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Youth Hockey League (Asia Region) Sapporo Stop
To develop ice hockey in Asia and promote friendly exchanges among the young players, Hong Kong
Amateur Hockey Club and Hong Kong Academy of Ice Hockey founded by Mr. Thomas Wu, the Vice
President (Asia and Paciﬁc Region) of IIHF had successfully held Youth Hockey League (Asia
Region) in Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taipei and other cities since 2011, which had provided a
great platform for the young ice hockey players in different regions to broaden their horizons and
expand exchanges.
In conjunction with the great support from Hokkaido government, Sapporo city and Sapporo Ice
Hockey Federation, 2018 AYHL has been held last March in Sapporo, the ﬁrst Winter Olympic city in
Asia. During the 2 days of exciting games, the young players from Hong Kong and Sapporo improved
their skills and teamwork as well as deepened international friendship.
With the joining of Korea elementary team this year, there is no doubt that 2019 AYHL Sapporo Stop
is going to be more exciting and intense. Let's expect our future stars to achieve more growth and
create a better future for ice hockey in Asia.

アジア地域青少年アイスホッケーリーグ札幌大会
アジアにおけるアイスホッケー競技の普及振興及び青少年選手間の友好交流に寄与することを目的とし
て、国際アイスホッケー連盟アジアパシフィック地域副会長トーマス・ウー氏が設立した香港アマチュアアイ
スホッケークラブ及び香港アイスホッケー訓練学校は、2011年から北京、上海、香港、台北などの都市で、ア
ジア地域青少年アイスホッケーリーグ大会を行い、各地の青少年選手たちに技術成長と友好交流の舞台を
提供してきました。
昨年３月に2018アジア地域青少年アイスホッケーリーグは北海道、札幌市及び札幌アイスホッケー連盟の
多大なる協力を得て、アジア初の冬季オリンピック開催都市「札幌」で開催されました。２日間にわたる熱戦
を通じて、香港と札幌の青少年選手によって技術とチームワークの向上につながっただけでなく、国際的な
友好を深める機会となりました。
今年は韓国の小学生チームが加わり、2019アジア地域青少年アイスホッケーリーグ札幌大会がより面白く
魅力的なものになることは間違いないでしょう。アジアのアイスホッケーの将来に向けて、今大会に参加する
アイスホッケー選手たちがより素晴らしい成長を遂げるよう熱く応援しましょう。

http://www.asianyouthhockeyleague.com/
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Organizers
主催者紹介
Hong Kong Amateur Hockey Club (HKAHC)
The Hong Kong Amateur Hockey Club, HKAHC (previously known as Hong Kong
Amateur Hockey Association), was established in 2001. It is a non-proﬁt making
sports organization aims at promoting the sport to make it accessible for all in Hong
Kong.
Since 2001, HKAHC has grown to be one of the largest ice hockey clubs in Hong
Kong with 600 registered players and has hosted over 3,500 games for both adults
and youths. In 2018/19 season, HKAHC has hosted 436 games.

香港アマチュア ホッケー クラブ（HKAHC）
香港アマチュア ホッケー クラブ（旧香港アマチュア アイスホッケー協会）は２００１年に設
立された非営利スポーツ団体であり、香港市民が誰でも手軽に参加できるように、アイス
ホッケーの普及振興に取組んでいます。
２００１年以降、本クラブは大人及び青少年のアイスホッケー試合を３５００回も開催したう
え、登録選手数が６００名に達し、香港最大のアイスホッケークラブとして香港アイスホッ
ケーの発展に寄与してきました。２０１８/１９シーズンでは４３６試合を開催しました。

www.hkahc.com

Hong Kong Academy of Ice Hockey (HKAIH)
The Hong Kong Academy of Ice Hockey (HKAIH) is a non-proﬁt making sports organization
founded in 2007, with the objective of promoting ice hockey as a sport for all in Hong Kong.
We enter into the schools and community to offer diversiﬁed and quality programs under the
professional sport development system.
The mission of HKAIH is to partner with government departments, non-proﬁt organizations,
educational institutions and youth organizations to drive the localization movement of ice
hockey in Hong Kong; to nurture young hockey players with personal growth and positive
character as key components of our holistic training to be provided by our professional
coaches; to develop local players, coaches, referees under a systematic career plan and to
provide eye-opening exchange platforms for talented young players to excel to the elite level
by participating in international competitions.

