2018ア ジア地域青少年アイスホッケーリーグ 本
L幌 大会

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 つて整列し、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 つて整列 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PoS・
・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
S(ペ ナルティ・ショット
方式 のPes.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 の方法でランキングを決める。
(1)勝 ち点
(2)当 該チーム同士で行 つた試合 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 )。

ヾ
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.

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 によつて判断される(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 によつて判断される(例 えば、マイナ ーペ ナルティ十ミスコンダクトペ 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つて相手選手に負 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 技規員1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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