
 

 

 

 

 

 

第１１回関西オールドタイマーアイスホッケー大会 

ＫＯＨＡ ２０１９－２０２０ 

大会要項 

 

令和１年１０月～令和２年４月 

尼崎スポーツの森 アイスアリーナ 

ひょうご西宮アイスアリーナ 

 

主 催・主 管  兵庫県アイスホッケー連盟 

 

       



 

 

■開催要項■ 第 11 回関西オールドタイマーアイスホッケー大会  

  

１．大会名： 第１１回関西オールドタイマーアイスホッケー大会（ＫＯＨＡ２０１9－２０２０）  

 

２．主 旨： 生涯スポーツとしてアイスホッケー競技を楽しみ、競技者同士の交流と親睦を深めることを

目的とする。  

       日本アイスホッケー連盟主催のオールドタイマー大会に向けての選手層の基盤作りを行う。 

 

３．主 催： 兵庫県アイスホッケー連盟  

 

４．主 管： 兵庫県アイスホッケー連盟  

 

５．競技主管： 兵庫県アイスホッケー連盟  

 

６．後 援： 主旨に賛同していただける関西および近隣の各府県のアイスホッケー連盟 

 

７．期 日： 令和１年１０月～令和２年 4 月  

 

８．会 場： 尼崎スポーツの森アイスアリーナ、西宮リンク 

９．参加資格： 詳細はもうひとつの添付資料を必ず一読ください 

   （１）参加チームは、財団法人日本アイスホッケー連盟にオールドタイマー部門において、チーム登

録が９月３０日までに完了しているチームであること。 

（２）参加選手は、いずれかのオールドタイマーチームを通じて、本年度の選手登録があること。こ

の選手登録は９月３０日までに完了していること。 

   （３）カテゴリー４０歳以上リーグの選手は１９８０年３月３１日以前生まれの者とする。 

      カテゴリー５０歳以上リーグの男子選手は１９７０年３月３１日以前生まれの者とする。 

      カテゴリー５０歳以上リーグの女子選手は１９８０年３月３１日以前生まれの者とする。 

   （４）カテゴリー４０歳以上のチームは４０歳以上の選手のチーム構成とする。カテゴリー５０歳以

上チームは原則男子５０歳、女子４０歳以上の選手のチーム構成とする。ただし、５０歳以上

チームにおいては、昨年第１０回大会に登録された４０歳以上５０歳以下の男子選手、及びチ

ーム編成の必要上の理由より４０歳以上５０歳以下の男子選手を若干名含むことを許可する。

また、４０歳以上チームにおいても、チーム編成の必要上の理由により４０歳以下の選手を若

干名含むことを許可する。これらの該当選手は登録前に兵庫県アイスホッケー連盟から事前承

諾を得るものとする。 

 

 



 

  

 

１０．参加チーム   ： カテゴリー５０歳以上リーグ  5 チーム 

  ジグダイナソーズ、ＫＯＨＡクラシックス、神戸ジンスターズ、ビリケン Kings50、ジグヒーローズ 

            

  カテゴリー４０歳以上リーグ  ５チーム 

   ビリケン Kings、ジグノビーズ、H.C.アーセナル, 神戸ジェッツ、桜ノ宮ホワイトベアーズ ZERO 

               上記の２リーグでリーグ戦をおこなう。 

異なるリーグ間の試合は行わない。 

前期、後期リーグ戦終了後、決勝トーナメント（クライマックスシリーズ）をおこなう。 

 

１１．競技方法： 競技時間は各ピリオド正味１５分、インターバル５分とする。 

         競技方法は本大会オールドタイマーローカルルールとする。 

         シーズンを通した参加チームの総当たりリーグ戦とし、各チームは同一チームと２試合

を行う。リーグ戦順位によりクライマックスシリーズを開催する。 

         リーグ戦順位決定方法は、勝ち点制とする。勝 3 点・負 0 点・引き分け 1 点） 

         勝ち点同数の場合は、得失点差総合計の大きいチームを上位とする。 

         得失点差総合計同数の場合は、チームの平均年齢の大きいチームを上位とする。 

         クライマックストーナメントにおいて同点の場合は、リンク時間枠の許す範囲内で PK

戦をおこなう。それでも、勝敗がつかなければ、その試合に参加したチーム平均年齢の

高いチームを上位とする。 

 

