及びマネージャー (またはキャプテン)の 2名 が参加。

(4)その他 監督会議に不参加及び遅刻をした場合、原則として 21項同様の罰則を適用

する。

21.表  彰

(1)優勝・準優勝・3位の表彰を行う。

(2)各試合後、最優秀選手 (GBP)・ 優秀選手(BP)の 発表を行う。

(3)表彰式

①日 時 2016年 (平成 28年 )3月 21日 (月 )決勝戦終了後直ちにリンクで行う。

②参加者 1位～3位までのチーム全員。

22.ベンチ

(1)対戦表の左側チームは本部席からベンチを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。

23.公式練習 .

公式練習は行わない。


