政令指定都市移行10周年記念
第53回新潟市春季市民総合体育祭
アイスホッケー大会
≪第３回新潟市アイスリーグ ノンチェッククラス≫
大会要項
1 主催
2 協賛
3 主管

公益財団法人新潟市体育協会
新潟市
別紙のとおり
新潟市アイスホッケー協会 （ＮＨＡ）

4 期日

平成29年4月8日（土）～平成29年6月3日(土)
競技日程は別紙のとおり

5 会場

新潟アサヒアレックスアイスアリーナ

6 参加資格

下記 1)及び 2)の全てを満たす者であること。
1) 本要項の通知日において、中学生以上のNHA会員であること。（登録必須）
2) 次のいずれかに該当する者であること。
・ 平成29年4月1日現在で、満40才以上の男子
・ 平成29年4月1日現在で、アイスホッケー競技歴が4年未満の男子
（大学生は入学後に競技を始めた者に限る）
・ 女子
3) 次のいずれかに該当する場合は、新潟市内（近隣市町村を含む）に居住する者に限り、
NHA会員の新規登録を例外として認める。
・ 本要項の通知日以降に新卒・転勤等により転入した者
・ 過去にＮHA会員であった者

7 参加要件

スポーツ安全保険加入（各自）

8 参加者数

各試合の出場選手は、ゴールキーパー1名を含め6名以上とする。

9 競技規則

IIHFアイスホッケー公式国際競技規則および別に定める特別ルールによる。

10 競技方法

別に定める競技方法による。（別紙参照）

11 参加申込

別紙参加申込書に記入の上、チーム単位で大会事務局まで申し込むこと。
選手の追加登録は、第1節の前日まで随時可。

新潟市中央区鐘木２５７－１７

締め切り 平成29年4月1日（土）
12 参加費

1チーム12,500円／試合

13 申込先

春季市民総合体育祭アイスホッケー大会実行委員会 原野宛
E-mail t_harano@sepia.plala.or.jp

14 表彰

優勝チーム、準優勝チーム、フェアプレーチーム、最多得点者、最多ポイント者、
最優秀ＧＫ、新人賞、ベテラン賞等を表彰する。
表彰式は最終節終了後に執り行う。

15 大会役員

大会会長 吉田 六左エ門
大会実行委員長（懲戒委員長）
同 副委員長 梶原 博志
レフェリー（オフィシャル）委員長

16 その他

※最終節に一括納付のこと。

原野 司
本間 亮

以下の事項を参加者全員が承諾のうえ参加申込みをして下さい。
・大会開催中の事故・怪我などに対して主催者側は一切責任を負いません。
・全ての事故等について本人が責任を負い、スポーツ安全保険等に加入済であること。
・中学生及び高校生については、保護者が上記事項に同意のうえ参加申込みをして下さい。
同意の無い場合は参加出来ません。
・参加申込みに際して得た個人情報は、参加者名簿作成のために利用する以外は、
一切これを使用致しません。

政令指定都市移行10周年記念
第53回新潟市春季市民総合体育祭
アイスホッケー大会
≪第３回新潟市アイスリーグ エキスパートクラス≫
大会要項
1 主催
2 協賛
3 主管

公益財団法人新潟市体育協会
新潟市
別紙のとおり
新潟市アイスホッケー協会 （ＮＨＡ）

4 期日

平成29年4月15日（土）～平成29年6月17日(土)
競技日程は別紙のとおり

5 会場

新潟アサヒアレックスアイスアリーナ

6 参加資格

下記 1)及び 2)の全てを満たす者であること。
1) 本要項の通知日において、高校生以上のNHA会員であること。（登録必須）
2) 男子であること。
3) 次のいずれかに該当する場合は、新潟市内（近隣市町村を含む）に居住する者に限り、
NHA会員の新規登録を例外として認める。
・ 本要項の通知日以降に新卒・転勤等により転入した者
・ 過去にＮHA会員であった者

