
４事業実施

本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地 結果など

2015/12/3 北海道
2015/12/6 札幌市

JSC基金
※未決

2016/3/11 青森県

2016/3/13 八戸市

JSC基金
※未決

2016/3/10 北海道

2016/3/13 札幌市

JSC基金
※未決

2016/2/12 青森県

2016/2/14 八戸市

26事業実施（2事業中止、2事業一部中止）

本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地 結果など

アジアリーグ・アイスホッケー2015-2016 2015/8/29

日本製紙クレインズ(JPN)、王子イーグルス(JPN)、 2016/4/3

東北フリーブレイズ(JPN)、日光アイスバックス(JPN)、

デミョンサンム(KOR)、ハイワン(KOR)、

アニャンハルラ(KOR)、チャイナドラゴン(CHN)、

シーライオンズ(RUS)

アジアリーグＪ-ICE

Northディビジョン 2015/9/20

2016/2/7

Northeastディビジョン

Eastディビジョン

Centralディビジョン

Westディビジョン 2015/12/20

2016/1/17

Southディビジョン 2015/11/14
2015/11/15

Play Off 2016/3/19
2016/3/21

JSCくじ
※未決

第4回日本女子アイスホッケーリーグ 2015/10/10

※チャレンジリーグ中止 2016/2/7

JSCくじ
※未決

2015/11/20 岡山県

2015/11/23 岡山市・倉敷市

拠点
づくり

第11回全日本少年アイスホッケー大会 2016/3/26 長野県

小学の部“風越カップ” 2016/3/29 軽井沢町

拠点
づくり

第10回全日本少年アイスホッケー大会 2016/3/26 北海道

中学の部 2016/3/29 釧路市

拠点
づくり

2015/12/18 栃木県

2015/12/21 日光市

拠点
づくり

2015/8/5 北海道

2015/8/9 苫小牧市

2016/1/22 群馬県
2016/1/24 渋川市

2016/1/19 岩手県
2016/1/22 盛岡市・花巻市

2016/1/6 栃木県
2016/1/9 日光市

-

第88回日本学生氷上競技選手権大会

事業 競技事業

共催

第10回全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会“日光杯”

第10回全国高等学校選抜アイスホッケー大会

-

第36回全国中学校体育大会

-

第65回全国高等学校総合体育大会

後援

優勝：日本体育大学 、準優勝：東京女子体育大学 、
３位：帯広畜産大学 、４位：岡山大学女子 、
上越教育大学、北海道教育大学釧路校女子、山口大学女子、
琉球大学、福井県立大学女子、筑波大学女子、
西南学院大学（女子）、都留文科大学女子、酪農学園大学
釧路公立大学、長崎大学女子、香川大学

優勝： 苫小牧選抜、準優勝： 釧路選抜
３位：帯広選抜、４位：札幌選抜
中四国選抜 、 兵庫県選抜 、 埼玉県選抜 、 大阪選抜 、
宮城県選抜 、  、 愛知県選抜 、 東京都選抜 、 栃木県選抜 、 福岡・沖
縄選抜 、 軽井沢選抜 、 長野県選抜 、 青森県選抜

『公益目的事業１』
１競技会事業
１-１全日本アイスホッケー選手権大会の主催

事業 競技事業 主催

-

第83回全日本アイスホッケー選手権

第4回日本アイスホッケー連盟会長杯

第35回全日本女子アイスホッケー選手権（Ａ）

第20回全日本女子アイスホッケー選手権（Ｂ）

１-１その他国内競技会の主催と共催

事業 競技事業

共催 -

主催

第3回日本学生女子アイスホッケー大会

中止

中止

優勝：香川アイスフェローズ、準優勝：大阪選抜
３位：京都府選抜、４位和歌山県選抜
５位：岡山ブルーサンダー

優勝：広島県選抜 、準優勝：山口県選抜 、３位： 愛媛県選抜

優勝：トヨタ自動車北海道、準優勝：神奈川県選抜 、
３位：香川アイスフェローズ 、  ４位：長野県選抜
広島県選抜  W  & S h

大阪市、三木町
京都市、倉敷市

広島市

広島市

苫小牧市、釧路市
帯広市

優勝 ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツ、準優勝 Ｄａｉｓｈｉｎ、
3位 道路建設ペリグリン、4位 FTS御影グレッズ
5位 トヨタシグナス、6位 釧路ベアーズ、
7位 帯広レディース、 8位 八戸レッズ、
9位 ＶＯＲＴＥＸ、10位 ＤａｉｓｈｉｎＢ

優勝 日本製紙クレインズ、準優勝 王子イーグルス
第3位 東北フリーブレイズ、第4位 H.C.栃木日光アイスバックス
中央大学 、 明治大学 、  釧路厚生社IHC 、 関西大学
【NHK BS1】

優勝 釧路厚生社、 準優勝 新日鐵住金室蘭
3位 香川アイスフェローズ、 4位 苫小牧市役所
セントラルクリニック 、 トヨタ自動車北海道センチュリーズ 、
三井物産スケート部 、 伊藤忠商事㈱ 、 八戸ブルースターズ 、
吉田産業 、 富山アイススポーツクラブ 、 青い森信用金庫

優勝 ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツ、準優勝 FTS御影グレッズ
3位 道路建設ペリグリン、4位 Ｄａｉｓｈｉｎ
5位 トヨタシグナス、 6位 八戸レッズ
7位 帯広レディース、8位（B降格） ＶＯＲＴＥＸ

優勝（Ａ昇格） 釧路ベアーズ、 準優勝 苫小牧NEXUS
3位 クイーンベアーズ、 4位 札幌インフィニティーズ
FIORE TORSPO 、 HC日光アイスバックスレディース 、 VIVAレディース
、ハセガワ ウィッチーズ 、 ホワイトドルフィンズ 、 レディースラビッツ 、
岡山レディース 、真駒内レディースアイスホッケークラブ 、 西宮IHクラブ
、 軽井沢フェアリーズ 、 香川ファイヤーバンズ

優勝：　アニャンハルラ　（韓国／5年ぶり3回目）
2位：　サハリン　（ロシア）
3位：　日本製紙クレインズ　（日本）
4位：　東北フリーブレイズ　（日本）
5位：　王子イーグルス　（日本）
6位：　H.C.栃木日光アイスバックス　（日本）
7位：　ハイワン　（韓国）
8位：　デミョンサンム　（韓国）
9位：　チャイナドラゴン　（中国）

