2019 年 9 月 5 日

第 24 回全日本女子アイスホッケー選手権大会（B）関東ブロック予選会
東京都予選 開催要項 v1.0 ウェブサイト掲載版
1.

大会名：

第 24 回全日本女子アイスホッケー選手権大会（B）関東ブロック予選会東京都予選

2.

主催：

公益財団法人東京都アイスホッケー連盟

3.

開催日程：

2019 年 10 月 5 日（土）、10 月 14 日（月祝）、10 月 27 日（日）

4.

会場：

東大和スケートセンター
〒207-0022 東京都東大和市桜が丘 1-1330-19 Tel: 042-566-6898

5.

参加資格：

1) 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) 出場選手は中学生以上とし、高校生以下の選手について保護者の承諾を得る。

6.

参加チーム

トゥウィーディアクレスト、日本体育大学、シルバーシールズ

7.

代表選考

優勝チームは、東京都代表として、同選手権の関東ブロック予選会
（11 月 23 日（土）～24 日（日）埼玉アリーナにて開催）への出場権を得る。

8.

順位決定：

競技要項参照

9.

組み合わせ：

1) 10 月 5 日（土）18:00～19:30 トゥウィーディアクレスト 対 日本体育大学
2) 10 月 14 日（月祝）11:15～12:45 トゥウィーディア 対 シルバーシールズ
3) 10 月 27 日（日）11:15～12:45 日本体育大学 対 シルバーシールズ

10. 参加申し込み：

所定の参加申込書に記載し、2019 年 9 月 19 日（木）までに
1） 下記宛先（2 箇所）に E-mail にて送付する（押印省略可）
⚫

公財）東京都アイスホッケー連盟 事務局 tihf@tihf.gr.jp

⚫

女子委員会 （メールアドレスは参加チームにお知らせ）

2） 印刷・押印した申込書を事務局宛に郵送する（直接届けることも可）。
申し込みは、参加費の振込みを以て完了する。（下記「12. 参加費」参照）
11. 役員・出場選手： 1) チームのベンチ入り選手は 22 名以内（GK2 名を含む）、役員は 8 名以内
（最低 1 名）とする。
2) 試合開始前に最低 6 名（GK1 名とスケーター5 名）の選手と役員 1 名が
揃わないチームは、棄権したものとみなし、0 対 15 の不戦敗とする。
12. 参加費：

1) 参加費

82,000 円

2) 振込期限 2019 年 9 月 19 日（木）
3) 振込先：
⚫

銀行名 東京三協信用金庫 東伏見支店 （店番号 016）

⚫

口座名 公益財団法人東京都アイスホッケー連盟
ザイ）トウキョウトアイスホッケーレンメイ

⚫
13. 監督会議：

預金種目／口座番号

普通 0104277

実施いたしません。競技に必要な事項については、事前に参加チームと
協議・確認いたします。
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第 24 回全日本女子アイスホッケー選手権大会（B）関東ブロック予選会
東京都予選 競技要項
1.

競技方法・競技時間：
1） 総当たりの対戦とする。
2） 正味 15 分ピリオド×3 ピリオド、練習（5 分）、インターバル（5 分）。製氷なし。
3） 10 点差以上の得点差がついた時点で、次のフェイスオフ以降、ランニングタイムとする。
① 点差が縮まった場合でも継続する。
② 次の場合は時計を止めるものとする。
➢ 得点時、一旦止める。レフェリーがオフィシャルに得点を報告した時点で直ちにスタート
する。
➢ 反則発生時、一旦止める。次のフェイスオフでスタートする。
➢ 選手が負傷し交代に時間を要する場合やチームからの質問で時間を要する場合など、
レフェリーの指示で止める。次のフェイスオフでスタートする。
③ 反則時間終了時にプレーが止まっていた場合、ペナルティベンチにいる選手は次のフェイ
スオフでパックがドロップされるまでペナルティベンチから出られない。
4） 各チーム 1 回のタイムアウト（30 秒）を取ることができる。
5） 第 3 ピリオドが終了した時点で同点の場合、直ちに 3 人ずつの PSS を行う。さらに同点の場合
は、1 人ずつのサドンデス方式の PSS を行う。

2.

順位決定
1) 勝ち点制とする。レギュラータイムでの勝ちを 3 点、PSS での勝ちを 2 点、PSS での負けを 1
点、レギュラータイムでの負けを 0 点とする。
2) 勝ち点が同じ場合は、以下の条件順で順位を決定する。
① 勝ち数が多い順
② 当該チームの対戦成績
③ 全試合の得失点差の大なるもの
④ 全試合のペナルティータイム（分）の小なるもの
⑤ 平成 30 年度東京都女子アイスホッケーリーグ戦において上位のもの

3.

競技規則：
1） IIHF 国際競技規則が定める規則に従う。下記の「3.補助規則」を適用する。

4.

補助規則：
1） 試合を棄権するチームは、事前に（公財）東京都アイスホッケー連盟にその理由を添えて通知し
なければならない。試合を棄権した場合、0 対 15 で不戦敗とし、下記「5. 棄権による罰則」に従
うものとする。
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2） ボディチェックは禁止する。
3） 選手は、顔全面を覆うフルフェイスマスクのヘルメット、ネックガード、マウスガードを着用しなけ
ればならない。
4） 原則として、頭髪はヘルメットの中に収める。
5） ユニフォームとストッキングは統一したものを着用し、ヘルメットとパンツは同色のものを着用し
なければならない。
6） オールメンバー表は、試合開始 45 分前までに大会本部に 2 部提出する。
7） オールメンバー表に記載されていない選手は試合に出場できない。発覚次第、退場とする。当
該選手がポイント（ゴール・アシスト）をあげても無効とする。
当該選手がペナルティをおかした場合は、代替選手がそのペナルティを受けるものとし、当該選
手は退場とする。背番号の間違いは発見次第、直ちに修正すること。ポイントは認められ、出場
可能とする。
8） オールメンバー表に記載されていない役員はベンチ入りできない。
9） ホーム・ビジター制度を適用する。「平成 30 年度東京都女子アイスホッケーリーグ戦」の順位に
基づき、上位チームを仮ホームチームとする。試合でのホーム・ビジターは、試合前のパックトス
にて決定する。
10） ベンチは、仮ホームチームが本部席の左側ベンチとする。
5.

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当連盟にその理由をそえて速やかに通知し、不参加
料 82,000 円を納金する。（参加費の振込が完了している場合は、参加費を不参加料とみなす。）
2） 事前の棄権通知を怠り、かつ、不参加料を納金しない場合は、いずれの場合も今後の公財）東
京都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）
東京都アイスホッケー連盟において、別途審議決定する。

6.

保険の加入：
大会参加チームは必ずスポーツ傷害保険等に加入しておく。選手・スタッフ等の移動を含む本大会
に係る事故、負傷、盗難等について、主催連盟は責任を負わないので、各チームが責任を持って
予め対処する。

7.

試合中の傷病：
試合中に選手が負傷等した場合、応急処置は行うが、その後は各チームおよび個人の責任とする。

以上
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