
大  会  名 主  催 開 催 地

2020/9/25～27 河渕杯争奪第19回レディースカップ兼2020オータムレディースカップ 道ア連 帯広

2020/10/4 第92回北海道アイスホッケー競技選手権大会（Ａ） 道ア連 釧路

2020/10/31～11/1 第5回オールドタイマーアイスホッケー北海道大会 道ア連 札幌

2020/11/21～23
第76回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会北海道予選
第72回北海道体育大会冬季大会スケート競技会
第92回北海道アイスホッケー競技選手権大会（Ｂ）

道ア連 帯広

2020/12/4～6
第34回道新杯争奪全道女子アイスホッケー大会（Ａ）
第25回道新杯争奪全道女子アイスホッケー大会（Ｂ）

道ア連 釧路

2020/12/12～13 第12回全道選抜中学生女子アイスホッケー大会 道ア連 札幌

2021/1/9～11 第41回全道小学生アイスホッケー選手権大会 道ア連 帯広

2021/2/19～21 第68回道新杯争奪全道アイスホッケー大会 道ア連 札幌

未定
第18回北海道インラインホッケー選手権大会（Ｂ）
第23回北海道インラインホッケー選手権大会（Ｌ）

道ア連 未定

中止 第9回全道中学生1・2年生アイスホッケー大会 道ア連 帯広

中止 第8回全道小学生低学年（U9）アイスホッケー大会 道ア連 帯広

2020/10/3
第45回毎日杯争奪定期戦
「ひがし北海道クレインズ 対 王子イーグルス」

毎日新聞
北海道支社

釧路

2020/10/10～12/27 アジアリーグアイスホッケー　ジャパンカップ2020 ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞｱｲｽﾎｯｹｰ 各地

2021/1/9～4/11 アジアリーグアイスホッケー2020-2021 ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞｱｲｽﾎｯｹｰ 各地

2020/9/6～2/14 2020-21 J-Ice North Division 日ア連 各地

中止 第88回全日本アイスホッケー選手権大会(A)予選会 日ア連 帯広

2021/1/9～11 第55回全日本アイスホッケー選手権大会(B)北海道予選会 道ア連 室蘭

2021/2/6～7 第25回全日本オールドタイマーアイスホッケー北海道予選 道ア連 釧路

2020/10/16～18 釧路

2020/10/9 帯広

2020/10/9 札幌

2020/11/13～15 第9回女子日本アイスホッケーリーグ 第2次 日ア連 苫小牧

2021/2/26～28 第9回女子日本アイスホッケーリーグ ﾌｧｲﾅﾙ 日ア連 帯広

2021/3/11～14 第40回全日本女子アイスホッケー選手権大会 日ア連 札幌・帯広

未定
全道学生リーグ
兼 第93回日本学生氷上競技選手権大会北海道予選

道ア連 各地

未定 第5回令和元年度北海道学生アイスホッケー交流戦 道学連 泊村

中止
第22回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会
（ファーストステージ／セカンドステージ）

大会実行委員会 苫小牧

2020/11/20～22 第30回北海道高等学校選抜アイスホッケー大会 高体連 釧路

未定
第54回北北海道高校アイスホッケー大会
前期釧路地区予選

高体連 釧路

未定
第54回北北海道高校アイスホッケー大会
前期十勝地区予選

高体連 帯広

未定
第54回北北海道高校アイスホッケー大会
前期決勝大会

高体連 釧路

未定 第54回南北海道高校アイスホッケー大会 高体連 苫小牧

中止 第15回全国高等学校選抜アイスホッケー大会 苫小牧市 苫小牧
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[トップリーグの部]

[一般の部]

[オールドタイマーの部]

[女子の部]

第9回女子日本アイスホッケーリーグ 第1次 日ア連

[大学の部]

[高校の部]

◆
主
管
事
業

2020年度(一財)北海道アイスホッケー連盟 競技会開催事業
【2020年7月1日～2021年6月30日】

※2020年8月25日現在　開催地・日程等変更の場合あり
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2020/12/23～26
第73回北海道高等学校アイスホッケー競技選手権大会
第72回北海道体育大会冬季大会スケート競技会
第76回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会北海道予選

高体連 札幌

未定
第54回北北海道高校アイスホッケー大会
後期釧路地区予選

高体連 釧路

未定
第54回北北海道高校アイスホッケー大会
後期十勝地区予選

高体連 帯広

未定
第54回北北海道高校アイスホッケー大会
後期決勝大会

高体連 帯広

未定 第53回南北海道高校新人アイスホッケー大会 高体連 苫小牧

2020/12/18～20 第51回北海道中学校スケート・アイスホッケー大会 中体連 苫小牧

未定 第9回道ア連会長杯道南地区中学生新人アイスホッケー大会 道ア連 苫小牧

未定 第9回道ア連会長杯中学生アイスホッケー道央大会 道ア連 帯広

未定 第9回道ア連会長杯中学生アイスホッケー東北海道大会 道ア連 釧路

2021/3/25～29 第15回全日本少年アイスホッケー大会　（中学生・男子） 釧路市 釧路

中止 第23回JTB 杯争奪全国選抜小学生アイスホッケーサマー大会 JTB北海道 苫小牧

未定 第48回日ア連会長杯道南地区小学生新人アイスホッケー大会 日ア連 苫小牧

未定 第48回日ア連会長杯アイスホッケー大会東北海道大会 日ア連 釧路

未定 第36回日ア連会長杯小学生アイスホッケー道央大会 日ア連 帯広

2020/12/10～13 第88回全日本アイスホッケー選手権大会(A) 日ア連 東京

2021/1/20～25
令和2年度全国高等学校総合体育大会
第70回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会
（インターハイ）

高体連 長野

2021/1/27～31 第76回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 日ア連 愛知

2021/2/4～7 第41回全国中学校アイスホッケー大会 中体連 八戸

2021/3/5～7 第55回全日本アイスホッケー選手権大会(B) 日ア連 岩手

未定 第93回日本学生氷上競技選手権大会（インカレ） 日本学生氷上競技連盟 八戸

未定 第25回全日本オールドタイマーアイスホッケー大会(O-50) 日ア連 福島

第8回全日本オールドタイマーアイスホッケー大会(O-60)

第4回全日本オールドタイマーアイスホッケー大会(O-70)

未定 第16回風越カップ全日本少年大会（小学生の部） 軽井沢町 軽井沢

未定 第23回インラインホッケー全日本選手権大会(B/L) 日ア連 未定

未定 第23回インラインホッケー全日本選手権大会（A） 日ア連 未定

中止 第8回日本学生女子アイスホッケー大会 日ア連 岡山

中止 第15回全日本中学・高校生女子アイスホッケー大会 日光市 日光市

2021/4/26～5/2 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Division I Group B IIHF ポーランド

2021/2/10～17 2021 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division Ⅱ Group A IIHF エストニア

2021/4/5～11 2021 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division I Group A IIHF スロバキア

2021/4/7～17 2021 IIHF Ice Hockey Women's World Championship IIHF カナダ

2021/1/10～16 2021 IIHF Ice Hockey U18 Women's World Championship IIHF ハンガリー

未定 日ア連 熊本
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[中学の部]

[小学の部]

【全国大会等】

【国際大会等】
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