札幌市、苫小牧市
釧路市、八戸市
盛岡市、郡山市
日光市、西東京市
横浜市、長野市
福岡市

釧路市、札幌市
帯広市、苫小牧市
室蘭市

優勝：トヨタセンチュリーズ、　準優勝：釧路厚生社
３位：新日鐵住金、４位：タダノ
５位：東部ブレイズ、６位：スケートハウス

中止

優勝：帯広選抜、準優勝：釧路選抜A
３位：苫小牧選抜、４位：青森県選抜
５位：栃木県選抜、６位：神奈川県選抜
７位：宮城県選抜、８位：長野県代表
９位：釧路選抜B、１０位：埼玉県選抜
１１位： 札幌選抜、１２位：愛知県選抜
中国四国選抜、九州・沖縄選抜、京都・滋賀選抜、兵庫県選抜、北陸選
抜、大阪府選抜、山形県選抜、東京都選抜、福島県選抜、釧路選抜C

優勝：帯広選抜、準優勝：苫小牧選抜
３位：釧路選抜、４位： 東京都選抜
５位： 札幌選抜、６位：関東選抜
７位：青森県選抜、８位：大阪・京都選抜
９位：兵庫県選抜、１０位：長野県選抜
１１位：栃木県選抜、１２位：愛知県選抜
中四国・九州選抜

優勝：白樺学園高校、準優勝： 武修館高校
３位： 駒大附属苫小牧高校、４位：北海道清水高校
中日クラブ、光泉高校、 八戸工業大学第一高校、北海道栄高校 、 北海
道釧路江南高校、北海高校、埼玉栄高校、岡山・香川選抜、日光明峰
高校、早稲田実業学校高等部、東北高校、武相高校、水戸啓明高校、
盛岡中央高校、群馬県選抜、苫小牧工業高校、苫小牧東高校、西武ホ
ワイトベアーズ、軽井沢高校、 釧路工業高校、関西大学第一高校、青
森県立八戸商業高校、龍谷富山高校、福岡ブレイカーズ

優勝：十勝連合Ｄ、準優勝：苫小牧中学合同Ａ
３位： 釧路市立鳥取中学校、４位：日光中今市中合同
三沢合同、光泉中学校、八戸市立第二中学校、千葉県選抜、埼玉県選
抜、宮城県選抜、東京都選抜、群馬県選抜、蔵王一中、軽井沢中学校、
郡山市立熱海中学校、 長野市合同

優勝：武修館高校、準優勝：駒澤大学附属苫小牧高校
３位：八戸工業大学第一高校、白樺学園高校
光泉高校、北海道清水高校、北海道釧路江南高校、北海高校、埼玉栄
高校、慶應義塾高校、日光明峰高校、早稲田実業学校高等部、東北高
校 、武相高校、水戸啓明高校、江陵高校、盛岡中央高校、群馬県立渋
川工業高校、群馬県立高崎工業高校、苫小牧工業高校、軽井沢高校、
関西大学第一高校、青森県立八戸商業高校、青森県立八戸工業高校、
青森県立八戸高校、、龍谷富山高校

優勝：中央大学、準優勝：日本体育大学
３位：明治大学、４位： 東洋大学
久留米大学、京都産業大学、八戸学院大学、北海道大学、北陸大学、
同志社大学、名古屋大学、大東文化大学、大阪府立大学、専修大学、
岡山大学、慶應義塾大学、日本大学、早稲田大学、札幌大学、東北福
祉大学、東海大学、法政大学、熊本大学、神奈川大学、立命館大学、立
教大学、関西大学、関西学院大学、青山学院大学、龍谷大学