1２．リーグ戦順位とクライマックスシリーズ 

         リーグ戦後期の日程は後日連絡します。リーグ戦順位にしたがって、クライマックスシ

リーズは上位３チームで行います。したがって、リーグ戦成績４位、５位のチームはク

ライマックスシリーズに進出できないことに留意ください。 

         クライマックスシリーズは両リーグとも、まずリーグ戦２位対リーグ戦３位 の試合を

行う。この試合の勝者が、リーグ戦１位チームと決勝を行う。    

          

１３．２０２０年全日本オールドタイマーズ大会関西代表チーム選考に関して 

 

      第１１回 KOHA は２０２０年開催の全日本オールドタイマーズ大会（20２０年３月九州で開

催予定）の関西ブロック代表チームの選考を兼ねる。５０歳リーグのリーグ戦前期終了時点（２

０２０年１月１２日）での首位チームが、全日本オールドタイマーズ大会の近畿代表チームの

権利を得ることとする。 

 

 



 

  

 

１４．開催日 以下が開催日と試合予定です 

10月から翌年４月：尼崎リンクまたは西宮リンクで、土日、休日の夜の枠を利用  

 

開会式、閉会式、懇親会はおこなわない。 

個人表彰式、チーム表彰式は決勝戦の試合直後のリンク内でおこなう予定 

 

 

１５．申込方法：  

（１）選手登録人数に制限はない。ベンチ入り役員登録人数を６名以内とする。  

（２）参加申込用電子データを兵庫県アイスホッケー連盟に提出する。 

送付先 主催： 兵庫県アイスホッケー連盟  

   〒６５８－００３２ 神戸市東灘区向洋町中２－１０ 六甲アイランドビル２Ｆ 

   阿部整形外科リウマチ科クリニック気付 兵庫県アイスホッケー連盟  

ＴＥＬ．０７８－８４６－２００４  ＦＡＸ．０７８－８４６－２００３  

  Ｅ－ｍａｉｌ：abeshuji@zpost.plala.or.jp 

  締め切り： 令和１年（２０１９年）９月３０日（月）   

 

１６．役員、選手：ベンチ入りの選手は制限を設けない。試合においてＧＫを含めた試合登録選手数が第２ 

  ピリオド開始時点で７名に満たなかったチームは失格とする。なお、役員のベンチは６名以内とする。 

 

１７．競技役員： 競技委員長  佐々木史郎 

         審判長    山本 伸一  

         審判員    日本アイスホッケー連盟登録審判員 

 

１８．表 彰： 各リーグの順位に基づく表彰  

        年間個人成績にもとづく表彰 ＭＶＰ、最多得点者、最多ポイント 

        ＧＫのセーブ率など 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

１９．参加料：  

 

両リーグともに参加チームは以下の参加費を期限までに下記口座に支払うものとする。一括払い（計２６

万円）も可能。 

 

令和１年１０月１日まで        １３万円 

令和２年 １月３１日まで       １３万円 

 

 

振り込み先： 三井住友銀行 豊岡支店（４７０） 

 普通預金 口座番号 ３６７３４６８ 

 口座名義 兵庫県アイスホッケー連盟 佐々木史郎（ササキ シロウ） 

 ※ 振り込み時は、必ずチーム名を記名してください 

  

２１．罰則、その他： 

 オールドタイマー大会の主旨にそぐわない事態が発生した場合は、懲罰委員会を開催し処分を決定する。 

 試合当番が不足した場合は、チームに対し 30000 円の罰金を科す。 

 

２２．オールドタイマールール（全日本オールドタイマーズ大会統一ルールの適応）： 

本大会では以下の項目を通常ルールに追加設定し、大会ルールとする。 

 

１試合のなかで３回マイナーペナルティー（ペナルティの種類は問わない）をしたプレーヤーは、

その試合は３回目のペナルティーが発生した時点で、その試合はプレーできない（ゲームアウトと

いう対応になる） 

 