香港アイスホッケー訓練学校(HKAIH)
香港アイスホッケー訓練学校は2007年に設立され、香港のアイスホッケー普及推進を目
的とする非営利スポーツ団体です。私たちは学校及び地域社会において、政府部門、慈善
団体、学校法人及び青少年団体と連携しながら、多様化の訓練及びPR活動を企画し、各
年齢層の青少年が積極的に参加できるように、アイスホッケーの全市民的発展を推進して
おります。
また、専門的な指導者による全面的なトレーニングプログラムを通して青少年選手の競
技力の向上や心身の健全な発展を図るだけではなく、コーチ、レフェリーの育成を行い、国
際交流体験を通じて青少年の視野拡大につなげたいと考えております。

www.hkaih.org
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Organizers
主催者紹介
SIHF

Sapporo Ice Hockey Federation (SIHF)
Sapporo Ice Hockey Federation

SIHF was founded in 1973 and is responsible for administrating the individual ice
hockey groups in Sapporo as a member of Hokkaido Ice Hockey Federation (HIHF).
With the goal of contributing to the sound development of Sapporo citizen's health
and mind as well as the winter sports in Hokkaido, SIHF has been organizing all
kinds of necessary programmes and events to promote the amateur ice hockey and
help its member groups to nurture players.
一般財団法人 札幌アイスホッケー連盟(SIHF)
札幌アイスホッケー連盟は1973年に設立され、財団法人北海道アイスホッケー連盟
(HIHF)の所属団体であり、札幌市におけるアイスホッケー団体を統括し、これを代表するア
マチュア団体として、アマチュア・アイスホッケーの普及振興と加盟団体の育成強化を図る
ために必要な事業を行い、札幌市民の心身の健全な発達と北海道のスポーツ振興に寄与
することを目的といたします。

http://sihf.jp/

Co-organizer
共催者紹介
Sapporo Global Sports Commission (SGSC)
SGSC is a non-proﬁt organization established with the missions of supporting the
bidding and hosting of international sport events, promoting the sport branding of
Hokkaido and Sapporo, and activating the international sport exchanges so as to
contribute to the regional revitalization and the expansion of inbound and outbound
population.

さっぽろグローバルスポーツコミッション(SGSC)
北海道の豊富なスポーツ資源を活用することにより、国際的なスポーツイベントの誘致・
開催支援活動を推進し、北海道の魅力を発信するとともに、市民・団体の多様な交流を支
え、地域活性化と交流人口拡大に貢献することを目的に設立された非営利公的組織です。

http://www.sapporosport.org/
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Venue
試合会場
Tsukisamu Gymnasium
Tsukisamu Gymnasium is an all-year-round ice rink in Sapporo with the glorious history of hosting
numerous major international sport events including the 1972 Winter Olympics, Asian Winter
Games, Universiade and World Curling Championship since its completion in 1971. Featuring its
30mx60m international standard ice rink and 2,300 seat capacity, Tsukisamu Gymnasium regularly
holds ice hockey and ﬁgure skating games throughout the year, which makes it a very popular
winter sports facility among the Sapporo citizens.

月寒体育館
月寒体育館は1971年に完成して以来、1972年冬季オリンピック、第1回・第2 回・第8回冬季アジア競技
大会、ユニバーシアード冬季大会、世界カーリング女子選手権など、様々なメジャー・スポーツ･イベントが
開催され`栄光の歴史を誇る会場です。アイスホッケー、スケートなどのウィンタースポーツができる通年型
スケートリンクとした、長年にわたって札幌市民に愛用されています。
リンク30m×60m
座席数2300