平成27年度事業報告
平成27(2015)年7月1日～平成28(2016)年6月30日



本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地 結果など

JSCくじ 第71回国民体育大会冬季大会 2016/1/27 岩手県
※日体協申請 �   開催負担金支出 2016/1/31 盛岡市

花巻市

JSCくじ アジアリーグＪ-ICEジュニア

※未決 U16　Northディビジョン（１） 2015/11/27 北海道

2015/11/29 釧路市

U16　Northディビジョン（２） 2015/12/25 北海道

2015/12/27 帯広市

U16　Northeastディビジョン（１） 2015/9/4 青森県

2015/9/6 八戸市

U16　Northeastディビジョン（２） 2015/11/13 岩手県

2015/11/15 盛岡市

U16　Eastディビジョン（１） 未定 未定

U16　Eastディビジョン（２） 未定 未定

U16　Centralディビジョン（１） 2015/10/10 長野県

2015/10/12 軽井沢町

U16　Centralディビジョン（２） 2015/11/21 長野県

2015/11/23 岡谷市

U16　Westディビジョン（１） 2015/9/11 滋賀県

2015/9/13 大津市

U16　Westディビジョン（２） 2015/10/16 滋賀県

2015/10/18 大津市

U16　Southディビジョン（１） 2015/8/7 福岡県

2015/8/9 福岡市

U16　Southディビジョン（２） 2015/9/19 岡山県

2015/9/21 岡山市

U16　Final 2016/1/15 北海道

2016/1/17 苫小牧市

U18 2015/8/9 北海道

2015/8/12 苫小牧市

U20 2015/8/18 北海道

2015/8/20 苫小牧市

2016/4/15 滋賀県
2016/4/17 大津市

2016/4/9 青森県
2016/4/10 八戸市

2016/6/18 北海道
2016/6/19 帯広市

2015/7/18 兵庫県
2015/7/19 丹波市

2015/7/18 兵庫県
2015/7/19 丹波市

2016/2/6 岡山県
2016/2/7 岡山市、倉敷市

太陽生命 第4回全日本小学生低学年選抜大会 2016/3/19 岡山県
　【太陽生命U9ジャパンカップ2016】 2016/3/20 倉敷市

競技会補助事業 2016/1/9 北海道 第36回 北海道全道小学生選手権大会

（北海道地区） 2016/1/11 帯広市 助成確定額：０円（収入が上回った為）

2016/2/1 北海道 第43回 日ア連会長杯　東北海道大会

2016/2/10 釧路市 助成確定額：200,000円

2016/3/5 北海道 第43回 道南地区新人小学生大会

2016/3/6 苫小牧市 助成確定額：200,000円

競技会補助事業 申請なし

（東北地区）

競技会補助事業 2016/2/13 栃木県 第41回 関東少年大会

（東京・関東地区） 2016/2/21 日光市 助成確定額：200,000円

競技会補助事業 2016/2/6 長野県 第11回 風越カップ　北信越東海ブロック大会

（北信越東海地区） 2016/2/7 岡谷市 助成確定額：200,000円

競技会補助事業 2016/4/1 大阪府 第42回 西日本小中学生競技大会

（近畿地区） 2016/4/4 大阪市 助成確定額：200,000円

競技会補助事業 2016/3/5 岡山県 第23回 倉敷市長杯ジュニア競技会

（中四国地区） 2016/3/6 倉敷市 助成確定額：200,000円

競技会補助事業 2016/3/12 熊本県 第32回 九州小・中学生選手権大会

（九州地区） 2016/3/13 熊本市 助成確定額：143,883円（収支差額に剰余金あり）

普及

-

第4回全国社会人アイスホッケー大会

-

-

第18回全日本インラインホッケー選手権（Ｂ）

-

第18回全日本インラインホッケー選手権（Ｌ）

-
全日本少年インラインホッケー大会

普及

オールド

主催

-

第21回全日本オールドタイマー大会Over50

-

第4回全日本オールドタイマー大会Over60

インライン

-
第18回全日本インラインホッケー選手権（Ａ）

国体 共催

事業
強化

競技事業
(開催)
強化

（参加）

主催

事業

選手56名

選手34名

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

＜少年の部＞
１位：北海道　　２位：埼玉県　　３位：栃木県　　４位：長野県
５位：青森県　　６位：滋賀県　　７位：茨城県　　８位：福岡県
９位：岩手県・沖縄県・大阪府・広島県・東京都
＜成年の部＞
１位：東京都　　２位：神奈川県　３位：栃木県　　４位青森県
５位：北海道　　６位：愛知県　　７位大阪府　　８位：長野県
９位：広島県・宮城県・長崎県・新潟県・福岡県・群馬県・滋賀県・京都
府・香川県・鹿児島県・沖縄県・埼玉県・福島県・石川県・岩手県・山口
県・兵庫県・岡山県
＜総合成績＞
１位：北海道・栃木県　　３位：青森県　　４位：東京都
５位：埼玉県・神奈川県　　７位：長野県
８位：愛知県・滋賀県　　１０位：茨城県・大阪府
１２位：福岡県
１３位：岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・群馬県・千葉県・山梨
県・新潟県・富山県・石川県・福井県・静岡県・三重県・岐阜県・京都府・
兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香
川県・徳島県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎
県・鹿児島県・沖縄県

優勝：千葉イエローバンティング、準優勝：アイスウエスト
３位：シニアモンスターズ 、４位：キャピタルズ
KOHAクラシックス、UGLY-DUCKS、セントラル選抜、チームクシロ50、原
宿ドランカーズ、宮城ダディーズ、 帯広オジンガーO-50 、札幌お～る
でぃ～ず50

優勝：バンスター、準優勝：青森県シニア
３位：札幌お～るでぃ～ずO60、４位：苫小牧O60
Brezzaヨコハマ、KOHAクラシックス、帯広オジンガーO60、東京キング
ス、王子東京オールドタイマーズ

優勝：かんだ食堂、準優勝： ＴＥＡＭ　ＢＩＳＣＵＩＴ、
３位：Ｂａｎｄｅ、４位： ＴＥＡＭ　ＪＡＭＭ
ＢＬＯＯＤ

優勝：ダイナモ、準優勝：STIGA
３位：Dos maffick、４位：日体大ドリームズ
 RUSH JAGUAR、富山インライン、ＢＡＮＤＩＴＳ、ＬＯＶＥＲＳ広島、Ｍｃｒｅａｔ
ｅ

優勝： Ｔｅａｍ　ＳＯＮＩＣ、準優勝：peanuts
３位：ｔｅａｍ ｍａｆｆｉｃｋ、４位：日体大ドリームズ
LOVERS LADIES、ＭＡＰＬＥＨＯＮＥＹ

中止

優勝：WAG軽井沢、準優勝：北辰工業
３位：東京都選抜、４位：岡山選抜
NEC、レッドモルモッツ、中国四国選抜、倉敷福山選抜

優勝：東京都選抜、準優勝：神奈川県選抜
３位：栃木県選抜、４位：埼玉・群馬選抜
５位：大阪選抜、６位：北信越・東海選抜Ａ
７位：北信越・東海選抜Ｂ、８位：九州・沖縄選抜
９位：兵庫県選抜、１０位：中四国選抜
１１位：京都・滋賀選抜、１２位：中国選抜



1事業実施

本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

札幌市 2016/2/11 北海道
2016/2/14 札幌市

15事業実施（1事業中止、1事業追加）

本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

2015/7/28 ロシア

2015/8/4 ハバロフスク

JOC 2015/8/23 ロシア

2015/8/30 ハバロフスク

JOC 2015/11/2 ラトビア
2015/11/9 リエパヤ

2016/2/2 北海道
2016/2/14 札幌市

JOC 2015/12/6 フランス
2015/12/19 メジェーヴ

2015/7/4 フィンランド
2015/7/12 ビエルマキ

JOC 2015/7/4 フィンランド
2015/7/12 ビエルマキ

JOC(H28) 2016/4/6 イタリア
2016/4/24 アシアゴ

HUN, SLO, JPN, UKR, ITA, KOR
ＧＫ
香田　凌辰、中島　康渡
ＤＦ
青山 大基、長岡　翼、篠田　純希、今　勇輔、三浦 大輝、切江　蓮、浪木 遼、岩村　優希
ＦＷ
生江　太樹、清水　怜、小林 斗威、小堀 雄太郎、武部　虎太朗、相木　隼斗、猪狩　大智、
荒井　詠才、金子　嵩基、澤出　仁、徳田　滉也、安田 桂太朗
スタッフ
大北　照彦、寺島　浩、三杉 友宏、島本　則道、山本　周平、佐々木　伸吾

-
IIHFディベロップメントキャンプ
選手：柏原瑞、柚木辰徳、スタッフ：長谷川宜彦
IIHFグローバルスキルチャレンジサミット予選
竹中星奈、菅田路莞
2016IIHF男子U18世界選手権ディビジョンⅠグループＢ

男子ロシア遠征
GK
人見 峻、福藤 豊、伊藤 優人
DF
羽刕 銘、芳賀 陽介、山田 虎太朗、橋本 僚、山下 敬史、梁取 慎也
橋場 亮
FW
寺尾 勇利、高木 健太、西脇 雅仁、田中 遼、田中 豪、三田村 康平
小原 大輔、山田 淳哉、大津 晃介、大澤 勇斗、平野 裕志朗
上野 拓紀、山下 拓郎
スタッフ
グレッグ　トムソン、山中　武司、鈴木　貴人、佐保　豊、山本　周平

