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令和4年度関東中学校アイスホッケー大会 兼

第43回全国中学校アイスホッケー大会関東予選大会開催要項

１ 目 的

関東中学校体育大会は、中学校教育の一環として生徒に広くスポーツ実践の機会を与え、

体力・技能の向上と、スポーツ精神の高揚を図り心身ともに健康な生徒を育成する。

スポーツの交流を通じて各都県間の親睦を図り、生涯スポーツの基礎つくりに寄与する。

本大会は、全国中学校アイスホッケー大会関東出場枠６チーム(シード１)を決定するもの

である。

２ 主 催

関東中学校体育連盟

関東中学校体育連盟スケート競技部

３ 主 管

栃木県アイスホッケー連盟 栃木県中学校体育連盟スケート専門部

山梨県アイスホッケー連盟 山梨県小中学校体育連盟スケート専門部

神奈川県アイスホッケー連盟 神奈川県中学校体育連盟スケート競技専門部

群馬県アイスホッケー連盟 群馬県中学校体育連盟スケート部

埼玉県アイスホッケー連盟 埼玉県中学校体育連盟スケート競技専門部

千葉県アイスホッケー連盟 千葉県小中学校体育連盟スケート競技専門部

東京都アイスホッケー連盟 東京都中学校体育連盟スケート競技専門部

４ 競技主管

栃木県アイスホッケー連盟

５ 会期及び会場

(１)会 期 令和４年11月26日(土)・27日(日)

(２)会 場 栃木県立日光霧降アイスアリーナ

６ 参加資格

(１)都県中学校体育連盟の学校に在学し、当該競技要項により、関東中学校体育大会の参加

資格を得た者（男子生徒）とする。参加をする生徒は、学齢・修業年限が一致している

こと。ただし、その年度の 6月30日までに、都県中学校体育連盟を通じて(公財)日本中

学校体育連盟に申し出、承認を得た生徒についてはこの限りではない。

(２)各都県2チームまで、単独校での参加ができない場合は、選抜チームを1チーム参加さ

せることができる。

(３)参加を希望する各種学校は、以下の条件を具備すること。

関東大会の参加を認める条件

・関東中学校体育連盟の目的及び⾧年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。
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・生徒の年齢及び修業年限が中学校と一致していること。

・各学校にあっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常継続的に当該顧問教員の

指導のもとに、適切に行われていること。

【関東大会に参加した場合の守るべき条件】

・関東大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、

大会の円滑な運営に協力する。

・関東大会参加に際しては、責任ある当該学校⾧または、教員が生徒を引率すること。ま

た、万が一の事故に備え、傷害保険などに加入するなどして、万全の事故対策を立てて

おくこと。

・大会開催に要する経費については、必要に応じて応分の負担をすること。

【令和４年度感染症対策に係る特例】

・各学校では、教員の都県をまたぐ移動や宿泊を伴う部活動引率等に制限がある場合には、

教員を派遣せずに出場校の校⾧が認め、「外部指導者（コーチ）確認書（校⾧承認書）」

を提出した外部指導者（コーチ）を校⾧の判断で監督に任命することができることとする。

・大会当日に発熱が発覚した場合について

① 発熱した選手と2日間をさかのぼり、マスクなしで15分以上の会話のあった者（食事時

など）、10分程度の至近距離にいた者、接触のあった者に関しては、抗原検査もしくは

PCR検査（検査キットは各チームで準備する）で陰性が確認できるまで、当該大会の出

場を控える。また、保健所より濃厚接触が認められた場合は大会出場を認めない。

② 大会エントリーを25名とし、エントリー選手より、試合当日ラインナップ22名を記載し

ゲームラインナップとする。エントリー外選手を見え消しで提出可とする。

③ 4名以上の発熱者が発生した場合、大会棄権もあり得ることを理解し、大会前１週間の生

活を注意させる。

④ 3名の発熱者が発生しラインナップ11名が確保できない場合、当該チームは棄権扱いとし、

０－１５の不戦敗とする。

⑤ 抗原検査等で陽性者を確認した場合、陽性者の出場は認めない。その他の選手で48時間

以内の抗原検査、PCR検査において陰性が確認できた選手はエントリー変更も含めその

チームの出場を認める。

・霧降アイスアリーナの感染対策を理解し、遵守する。

７ 引率者・監督

(１)引率者・監督は、当該校の校⾧・教員（非常勤講師は除く）・部活動指導員とする。

(２)監督1名、コーチ・トレーナー・マネージャーについては3名以内とし、校⾧が認めた者

とする。

(３)引率者については関東中学校体育大会監督・引率細則による。

(４)選抜チームで上記出場資格を満たして参加する生徒は、当該中学校⾧の許可を得た承認

印を必要とする。なお、監督については、参加する生徒の所属するいずれかの学校の校⾧

または教員でなければならない。また、当該学校⾧の委任を受けた校⾧または教員でもよ

い。 【令和４度感染症対策に係る特例参照】
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８ 参加都県

各都県2チーム以内とする。当該都県に学校単独チームがない場合は、都県単位の選抜チー

ムを編成し、参加することができる。

◆参加チーム｛全国大会出場チームは以下の8チームより６チーム(通常出場枠５+東海以西

枠1 追加)｝

栃木県日光市立日光中学校・栃木県日光市立東中学校

千葉県選抜・神奈川県選抜・埼玉県選抜・山梨県選抜・群馬県選抜・東京都選抜

９ 競技方法

(１)競技規則は全国大会要項による。

(２)競技は関東出場枠６チームを決定するとともに、全国大会シード1チームを決定する。

(３)進行は以下のとおりとする。なお、進行状況により試合開始時間が遅れることはあるが、

原則として早めることはない。

第①試合 練習(7分) ⇒ 第1ピリオド(15分) ⇒ インターバル(10分整氷)

