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4歳児～小学校6年生



クラブの紹介



会費とクラス

ステップアップ期間 大会に参加しよう!!

チャレンジ アチーブ

1年生～3年生 ４年生～６年生

月／８回程度 月／８回程度

・アイスホッケーを楽しむ事をメインとした活動がメインです。 ・アイスホッケー競技に必要なスキル ・大会出場や試合に出場する事を

　ボールを使ったり。遊び中心の活動です。 　を、身につける事を目的とします。 　目的とした活動になります。

・ミニゲームを行ったり、他のクラブ ・合宿や遠征などの活動もあります。

　とゲームをします。 ※遠征費用は別途徴収します。

必須 必須

・なし　※GK除く

スポーツ保険

少年団登録費 900円 　900円

連盟登録費 3,500円 3,500円

事務手数料

・４月～９月/月額︓6,000円
・10月～３月/月額︓8,000円

ファミリー割引 ２人目以降半額　※同一クラスに「きょうだい」がいる場合に適用

退会費 5,000円/移籍に関わる費用実費（学童のみ/入会後、シーズン途中（翌年3/31まで）の退会時に徴収します。）

1,000円/月（スケート･ヘルメット購入したら無料）

TIPE︓A/900円　TIPE︓AW/1,600円　※A＝バーバリアンズの活動のみ適用　AW=他の活動にも適用

200円（入会時）※登録更新時に徴収します。登録期間4/1～翌年3/31

900円　※学童のみ

※3,500円（連盟主催大会に出場したい方）

６回／1,000円（未就学児）・６回／2,000円（小学生）

※小学生は半年間の猶予期間後、該当するカテゴリに
移行していただきます。

・４月～９月/月額︓6,000円
・10月～３月/月額︓4,000円

クラス料金

レンタル防具

4歳児～※小学生

月／８回程度

無

・スケート、スティックワークなど遊びの中で身に付けて
　いきます。

・３回まで無料（貸出防具あり）

入
会
時
費
用

【　連盟登録について　】

　・連盟に選手登録した選手は連盟主催の大会にエントリーできます。※チーム状況によって必ずしも出場できるとは限りません。

　・連盟に選手登録しない選手は連盟主催の大会にエントリーできませんが、練習試合やオープン参加の大会には出場できます。

※その他「ビジター」での参加も受け入れています。1回 / 1,000円　注）チーム所属の方は、所属チームの許可をいただいてください。

その他

【ゲームジャージ費用】　ジャージ/～18,800円（発注枚数によって異なります）　ソックス/～2,800円（ジャージと一緒に発注した場合は1,600円）

ジャージ購入は基本的に5年生からですが、どなたでも購入できます。

注）活動費は年間のスケジュールに合わせて設定しています。会費に不足が生じた場合は別途徴収する場合があります。

Peep（未就学児/小学生初心者）

スタンプカード制

クラス

対　象

回　数

内　容

※連盟登録

はじめよう︕
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クラブの紹介

◆ 2012-13 年　クラブ発足・・・登録初年度で全道大会出場を果たす！
・４月 16日　札幌アイスホッケー連盟の承認を受け、６年生 /３名。５年生 /１名。４年生 /３名。２年生 /２名。年長 /２名。

　合計 12名でスタート。8人で挑んだ公式戦。

【主要大会成績】

・第 6回札幌ノースライオンズクラブ Cup（3位）　・第 19回札幌アイスホッケー連盟会長杯（準優勝）

・第 33回全道小学生アイスホッケー選手権大会出場

◆ 2013-14 年　無念！２年連続の全道大会出場を逃す。
・春には６年生がひとりとなってしまったが、新入部員が加わり「仲間の大切さ」を痛感したシーズン。

【主要大会成績】

・第 22回札幌少年少女新人 IH大会（３位）　・第 7回札幌ノースライオンズクラブ Cup（3位）

・第 20回札幌アイスホッケー連盟会長杯（３位）

◆ 2014-15 年　２年振りの全道大会出場を果たす！
・チーム発足時の４年生が最上級生となりチームを牽引。札幌市民大会に初出場。２年振りの全道大会出場を果たした。

【主要大会成績】

・第 23回札幌少年少女新人 IH大会（準優勝）　・第 55回札幌市民大会（3位）　・第 8回札幌ノースライオンズクラブ Cup（4位）

・第 21回札幌アイスホッケー連盟会長杯（準優勝）　・第 35回全道小学生アイスホッケー選手権大会出場
・第 16回泊村長杯（5位）※初エントリー

◆ 2015-16 年　みんなで勝ち取った１勝の重み。なかなか勝てなかった苦しいシーズン。
・シーズン開始からなかなか勝てずに「まずは１勝」を目標に掲げて、目標を達成して喜びを分かち合うことができた。