男子U16ロシア遠征
GK
大野　智央、加藤　陸
DF
務台　慎太郎、武部　太輝、石田　陸、其田　拓也、菅田　路莞
米山　幸希
FW
阿部　泰河、安藤　永吉、荒木　翔伍、権平　優斗、藤原　周
宮田　大輔、中條　廉、木綿　宏太、柚木　辰徳、三浦　稜介
西村　陽飛、上野　鉄平
STAFF
山中　信雄、上村　俊二、大北　照彦、伊藤　秀吉

ユーロアイスホッケーチャレンジ

JPN, ITA, BLR, LAT
ＧＫ
福藤　豊、伊藤優人、人見　峻
ＤＦ
橋場　亮、山下敬史、山田虎太朗、橋本　僚、坂田　駿、秋本デニス
梁取慎也
ＦＷ
上野拓紀、西脇雅仁、高木健太、重野駿佑、小原大輔、高橋聖二
大津晃介、山田淳哉、田中　豪、山下拓郎、田中　遼、河合卓真
スタッフ
トムソングレッグ、山中武司、鈴木貴人、佐保　豊、山本周平

ピョンチャンオリンピック男子二次予選グループＪ
JPN, UKR, CRO, ROM
ＧＫ
小野田 拓人、福藤　豊、伊藤 優人
ＤＦ
佐々木一正、坂田 駿、橋場 亮、山田 虎太朗、橋本 僚、山下 敬史、
梁取 慎也、芳賀 陽介
ＦＷ
高橋 聖二、髙木 健太、河合 卓真、西脇 雅仁、寺尾 裕道、田中 豪、
三田村 康平、小原 大輔、山田 淳哉、重野 駿佑、久慈　修平、
平野　裕志朗、上野 拓紀、山下 拓郎
スタッフ
村上　一元、トムソン　グレッグ、山中　武司、鈴木　貴人、佐保　豊、
山本　周平、オドンネル　キース、大北　照彦

2016ＩＩＨＦ U20世界選手権ディビジョンⅠグループB

SlO, UKR, POL, FRA, JPN, GBR
ＧＫ
古川　駿、金子　将太朗
ＤＦ
簑島　圭悟、ハリデー慈英、山崎　勇輝、相馬　秀斗、志賀　祥樹、今　勇輔、
松井　洸
ＦＷ
入倉　大雅、三浦　優希、泉　翔馬、桂川　涼、松本　昂大、出口　圭太、
古川　誠也、柴田　嗣斗、中屋敷　侑史、石田　和哉、府中　裕也、
阿部　魁、鈴木　ロイ
スタッフ
トムソン・グレゴリー、山中　武司、山口　和良、松田　圭介、佐保　豊、
山本　周平

-

-

事業 競技事業

ピョンチャンオリンピック男子一次予選グループＪ
JPN, UKR, CRO, ROM

１-３国際競技会への代表者の派遣

事業名

１-２国際競技会

事業名

ＪＰＮ●　1-3　Ａｍｕｒ(KHL)
ＪＰＮ●　0-3　Ａｍｕｒ(KHL)
ＪＰＮ●　1-5　Ａｍｕｒ(KHL)

1) UKR 3-0 ROU (1020名)
2) CRO 0-3 JPN (1828名) NHK-BS1
3) UKR 6-0 CRO (1227名)
4) JPN 7-0 ROU (2265名) NHK-BS1
5) ROU 1-4 ROU (1003名)
6) JPN 2-1 UKR (2000名) NHK-BS1

1位：JPN　3勝0敗　勝点9
2位：UKR　2勝1敗　勝点6
3位：CRO　1勝2敗　勝点3
4位：ROU　0勝3敗　勝点0

強化強化

ＪＰＮ16●　0-5　AmurU17-18
ＪＰＮ16●　1-5　AmurU17-18
ＪＰＮ16〇　5-3　AmurU16
ＪＰＮ16●　2-8　AmurU17-18

ＪＰＮ●　4-5　ＬＡＴ
ＪＰＮ●　0-3　ＩＴＡ
ＪＰＮ●　0-3　ＢＬＲ

テストマッチ
ＪＰＮ○　４－１　サハリン
ＪＰＮ○　６－５　サハリン
男子二次予選グループＪ
ＪＰＮ○　３－０　ＣＲＯ
ＪＰＮ○　７－０　ＲＯＭ
ＪＰＮ○　２－１　ＵＫＲ

フランス同時多発テロの影響により派遣取止め

選手２名、スタッフ１名を派遣

竹中星奈選手２位通過
菅田路莞選手１４位通過

ＪＰＮ○　3-2　ＩＴＡ
ＪＰＮ○　1-0　ＫＯＲ
ＪＰＮ○　4-1　ＳＬＯ
ＪＰＮ●　2-4　ＨＵＮ
ＪＰＮ○　3-2　ＵＫＲ

１位：ＨＵＮ
２位：ＪＰＮ
３位：ＵＫＲ
４位：ＳＬＯ
５位：ＩＴＡ
６位：ＫＯＲ



本部 委員会 助成等 期日 開催地 結果など

JOC(H28) 2016/4/13 ポーランド
2016/4/29 クラクフ

JOC派遣 2016/2/12 ノルウェー
2016/2/21 リレハンメル

JOC 2015/8/7 カナダ
2015/8/17 カルガリー

JOC 2015/9/17 ロシア
2015/9/30 モスクワ

JOC 2015/11/4 カナダ
2015/11/16 エドモントン

カルガリー

JOC(H28)
2016/3/17 カナダ
2016/4/6 カムループス

JOC 2016/1/10 ハンガリー
2016/1/16 ミシュコルツ

2016/4/21 ニュージーランド

2016/4/23 ニュープリマス

普及 インライン

IIHFインラインホッケー世界選手権アジア・オセアニア予選【追加事業】

GK
大澤 啓太、土本 光太郎
DF
佐藤 育也、大音 大輔、後藤 智也
FW
松崎 覚、西永 健太郎、穂積 潤光、多田 真章、一條 健太郎、土本 元太郎、大澤 卓也、土
本 春太郎、山野下 元氣
スタッフ
中嶋 寛