ボディチェックに関して 

ボディチェックを行った場合にはボディチェッキングによるマイナーペナルティまたはメジャー

ペナルティ＋ゲームミスコンダクトペナルティを科す。なお、同一試合中にボディチェッキングに

よるマイナーペナルティを３度受けたものはゲームミスコンダクトペナルティとし、その試合の残

り時間は出場できない。その選手の本大会の試合出場への復帰は、懲罰委員会の裁定による。 

 

スティックによるパック処理について 

シュート、パスを問わず、パック処理にあたってスティックのブレードを膝より上に振り上げてバ

ッティングショットを行った場合はハイスティックによるマイナーペナルティを科す。 

 

アイシングのときのメンバー交替を認める 



 

  

ハイブリッドルールは適応しない 

旧型ヘルメット（薄型軽量の旧式タイプ）は禁止する 

眼鏡をかけて出場するプレーヤーはフルフェイスのヘルメットを着用しなければならない 

 

 

２３．試合当番のチーム 

   ラインズマン一人を含めた計６人の参加をお願いします。 

 

２４．オーバー４０リーグの試合におけるレフリー出務 

   ２年前から採用しているレフリー出務規定を今季も採用します。オーバー４０リーグのチームは、各

チームからレフリーを一人を出務していただくこととします（この出務は上記の試合当番の６人出務

とは別件です）。出務レフリーは兵庫県アイスホッケー連盟の規定内で、出務費を支給します。この

レフリーシフトの調整は、本大会レフリー委員長の山本伸一理事と連絡を取り合いながら、随時レフ

リー当番を決めていくこととします。 

    なお、オーバー５０リーグのチームは、このレフリー出務に関しては不要です。 

 

２５．大会中の傷害など 

   プレー中の傷害は、リンク管理者とともに出来るだけの応急処置や救急車要請を行うが、兵庫県アイ

スホッケー連盟は一切その責任は負わない。参加選手は自己責任において体調管理をして、試合参加

ください。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

リーグ戦前期試合日程、当番チーム表  

前期の試合はすべて尼崎リンク 

 

Game 試合日 曜 開始時間 ホーム  ビジター 当番チーム 

1 10/ 5 土 21:00 ジグノビーズ vs ホワイトベアーズ 神戸ジェッツ 

2 10/ 5 土 22:45 神戸ジェッツ vs HC アーセナル ジグノビーズ 

3 10/ 6 日 19:15 ジグダイナソーズ vs KOHA クラシックス 神戸ジンスターズ 

4 10/ 6 日 21:00 ビリケン Kings50 vs 神戸ジンスターズ ジグダイナソーズ 

5 10/12 土 21:00 ビリケン Kings50 vs ジグヒーローズ ビリケン Kings40 

6 10:12 土 22:45 ビリケン Kings40 vs 神戸ジェッツ ジグヒーローズ 

7 12/14 土 21:00 神戸ジンスターズ vs ジグダイナソーズ KOHAクラシックス 

8 12/14 土 22:45 KOHA クラシックス vs ジグヒーローズ 神戸ジンスターズ 

9 12/15 日 19:15 ジグノビーズ vs ビリケン Kings40 ホワイトベアーズ 

10 12/15 日 21:00 ホワイトベアーズ vs HC アーセナル ジグノビーズ 

11 12/22 日 19:15 ジグダイナソーズ vs ビリケン Kings50 KOHAクラシックス 

12 12/22 日 21:00 神戸ジンスターズ vs KOHA クラシックス ビリケン Kings50 

13 12/ 28 土 21:00 神戸ジェッツ vs ジグノビーズ ビリケン Kings40 

14 12/28 土 22:45 ビリケン Kings40 vs ホワイトベアーズ 神戸ジェッツ 

15 12/29 日 19:15 ジグヒーローズ vs ジグダイナソーズ ビリケン Kings50 

16 12/29 日 21:00 KOHA クラシックス vs ビリケン Kings50 ジグダイナソーズ 

17 1/ 5 日 19:15 ホワイトベアーズ vs 神戸ジェッツ HCアーセナル 

18 1/ 5 日 21:00 ビリケン Kings40  HC アーセナル ホワイトベアーズ 

19 1/12 日 19:15 神戸ジンスターズ vs ジグヒーローズ HCアーセナル 

20 1/12 日 21:00 HC アーセナル vs ジグノビーズ ジグヒーローズ 

 

 