7 参加要件

スポーツ安全保険加入（各自）

8 参加者数

各試合の出場選手は、ゴールキーパー1名を含め6名以上とする。

9 競技規則

IIHFアイスホッケー公式国際競技規則による。

10 競技方法

別に定める競技方法による。（別紙参照）

11 参加申込

別紙参加申込書に記入の上、チーム単位で大会事務局まで申し込むこと。
選手の追加登録は、第1節の前日まで随時可。

新潟市中央区鐘木２５７－１７

締め切り 平成29年4月8日（土）
12 参加費

1チーム12,500円／試合

13 申込先

春季市民総合体育祭アイスホッケー大会実行委員会 原野宛
E-mail t_harano@sepia.plala.or.jp

14 表彰

優勝チーム、準優勝チーム、最多得点者、最多ポイント者、最優秀ＧＫ等を表彰する。
表彰式は最終節終了後に執り行う。

15 大会役員

大会会長 吉田 六左エ門
大会実行委員長（懲戒委員長）
同 副委員長 梶原 博志
レフェリー（オフィシャル）委員長

16 その他

※最終節に一括納付のこと。

原野 司
本間 亮

以下の事項を参加者全員が承諾のうえ参加申込みをして下さい。
・大会開催中の事故・怪我などに対して主催者側は一切責任を負いません。
・全ての事故等について本人が責任を負い、スポーツ安全保険等に加入済であること。
・高校生については、保護者が上記事項に同意のうえ参加申込みをして下さい。
同意の無い場合は参加出来ません。
・参加申込みに際して得た個人情報は、参加者名簿作成のために利用する以外は、
一切これを使用致しません。

競技日程
節
第１節

実施日
平成29年4月8日

(土)

実施時間
21:30～22:45

試合NO.
①

Ｎ1

対戦
×

Ｎ2

オフィシャル
Ｎ3 ・
E1

第２節

平成29年4月15日 (土)

2130～23:00

②

E1

×

E2

E3

第３節

平成29年5月20日 (土)

21:30～22:45

③

Ｎ3

× ①敗者

①勝者 ・

未定

第４節

平成29年5月27日 (土)

21:00～22:30

④

E3

× ②敗者

②勝者 ・

未定

第５節

平成29年6月3日

(土)

21:00～22:15

⑤

①勝者 ×

Ｎ3

①敗者 ・

未定

第６節

平成29年6月17日 (土)

21:30～23:00

⑥

②勝者 ×

E3

②敗者 ・

未定

・

Ｎ1

リーグ構成について
・ エキスパートクラスとノンチェッククラスともに、参加3チームによるリーグ戦を行う。
・ 各クラスの対戦順は、事前に実行委員会にて抽選決定する。
エキスパートクラスの対戦順について（H29.3.15 抽選決定）
E1 新潟大学A
E2 ジーラカンスA
E3 新潟クラブA
ノンチェッククラスの対戦順について（H29.3.15 抽選決定）
Ｎ1 新潟クラブ・アンビ
Ｎ2 ジーラカンスB

Ｎ3 新潟大学B

留意事項
・ 対戦表の左側チームを仮ホームとする。
・ ベンチは、オフィシャル席から見て左側を仮ホームチーム用とする。
・ ユニフォームの色は、仮ホームチームが選択権を有する。

競技規則
本大会は、2014～2018年度IIHFアイスホッケー公式国際競技規則に準じて行う。
但し、ノンチェッククラスについては下記の特別ルールを適用する。
◆特別ルール
１）ペナルティ
・ いかなるボディチェックも禁止される。（マイナーペナルティ以上）
・ 上記の「いかなる」とは、意図的か偶発的か、あるいは強弱等の別を一切問わないことを意味する。
・ スラップシュートは禁止する。（マイナーペナルティ以上）
・ メジャーペナルティ以上の反則があった場合には、当該選手または当該チームに対して懲罰を課す。
・ メジャーペナルティがあった場合、当該選手等を次の試合から１試合以上の出場停止とする。
・ オフィシャル等への暴力行為等があった場合、当該選手等を当該大会を含めて２大会以上の出場停止
とする。
・ 大会期間中に同一選手のマイナーペナルティが３回になった場合、当該試合の残り時間および次の
試合を出場停止とする。 ダブルマイナーペナルティは２回と数え、ベンチマイナーペナルティは回数に
含めない。
・ 懲罰の内容は懲戒委員会で協議する。
２）アイシング
・ アイシングの際の選手交代は可とする。
・ ハイブリッドアイシングは適用しない。