-

女子代表カナダ遠征
ＧＫ
桐渕　絵理、近藤　真衣、小西　あかね
ＤＦ
青木　香奈枝、鈴木　世奈、竹内　愛奈、堀　珠花、武田　莉奈、小池　詩織、細山田　茜、
床　亜矢可
ＦＷ
小野　粧子、久保　英恵、足立　友里恵、平野　由佳、中村　亜実、岩原　知美、大澤　ち
ほ、米山　知奈、藤本　もえこ、寺島　奈穂、高　涼風、床　秦留可
スタッフ
藤澤　悌史、笠原裕二郎、菅原　一博、細谷　妙子

2015IIHF女子世界選手権
Group A: USA, CAN, FIN, RUS 

Group B: SWE, SUI, JPN, CZE
ＧＫ
藤本　那菜、小西　あかね、近藤　真衣
ＤＦ
鈴木　世奈、竹内　愛奈、堀　珠花、武田　莉奈、小池　詩織、床　亜矢可、志賀　葵
ＦＷ
小野　粧子、久保　英恵、足立　友里恵、平野　由佳、岩原　知美、米山　知奈、大澤　ち
ほ、藤本　もえこ、獅子内　美帆、寺島　奈穂、浮田　留衣、高　涼風、床　秦留可
スタッフ
藤澤　悌史、笠原裕二郎、服部　幹彦、菅原　一博、細谷　妙子

2016IIHF女子U18世界選手権ディビジョンⅠ

JPN, NOR, SVK, GER, HUN, DEN
ＧＫ
外崎　亜優、増原　海夕
ＤＦ
竹中　星奈、志賀　　葵、太田　こころ、志賀　　紅音、桜井　乃愛、関　夏菜美、園田　歩美
ＦＷ
太田 　 愛、伊藤　優希、永野元　佳乃、月本　萌恵、三浦　芽依、大滝　知香、山下　光、日
向　　蘭、小山　玲弥
スタッフ
藤澤　悌史、石森　梓、近藤　陽子、菅原　一博

2016IIHF世界選手権ディビジョンⅠグループＡ

AUT, SLO, POL, JPN, ITA, KOR
ＧＫ
福藤　豊、小野田 拓人、人見　峻
ＤＦ
坂田 駿、梁取 慎也、橋場 亮、山下 敬史、山田 虎太朗、芳賀 陽介、佐々木一正
ＦＷ
上野 拓紀、西脇 雅仁、髙木 健太、田中 豪、山下 拓郎、河合 卓真、小原 大輔、高橋 聖
二、大澤 勇斗、三田村 康平、寺尾 裕道、久慈　修平、平野　裕志朗
スタッフ
トムソン　グレゴリー、鈴木　貴人、山中　武司、佐保　豊、オドンネル　キース
、石田　浩之、山本　周平

2016冬季ユースオリンピック大会　スキルチャレンジ
竹中星奈、菅田路莞

IIHF女子ハイパフォーマンスキャンプ
DF　志賀　葵
FW　永野元　佳乃
FW　日向　蘭
コーチ　近藤陽子

女子代表ロシア遠征
ＧＫ
桐渕　絵理、近藤　真衣、小西　あかね
ＤＦ
青木　香奈枝、鈴木　世奈、竹内　愛奈、堀　珠花、武田　莉奈、小池　詩織、細山田　茜、
床　亜矢可
ＦＷ
小野　粧子、久保　英恵、足立　友里恵、平野　由佳、中村　亜実、岩原　知美、大澤　ち
ほ、藤本　もえこ、獅子内　美帆、寺島　奈穂、森井　真衣、高　涼風、床　秦留可
スタッフ
藤澤　悌史、笠原裕二郎、菅原　一博、細谷　妙子

事業名

強化強化

選手３名、役員１名を派遣

ＪＰＮ●　１－３　ＲＵＳ
ＪＰＮ●　１－２　ＲＵＳ
ＪＰＮ●　２－４　ＲＵＳ
ＪＰＮ●　３－６　ＲＵＳ

ＪＰＮ●　2-3　SSAC LIONS（男子ジュニア）
ＪＰＮ○　3-1　アルバータ大学
ＪＰＮ●　0-1　アルバータ大学
ＪＰＮ●　2-8　Sherwood Park Flyers（男子ジュニア）
ＪＰＮ○　4-1　アルバータ大学
ＪＰＮ●　1-3　カルガリーインフェルノ