札幌

KOREA

札幌

香港

札幌

札幌

Ｒｉｎｋ

大会本部
Headquarter

１F

2F

選手入口

観客入口
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[Game Rules]
1. Maximum 20 players and 2 goalies of each team can attend the league games. Each team is going to play
minimum 4 games.
2. All players must wear protective gears including the neck guard and mouth guard for safety guidelines.
3. Teams must have matching Home (white) and Away (dark) set of jerseys – 2 in total for all players.
4. Each team will be provided 5 minutes on-ice warm up session, then both teams go to their respective blue
line to wait for signal from referee to salute each other. Coaches need to ﬁnish addressing their team within
the warm up session.
5. After the game, players will line up on their respective blue line and salute each other on referees' signal in
a sign of sportsmanship. Player of the game will be announced for each team. Players will then line up and
salute the audience and game ofﬁcials and shake hands with the other team, and then captains will shake
hands with the referee and linesmen.
6. 3 periods of 15 minutes each (running clock format), Intermission: 3 minutes. Time-Out for each team: 30
seconds for each game.
7. In qualiﬁcation stage, winner in regulation time will get 3 points. If tied after regulation, each team will
receive 1 point, and then proceed to the shoot-out: 3 shooters from each team will participate. If shoot-out
remains tied, 1 shooter from each team (shooter can be repeated) will continue the shoot-out until the winner
is decided. The winner of the shootout will get 1 extra point.
8. Teams will be ranked by the total points they have won during the qualiﬁcation before they proceed to the
playoff. If there are teams tied on points, the ranking will be decided by the following rules:
(1) Number of Wins
(2) Head to Head
(3) Goal Differential
(4) Total Goal
(5) Total Penalty Minutes (fewest)
9. In case of any dispute, the referee's decision shall be ﬁnal.
10. There will be 3 On-Ice Ofﬁcials for each game (1 Referee and 2 Linesmen). All the On-Ice and Off-Ice
Ofﬁcials will be organized by the League.

[Regulations]
1. Face offs following the calling of a penalty will be conducted in the end-zone of the offending team. In the
case of co-incidental penalties, the face off will be conducted at the point of last play.
2. Icing - Teams who commit an icing are not permitted to change players until play has resumed. Change of
players will be permitted after an icing only if a penalty situation occurs during the same stoppage which
results in a change of on-ice strength. Change of players is still not permitted should a team call a time-out.
For the ﬁrst offense, a warning shall be issued from the referee to the offending team, and any subsequent
infractions shall result in a Bench Minor penalty.
3. Penalty
(1) Checking to the head will not be tolerated, and penalties shall be assessed in every instance a check is
delivered to an opponent above their shoulders. Referees have the discretion to assess a Minor and
Misconduct penalty, a Major and Game Misconduct penalty, or a Match penalty to any player based on the
severity of the penalty. Any infraction that results in an injury shall automatically receive a Major and Game
Misconduct penalty or Match penalty.
(2) Checking From Behind will not be tolerated. Any player penalized for Checking From Behind, regardless
of intent, shall receive a Minor and Misconduct penalty, Major and Game Misconduct Penalty, or Match
Penalty. Any infraction under this rule that results in an injury shall automatically receive a Major and Game
Misconduct Penalty or Match penalty.
(3) High sticking penalties resulting in an injury or which draws blood will not be tolerated. Any player
penalized for a High sticking penalty which results in injury or which draws blood will receive a Double Minor
Penalty 2+2. A double minor penalty is considered as 1 penalty.
(4) All Major penalties shall incur an automatic Game Misconduct.
(5) Game Misconducts occurring during regulation time shall result in the player being removed from the ice
for the remainder of the game.
(6) Any Game Misconduct received in the last 10 minutes of regulation play shall result in a 1-game
suspension which will be served in the players' next game.
(7) Any player receiving a Match penalty shall be ruled off the ice for the remainder of the game and
suspended indeﬁnitely, at the League's discretion.
For all other rules, refer to the IIHF rulebook & Sport regulations.
Any dispute shall be resolved by the consultation of representatives from Hong Kong Academy of Ice
Hockey and Sapporo Ice Hockey Federation.
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【競技規則】
1. 参加方式
(1) 各チームの最大選手人数はプレイヤー20名とゴールキーパー2名の合計22名とする。
(2) 各チームの試合数は4試合以上とする。
2. 選手全員はネックガード、マウスピースを着用しなければならない。
3. 各チームは淡色(白)と濃色のユニフォーム2着を用意しなければならない。ホームチームは淡色、ビジ
ターチームは濃色を着用する。
4. 試合前に各チームは5分間の氷上ウォームアップができる。レフェリーが試合開始のコールを出す前
に、選手は各自のブルーラインに沿って整列し、相手チームに挨拶する。コーチの作戦指示は５分間
のウォームアップ時間内に終了しなければならない。
5. 試合終了後、選手は再びブルーラインに沿って整列し、レフェリーの合図で相手チームに挨拶する。各
チームのベストプレイヤーも選出し表彰される。選手たちは一列にして観客及び組織委員会に挨拶す
る。最後は選手同士が握手し、チームキャプテンがレフェリー及びラインズマンと握手する。
6. １試合は１５分間のピリオド（ロス込み）を３回行い、ピリオドの間には３分間のインターミッションが入る。
各チームは1試合ごとに３０秒のタイムアウトを1回取ることができる。
7. 予選の各試合の勝者に3ポイント、敗者に0ポイントが与えられる。第３ピリオドを終了した時点で同点
の場合は、両チームに1ポイントずつが与えられ、さらに両チーム3名ずつのＰ・Ｓ・Ｓ（ペナルティ・ショッ
ト・シュートアウト）を行い、なお勝敗が決まらない場合は、サドンビクトリー方式のＰ・Ｓ・Ｓにより勝敗を
決定し、勝者は1ポイントが追加され、敗者は追加ポイント無。
8. 獲得ポイント数が同じ場合は、下記の方法で予選のランキングを決める。
(1) 勝ち点
(2) 当該チーム同士で行った試合の結果
(3) 得失点差
(4) 合計得点
(5) 総ペナルティ時間（最短）
9. 試合に関する議論が発生した場合は、レフェリーの判定を最終結果とする。
10. オフィシャル：各試合はオンアイス・オフィシャル3名制で行われる（レフェリー1名、ラインズマン2名）。