⇒ 第2ピリオド(15分) ⇒ インターバル(5分) ⇒ 第3ピリオド(15分)

⇒ 整氷(20分) ⇒ 第②試合 練習(7分) ⇒ 以降第①試合同様

(４)第3ピリオド終了時点で同点の場合、代表決定戦においては3分間の休憩後、3対3による

サドンデス方式での5分間の延⾧ピリオドを行う。延⾧ピリオドでも決しない場合は、3人

ずつの PSSを行う（製氷なし、片面で実施）。それでも決しない場合は、サドンデスPSS

によって勝敗を決定する。シード決定戦においては直ちに3人ずつのPSSを行う（製氷なし、

片面で実施）。それでも決しない場合は、サドンデスPSSによって勝敗を決定する。

なお、第3ピリオド終了時点から勝敗決定までの間の整氷は行わない。

(５)各チームは、1試合の間に30秒のタイムアウトを1回取ることができる。

(６）ベンチ入選手は、11名以上（GT１名含む）22名以内（GT2名以内）とする。なお、

GT1名の場合、不慮の事故等により交代の必要が生じたときは、ラインナップ表のスケー

ターの中から1名、スケーターシューズのままGTとすることができる。（スケーターには

戻れない）

（７）ベンチ入り役員は、（公財）日本アイスホッケー連盟に登録している者とし、最低1名

はベンチに入る。

（８）試合開始前に11名以上(GT1名含)の選手及び役員1名がそろわないチームは棄権とみな

し、０対１５の不戦敗とする。

10 参加申込書提出

(１)様 式 参加申込書は、所定の様式で選手データとともに電子メールにて提出する。

(２)期 日 11月16日(水)〆切。

(３)提出先 〒321-1436 日光市久次良町2096-1
日光市立日光中学校 宍戸 猛 宛
TEL 0288-54-0452 FAX 0288-54-0526
E-mail:nikko-jh@city.nikko.lg.jp
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11 参加費

2,000円×登録人数 銀行振り込みとする。 11月16日（水）〆切

【振込口座】 足利銀行 日光支店 普通預金 ５０３１８２５

栃木県中学校体育連盟 スケート専門部

部⾧ 旭山 尚（ヒヤマ タカシ）

・手数料はご負担いただきますよう、お願いします。

・金融機関の振込金受領書をもちまして、領収に代えさせていただきます。

12 宿 泊

斡旋しない。

13 競技日程等

(１)代表者会議(参加受付・抽選会・競技内容確認等)

日 時 令和4年10月5日(水) 16:00～ リモート（ZOOM）にて実施

(２)競技日程（参加8ーム）

第①試合 11月26日(土) 07:50 ～ 09:30 (試合開始予定時間 08:00)

第②試合 11月26日(土) 09:50 ～ 11:30 (試合開始予定時間 10:00)

第③試合 11月26日(土) 11:50 ～ 13:30 (試合開始予定時間 12:00)

第④試合 11月26日(土) 13:50 ～ 15:30 (試合開始予定時間 14:00)

第⑤試合 11月26日(土) 15:50 ～ 17:30 (試合開始予定時間 16:00)

第⑥試合 11月26日(土) 17:50 ～ 19:30 (試合開始予定時間 18:00)

第⑦試合 11月27日(日) 07:50 ～ 09:30 (試合開始予定時間 08:00)

第⑧試合 11月27日(日) 09:50 ～ 11:30 (試合開始予定時間 10:00)

第⑨試合 11月27日(日) 11:50 ～ 13:30 (試合開始予定時間 12:00)

14 その他

(１) 大会期間中における参加者の傷害等は、学校教育内活動の大会であるので、「独立行政

法人日本スポーツ振興センター法」の適用になります。

(２) 控室使用中はドアを開放状態として、必ず不織布マスクを着用してください。

(３) ラインナップ表は、オフィシャルへ練習開始20分前までに 2部提出してください。

(４) ゲームシートは、試合後に各チームがオフィシャルに取りにきてください。

(５）申し込みの際にチーム代表者の連絡先、宿泊先、選手輸送手段をご連絡ください。大会

開催中の緊急連絡の際に使用し、それ以外の目的で使用することはありません。

(６）コロナウイルス感染拡大防止対策について、参加者、大会関係者及び観戦者とも主催者

の示すガイドライン（新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン 令和４年８月２２

日）に従うとともに、各自感染防止に努めてください。

なお、新型コロナ感染の状況により、その都度更新されることが考えられます。今後、

最新版を送付いたしますので、ご確認をお願いいたします。

(７）選手、チーム関係者・観客・大会役員の出入口を指定し、それぞれの動線が交わらない
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ようにいたします。保護者、バスの駐車は第1駐車場（アリーナ下部）をご利用ください。

また、アリーナの入退場について

①選手、チーム関係者、（報道関係）… アリーナ正面の出入口（保護者、観戦者と時間

差により入場する。タイムテーブル参照）

②保護者、観戦者…アリーナ正面の出入口（通常観客席につながる出入口）

③役員、レフリー…通常選手出入口（車ロータリーに近い出入口）

を利用するようにしてください。（観客席図参照）

(８）栃木県アイスホッケー連盟でリンクにトレーナーを常駐させます。選手並びにベンチス

タッフがケガされたときなど応急処置のみを行います。状況によってはベンチや控室に

トレーナーが入る場合がありますのでご承知おきください。