グループラウンド
ＪＰＮ●　２－４　ＳＵＩ
ＪＰＮ●　０－２　ＳＷＥ
ＪＰＮ●　２－３　ＣＺＥ
順位決定戦
ＪＰＮ●　１－３　ＳＵＩ
ＪＰＮ●　０－４　ＳＵＩ

１位：ＵＳＡ
２位：ＣＡＮ
３位：ＲＵＳ
４位：ＦＩＮ
５位：ＳＷＥ
６位：ＣＺＥ
７位：ＳＵＩ
８位：ＪＰＮ（降格）

ＪＰＮ〇　3-0　ＤＥＮ
ＪＰＮ○　3-1　ＧＥＲ
ＪＰＮ○　7-0　ＨＵＮ
ＪＰＮ○　4-1　ＳＶＫ
ＪＰＮ○　1-0　ＮＯＲ

１位：ＪＰＮ（昇格）
２位：ＧＥＲ
３位：ＳＶＫ
４位：ＮＯＲ
５位：ＨＵＮ
６位：ＤＥＮ

ＪＰＮ●　1-7　ＳＬＯ
ＪＰＮ●　1-3　ＡＵＴ
ＪＰＮ●　0-3　ＫＯＲ
ＪＰＮ●　1-3　ＩＴＡ
ＪＰＮ●　4-10　ＰＯＬ

１位：ＳＬＯ
２位：ＩＴＡ：
３位：ＰＯＬ
４位：ＡＵＴ
５位：ＫＯＲ
６位：ＪＰＮ（降格）

竹中星奈選手１位
菅田路莞選手１３位

ＪＰＮ○　1-3　ＴＰＥ
ＪＰＮ○　42-0　ＩＮＤ
ＪＰＮ●　3-5　ＮＺＬ

１位：ニュージーランド（予選通過）
２位：日本
３位：台湾
４位：インド



2事業

本部 委員会 助成等 期日 開催地 報告

2015/7/4 北海道
2015/7/5 苫小牧市

北信越東海 2015/7/11 長野県
2015/7/12 軽井沢町

関東・東京 2015/7/18 栃木県
2015/7/19 日光市

道東地区 2015/7/25 北海道
2015/7/26 釧路市

東北 2015/8/1 青森県
2015/8/2 八戸市

近畿 2015/9/5 兵庫県
2015/9/6 西宮市

九州 2015/9/19 福岡県
2015/9/20 福岡市

中四国 2015/9/26 岡山県
2015/9/27 倉敷市

地域間の競技役員交流配置
クリニックなどは未実施

6事業実施

本部 委員会 助成等 期日 開催地 報告

JSCくじ 2015/8/14 北海道 選手55名、スタッフ10名

※未決 2015/8/18 苫小牧市
JSCくじ 2015/8/14 北海道 選手56名、スタッフ11名
※未決 2015/8/16 釧路市

2015/8/21 岡山県 選手55名、スタッフ12名
2015/8/23 倉敷市
2015/7/5 北海道 選手39名

釧路市
2015/8/31 東京都 選手42名

東大和市
2015/11/29 大阪府 選手43名

大阪市
2016/1/11 福岡県 選手53名

福岡市
2015/9/7 東京都 選手47名

東大和市
2015/10/3 滋賀県 選手46名

大津市
2016/2/29 岩手県 選手47名

盛岡市
JSCくじ スキルチャレンジ 2015/8/2 山梨県 選手20名
※未決 甲府市
JSCくじ 2015/7/18 北海道 選手49名
※未決 2015/7/20 苫小牧市

2015/8/29 山梨県 選手11名
甲府市

2事業実施

本部 委員会 助成等 期日 開催地 報告

通年

2015/9/20 香川県
2015/9/23 三木町
2015/11/7 福島県
2015/7/15 郡山市

２-４海外遠征チームの競技力向上合宿 14事業実施（2事業中止、2事業を他事業に吸収）

本部 委員会 助成等 期日 開催地 報告

JSCくじ 2016/2/17 北海道 選手２５名、スタッフ８名
※未決 2016/2/21 苫小牧市

2016/3/24 北海道 選手２２名、スタッフ６名
2016/3/29 苫小牧市
2016/4/1 北海道 Ｕ１８エリートキャンプに吸収
2016/4/5 苫小牧市

JOC(H28) 2016/4/4 北海道 選手２９名、スタッフ８名
2016/4/12 苫小牧市

JOC(H28) 2016/6/26 北海道 選手３４名、スタッフ６名
追加 2016/6/30 苫小牧市

JSCくじ 2015/8/10 北海道 選手３８名、スタッフ１１名

※未決 2015/8/14 苫小牧市
JSCくじ 2015/7/26 福岡県 選手２７名、スタッフ５名
※未決 福岡市

2015/8/1 兵庫県 選手６８名、スタッフ１１名
2015/8/8 西宮市
2015/8/8 岡山県

岡山市

事業名

強化

U18エリートキャンプ

2016IIHF U18世界選手権ディビジョンⅠグループB事前国内合宿

2016IIHF 世界選手権ディビジョンⅠグループＡ事前国内合宿

男子U16エリートキャンプ

男子U16セレクトキャンプ

強化 普及

-
公認指導者講習用教材作成

- 指導者養成講習〔専門科目〕講師派遣

強化

-

男子代表陸トレ合宿

三菱自動車

事業名

ジュニアアイスホッケークリニック・スキルチャレンジ

太陽生命
ジュニアアイスホッケークリニック・スキルチャレンジ

JIHFホッケークリニック

２-３指導者育成講習事業

普及
総務

普及
マーケ広報

普及 普及

２-２アイスホッケーの競技力向上の講習事業

事業名
女子U12キャンプ

U12ディベロップメントキャンプ（１）

U12ディベロップメントキャンプ（２）

強化 強化

２講習・育成事業
２-１審判員・競技役員等の養成講習事業

事業名

事業

レフェリークリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道南地区

競技事業 -
競技役員養成
�  オフアイスオフィシャル・GSV等

レフェリー -

総計  男 748 +女 61 +高 55 = 864名
北海道ブロック
北海道  男 169 +女 14 +高 2 = 185名
東北ブロック
青　森  男 68 +女 5 +高 23 = 96名
岩　手  男 8 +女 0 +高 0 = 8名
秋　田  男 6 +女 1 +高 0 = 7名
山　形  男 7 +女 0 +高 0 = 7名
宮　城  男 10 +女 3 +高 0 = 13名
福　島  男 2 +女 0 +高 0 = 2名
関東ブロック
茨　城  男 13 +女 1 +高 0 = 14名
栃　木  男 22 +女 4 +高 2 = 28名
群　馬  男 14 +女 1 +高 0 = 15名
埼　玉  男 9 +女 1 +高 0 = 10名
千　葉  男 14 +女 0 +高 0 = 14名
神奈川  男 30 +女 3 +高 0 = 33名
山　梨  男 67 +女 6 +高 2 = 75名
東京ブロック
東　京  男 29 +女 3 +高 1 = 33名
北信越東海ブロック
長　野  男 39 +女 1 +高 0 = 40名
静　岡  男 5 +女 0 +高 0 = 5名
愛　知  男 29 +女 3 +高 2 = 34名
新　潟  男 27 +女 2 +高 12 = 41名
福　井  男 1 +女 0 +高 0 = 1名
石　川  男 14 +女 1 +高 0 = 15名
富　山  男 7 +女 0 +高 0 = 7名
岐　阜  男 3 +女 0 +高 0 = 3名
三　重  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
近畿ブロック
滋　賀  男 15 +女 0 +高 0 = 15名
京　都  男 12 +女 1 +高 0 = 13名
大　阪  男 36 +女 4 +高 0 = 40名
和歌山  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
奈　良  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
兵　庫  男 22 +女 1 +高 0 = 23名
中四国ブロック
鳥　取  男 5 +女 0 +高 0 = 5名
島　根  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
岡　山  男 14 +女 4 +高 0 = 18名
広　島  男 25 +女 0 +高 11 = 36名
山　口  男 2 +女 0 +高 0 = 2名
徳　島  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
香　川  男 15 +女 2 +高 0 = 17名
愛　媛  男 1 +女 0 +高 0 = 1名
高　知  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
九州ブロック
福　岡  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
佐　賀  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
長　崎  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
熊　本  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
大　分  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
宮　崎  男 8 +女 0 +高 0 = 8名
鹿児島  男 0 +女 0 +高 0 = 0名
沖　縄  男 0 +女 0 +高 0 = 0名