【試合規則】
1. フェイスオフ
ペナルティを科された後、フェイスオフは反則したチームのエンドゾーンで行われる。相手チームの
選手もペナルティを科された場合は、フェイスオフは反則地点に最も近いフェイスオフ・ポイントで行わ
れる。
2. アイシング
アイシングを犯したチームは、試合がフェイスオフで再開するまで選手の交代ができない。ただし、
アイシングとペナルティが同時に発生した場合は、選手の交代が認められる場合がある。チームはタ
イムアウトを取る時、選手交代は認められない。初めてアイシングを犯したチームに対してレフェリー
が警告を発し、2度目の違反をしたら、ベンチマイナーペナルティが科される。
3. ペナルティ
(1) 頭部或は肩以上の部位へのチェッキングなどの反則行為はペナルティを科される。ペナルティの種
類はレフェリーによって判断される（例えば、マイナーペナルティ+ミスコンダクトペナルティ、メジャー
ペナルティ+ゲームミスコンダクトペナルティまたはマッチペナルティ）。相手選手を負傷させたプレイ
ヤーは、メジャーペナルティ+ゲームミスコンダクトペナルティまたはマッチペナルティを科される。
(2) 背後からのチェッキングなどの反則行為はペナルティを科される。ペナルティの種類はレフェリーに
よって判断される（例えば、マイナーペナルティ+ミスコンダクトペナルティ、メジャーペナルティ+ゲー
ムミスコンダクトペナルティまたはマッチペナルティ）。相手選手を負傷させたプレイヤーは、メジャー
ペナルティ+ゲームミスコンダクトペナルティまたはマッチペナルティを科される。
(3) ハイスティッキングによって相手選手に負傷或は出血させた選手は、ダブルマイナーペナルティ
（2分＋2分）を科される。
(4) メジャーペナルティは自動的なゲームミスコンダクトペナルティを伴う。
(5) ゲームミスコンダクトペナルティを科された選手は、この試合の残り時間に出場できない。
(6) 試合の最後10分間にゲームミスコンダクトペナルティを科された選手は、次の試合は出場停止とな
る。
(7) マッチペナルティを科された選手は、以後の試合は出場停止となる。
他の規則はIIHF競技規則に準じるものとする。
議論が発生した場合は、札幌アイスホッケー連盟と香港アイスホッケー訓練学校の代表者により協議
の上解決する。各参加チームはその決定に従うものとする。
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Game Schedule
試合日程
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Hong Kong Academy of Ice Hockey
香港アイスホッケー訓練学校 (HKAIH)
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Korea Elementary Ice Hockey Association
韓国小学生アイスホッケー協会 (KEIHA)
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Hokkaido Barbarians Jr. IHC
北海道バーバリアンズ ジュニア IHクラブ
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Sapporo Eagles
札幌イーグルス
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Sapporo Hoshioki Ketters
札幌星置ケッターズ
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Tsukisamu Stronger
月寒ストロンガー
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