本部 委員会 助成等 期日 開催地 報告

JOC 2015/7/22 北海道 選手３５名、スタッフ７名

2015/7/29 苫小牧市
JOC 2015/8/19 北海道 選手２８名、スタッフ５名

2015/8/24 釧路市
2015/10/13 北海道 未実施
2015/10/17 苫小牧市

日光市 2015/12/13 栃木県 選手２２名、スタッフ５名
2015/12/20 日光市
2016/2/19 北海道 選手２４名、スタッフ４名
2016/2/24 苫小牧市

JOC(H28) 2016/6/9 北海道 選手２９名、スタッフ６名
2016/6/15 苫小牧市

JSCくじ 2015/8/1 北海道 選手３５名、スタッフ７名
※未決 2015/8/5 帯広市

2015/11/24 北海道 選手２６名、スタッフ７名
2015/11/28 苫小牧市

女子U18世界選手権派遣事業に吸収

JSCくじ 2015/8/14 北海道 選手５３名、スタッフ７名
※未決 2015/8/18 苫小牧市

2016/2/14 青森県 未実施
2016/2/18 八戸市

２-５アイスホッケーの普及奨励事業 3事業実施

本部 委員会 助成等 期日 開催地 報告

普及 JSC強化 2015/8/29
競技事業
レフェリー

※未決 2016/4/3

通年

通年

３競技技術の調査研究事業 ４事業実施（1事業中止）

本部 委員会 助成等 期日 開催地

通年 全国
各地

JOC

JSCくじ 未実施
※未決 2015/12/3 北海道

2015/12/6 札幌市
2016/3/10 北海道
2016/3/13 札幌市

４競技施設及び用具等の研究指導並びに公認事業 ４事業実施

本部 委員会 事業名 報告

普及 普及 全国的リンク事情の掌握と施設レベルの向上と新設へ向けた検討

強化 医科学安全 安全管理機材・機器等の普及
�   ＡＥＤ、スパインボード、ヘッドイモビライザーほか
�   フレキシブルゴールペグほか

競技事業 施設・設備・用具等の公認

マーケ広報 �   電光掲示装置ほか

環境 環境に配慮した施設や大会運営に関する検討と指導

５その他 2事業実施

本部 委員会 事業名 報告

マーケ広報 スポンサー誘致活動 セールスパッケージ作成、誘致活動

「オフィシャル」
パートナー（太陽生命、ANA、ブリヂストン、プリンスホテル）
サプライヤー（Nike）
サポーター（OSK）

総務 寄付金募集 寄附金等取扱規程策定
洛氷会より女子強化費として30万円ご寄付頂きました。

事業
総務

総務

総務

強化 -
国際的競技・強化情報の収集

通年�   強化育成情報
�   戦術情報

強化

通年
�   トップコーチ1名
�   ジュニア担当コーチ3名
�   メディカルスタッフ1名

医科学安全

-
国際的医科学・安全管理情報の収集

通年

強化

-
競技会等強化視察
�   強化スタッフによる全国各カテゴリー競技会などの視察とスカウティング
専任コーチングスタッフ配置

安全管理基準策定と普及
ドーピング検査（競技会）
於：全日本選手権

於：全日本女子選手権（Ａ）

女子強化合宿

女子強化合宿

総務 -

登録データ管理・情報システム拡充

事業名

事業名

事業

アジアリーグ活性化事業
�   キッズキャンプほか

マーケ広報 -
ホームページ管理運営・Web環境整備

総務

女子U18セレクトキャンプ①

女子U18セレクトキャンプ②

女子U18セレクトキャンプ③（海外）

女子U16キャンプ

女子U16キャンプ

強化

女子強化合宿

女子強化合宿

女子強化合宿

女子強化合同合宿（対戦国調整中）
国際エキジビションマッチ

強化

事業名

-

-

札幌、郡山、福岡、
横浜、盛岡、長野、
東京

アイスホッケーキャンプ：全国７カ所
プログラム3,000部、メディアガイド1,000部作成
レフェリー研修会1回開催
レフェリー及びレフェリースーパーバイザーを開催各地へ派遣

電光掲示板の公認
セイコータイムシステムズ、ダクトロニクスジャパン

トップコーチ：トムソングレッグ
ジュニア担当コーチ：山中武司、藤澤悌史、大北照彦
メディカルスタッフ：佐保　豊

加盟団体別登録チーム数及び登録者数
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）
北海道　 148チーム3751名    滋賀県　  10チーム  198名
青森県 　 36チーム  916名  　京都府　 10チーム   220名
岩手県　  24チーム  335名  　大阪府　 57チーム 1148名
秋田県　   7チーム    92名  　和歌山県 2チーム     21名
山形県　   9チーム   131名  　奈良県　  2チーム     24名
宮城県　  18チーム  438名 　 兵庫県　 26チーム   562名
福島県　   4チーム   112名  　鳥取県　   2チーム    39名
茨城県　  10チーム   201名 　 島根県　  7チーム    79名
栃木県　  35チーム   708名  　岡山県　 11チーム  248名
群馬県　  11チーム   187名 　 広島県　 11チーム  157名
埼玉県　   7チーム   190名 　  山口県　  7チーム  119名
千葉県　  14チーム   274名  　徳島県　   1チーム   16名
東京都　 118チーム 3535名    香川県　   8チーム  154名
神奈川県 64チーム 1421名     愛媛県　   6チーム  129名
山梨県　  18チーム   287名  　高知県　   1チーム    22名
長野県　  31チーム   642名  　福岡県　 33チーム   668名
静岡県　   5チーム     87名   　佐賀県　  3チーム    55名
愛知県　  32チーム   664名     長崎県　  5チーム    78名
新潟県　  13チーム   255名     熊本県　 14チーム  180名
福井県　   6チーム     97名   　大分県 　  2チーム    32名
石川県　   8チーム   134名  　 宮崎県　   1チーム     29名
富山県　  10チーム   167名  　 鹿児島県  1チーム    16名
岐阜県　   1チーム     30名   　沖縄県　   7チーム   121名
三重県　   2チーム     19名
                     合計      858チーム    18.988名

強化スタッフによる全国各カテゴリー競技会などの視察スカウティングを
実施



『収益事業１』
１物品販売事業 2事業実施

本部 委員会 事業名

マーケ広報 ＪＩＨＦ公式グッズなど物品の制作及び販売 クリエイト２１運営によるショッピングサイトにて販売

レフェリー 2014-2018国際競技規則等の翻訳出版

２標章等の使用許可事業 2事業実施

本部 委員会 事業名

商標・肖像などの管理・販売

テレビ放送権などの管理・販売

『その他』 19項目活動実施

本部 委員会 助成等 事業名 報告

JSCくじ 諸規程等総合整備事業

※未決

-
国際アイスホッケー連盟・日本体育協会・日本オリンピック委員会加盟

理事会・評議員会開催
�   定時評議員会

�   理事会

総務委員会活動会議
�   諸規程の検討・整備
�   事務局運営マニュアルの検討
�   法人運営に関する改善検討

審議委員会活動会議
�   ペナルティー報告の管理・指導
�   登録資格などの管理・指導

環境委員会活動会議
�   環境保護に関する啓発・実践活動の検討・指導

広報活動会議
�   広報施策の検討
マーケティング活動会議
�   スポンサー誘致活動の企画検討
国際会議出席
�   年次総会、準年次総会、アジア会議ほか

国際委員会活動
�   国際的な交渉についての検討
�   国際人養成についての検討
倫理委員会活動・通報窓口設置
�   綱紀粛正の周知徹底
�   倫理・社会規範意識の啓蒙
�   通報相談窓口の設置・運営

強化・普及活動会議

�   強化方針、計画、強化施策などを検討

�   ＮＴＣ競技別強化拠点を使った各種事業の検討

　J-ICEジュニア選考参加方法の検討
医科学安全委員会活動会議
�   傷害報告の管理と分析
�   安全管理施策を検討
�   医科学的情報の共有

普及委員会活動
�   指導者資質の向上
�   公認指導者拡大及び公認指導者資格についての検討
�   幼少期アイスホッケーやスケート経験機会の創造についての検討
�   全国リンク事情調査結果の分析
�   リンクの無い地域への対策検討
�   施設レベル向上に向けた検討と指導
�   リンク新規建設に向けた検討と働きかけ
インライン委員会活動

�    

オールドタイマー委員会活動
�   生涯スポーツとしての振興に向けた検討
�   安全な試合への取り組み検討

事業委員会活動
�　J-ICEジュニア・J-ICE等リーグの円滑な運営方法の検討
�   アジアリーグ国内開催の円滑な運営についての検討
�   主催競技会開催地の３ヶ年調整
�   国内に於ける国際大会開催開催マニュアルの検討
�   小中学生の為の主催選手権大会開催検討
�   開催要項の検討
�   競技会開催経費支出に関する規程検討
�   競技会運営マニュアルの検討
国体委員会活動
�   分離開催を想定した標準予算書、運営マニュアル等の検討
�   開催時期の検討
�   開催決定県への運営指導
�   参加都道府県に向けた国体に関するＱ＆Ａの作成
レフェリー委員会活動会議

�    

主催大会の開催地・開催時期の検討・調整
主催競技会に関する経理処理指導
助成金交付申請事業の一部中止検討

開催候補地の視察、調整
最少参加人数に関する検討

国際ルールブックの翻訳出版に関する監修
国際ルール変更に伴う国内浸透策の検討・調整
国内競技会へのレフェリー・ラインズマンの配置
国際競技会へのレフェリー・ラインズマンの派遣
委員会組織の構築
クリニック開催の検討
ルール及びローカルルールの確認

男子オリンピック二次予選開催に伴う広報施策検討と記者会見実施
プレスリリースなどの連盟発信管理

オフィシャルパートナー企画、大会スポンサー企画の検討
営業戦略の検討

国際会議への出席
2015年8月ASPGミーティング（TPE）：秋山憲一郎・高橋利行
2015年9月準年次総会（CRO)：髙橋利行・トムソングレッグ
2016年5月年次総会（RUS)：植木孝・小野伸治・トムソングレッグ

IIHF役員就任に向けた施策検討・コミッティメンバー候補者公募実施

普及

男子オリンピック２次予選グループＪ：NHK-BS1
全日本アイスホッケー選手権：NHM-BS1

IIHFインラインホッケー世界選手権アジア・オセアニア予選派遣に伴い
選手選考・調整
全日本選手権大会開催に向けた検討・調整

全日本大会開催に向けた検討・調整
生涯スポーツとしての振興に向けた検討
ノーコンタクトルール導入についての検討

-

環境 -

強化
指導者養成

NTC
-

普及 -

総務

-

-

倫理 -

総務

事業

事業

レフェリー -

-

国体 -

競技事業 -

インライン -

オールド -

医科学安全 -

強化

-

国際

オフィシャルパートナーなどのプログラムと連動・管理
代表等選手肖像、Smile Japan商標などの管理

2014-2018年度 アイスホッケー公式国際競技規則、ケースブックを翻訳
出版

倫理に関するガイドライン及び倫理規程を改訂
懲戒規程、倫理委員会規則を制定

2015/07/26　第1回理事会
2015/09/12　第2回理事会
2015/09/26　第3回理事会
2015/09/26　定時評議員会
2015/10/04　第4回理事会
2015/12/25　第5回理事会(決議省略)
2016/03/19　第6回理事会
2016/06/25　第7回理事会

・ 評議員会運営規程（案）を作成
・理事会運営規程、業務執行会議運営規程、 役員等旅費規程の緊急
処置、 アンチ・ドーピング規程、特定個人情報取扱規程などを制定
・個人情報保護規範、専門委員会規程を改訂
・通報窓口設置に関する規程等検討

助成金・補助金の不正受給に関する件について、調査・審議中

GM・MPの取扱、追加処分に関するガイドライン及び解釈の通達
ペナルティー報告管理
北海道 メジャー＋GM 1件、メジャー＋MP 1件
群馬県 メジャー＋GM 1件
埼玉県 GM 1件
東京都 GM＋MP 1件、メジャー＋GM 8件、メジャー＋MP 1件
山梨県 GM 2件、メジャー＋GM 3件、メジャー＋MP 1件

JOCスポーツと環境委員会作成ポスター・横断幕を競技会で掲示するな
ど啓発活動を実施
長野県岡谷市での「森林づくりの集い」にスマイルジャパン選手を派遣

強化体制再構築・強化プラン検討
NTC競技別拠点のマネジメント機能を受託
J-ICEジュニア中止

審議 -

総務 マーケ広報

日本代表ドクター帯同
男子世界選手権ディビジョンⅠグループＡ：石田浩之
女子世界選手権：服部幹彦
男子U18世界選手権ディビジョンⅠグループＢ：島本則道
女子U18世界選手権ディビジョンⅠグループＡ：大西信三

理事会
直轄

マーケ広報

総務
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