【主要大会成績】

・第 24回札幌少年少女新人 IH大会（最下位）　・第 56回札幌市民大会（５位）※未勝利　

・第 9回札幌ノースライオンズクラブ Cup（最下位）　・第 22回札幌アイスホッケー連盟会長杯（５位）※シーズン初勝利　

・第 17回泊村長杯（5位）※シーズン２勝目

◆ 2016-17 年　クラブ発足後初のタイトルを獲得。
・発足当時の２年生が主力となり、新入部員も実力をつけ、着実にレベルアップしたチームが初タイトルを獲得した。

【主要大会成績】

・第 25回札幌少年少女新人 IH大会（４位）・第 57回札幌市民大会（最下位）　・第 10回札幌ノースライオンズクラブ Cup（準優勝）

・第 23回札幌アイスホッケー連盟会長杯（3位）　・第 37回全道小学生アイスホッケー選手権大会出場　

・第 18回泊村長杯（優勝）

◆ 2017-18 年　U-9（３年生以下）世代が全道大会で準優勝。
・チーム発足後、着実に部員数を増やし低学年が上達していった。初出場のU-9 全道大会で準優勝を果たす。

【主要大会成績】

・第 26回札幌少年少女新人 IH大会（５位）　・第 58回札幌市民大会（最下位）　・第 10回札幌ノースライオンズクラブ Cup（３位）

・第 24回札幌アイスホッケー連盟会長杯（3位）　・第 5回全道低学年（U9)IH 大会（準優勝）

・第 38回全道小学生アイスホッケー選手権大会出場　・第 19回泊村長杯（５位）

◆ 2018-19 年　クラブ初。全道大会に 3期連続出場。
・前年度にU-9 全道大会で準優勝を果たした選手たちも加わるもブロンズコレクターのシーズン。

【主要大会成績】

・第 27回札幌少年少女新人 IH大会（3位）　・第 59回札幌市民大会（3位）　・第 11回札幌ノースライオンズクラブ Cup（３位）

・第 25回札幌アイスホッケー連盟会長杯（3位）　・第 39回全道小学生アイスホッケー選手権大会出場　

・第 19回泊村長杯（５位）

◆ 2019-20 年　クラブ初。札幌市民大会で初優勝。
・6年生が 5人抜けるも、4・5年生（U-9 全道大会準優勝メンバー）が実力をつけて好成績につながる。

　新人戦では 14-15 年シーズン以来の準優勝の好成績を収め、つづく第 60回札幌市民大会では初優勝を果たす。

　今シーズンも全道大会出場（4期連続）を目指して活動しています。

【主要大会成績】

・第 28回札幌少年少女新人 IH大会（準優勝）　・第 60回札幌市民大会（優勝）　・第 12回札幌ノースライオンズクラブ Cup（準優勝）

・第 5回泊村アイスセンター小学生 IH交流大会（準優勝）・第 26回札幌アイスホッケー連盟会長杯 ( 準優勝 )

◆ 2020-21 年　クラブ初。札幌アイスホッケー連盟会長杯で初優勝。
・新型コロナウイルスにより緊急事態宣言が出され、新人戦が中止。施設も閉鎖され活動中止を余儀なくされる。2連覇を狙った市民

　大会も開催中に中止。そんな中でも開催された全道大会には 5回連続出場。2月に延期されて開催された第 27回札幌アイスホッケ

　ー連盟　会長杯で初優勝を飾る。

【主要大会成績】

・第 27回札幌アイスホッケー連盟会長杯（優勝）　・第 41回全道小学生アイスホッケー選手権大会出場

HOKKAIDO BARBARIANS R.S.C. 2021-22 season



　アイスホッケーはウィンタースポーツですが、通年で活動しています。
「札幌市月寒体育館（豊平区）」「江守記念星置スケート場（手稲区）」が通年リンクです。
「真駒内セキスイハイムアイスアリーナ（南区）」は冬季営業となっています。貸出しない場合もあります。
練習日時は月に開催される「リンク調整会議」で決定するので、曜日は決まっていません。
時間帯は平日は「17時45分～19時15分」。休日は主に「8時15分～9時45分」の時間帯で練習しています。

クラス

4月

5月 ・植樹祭 定山渓 ○ ○ ○

6月 ※1Oji-Eagles hockey教室 ○ ○

7月 ・札幌市民大会 ※5○ ※5○

・ラグビーJr交流会 定山渓 ○ ○ ○

・JTBサマーCup 苫小牧 選抜選手

・連盟強化事業 選抜選手

8月 ※1海外交流大会 ※5○ ※5○

・連盟普及事業 4～6年生

9月 ・札幌ノースライオンズクラブCup ※5○ ※5○

・連盟普及事業 4～6年生

10月 ・北海道育成リーグ ※3 ○ ○ ○

・連盟普及事業 4～6年生

11月 ・北海道育成リーグ ※3 ○ ○ ○

・泊村交流大会 泊村 ○ ○ ※5○

・連盟普及事業 4～6年生

12月 ・札幌IH連盟会長杯 ※5○ ※5○

・北海道育成リーグ ※3 ○ ○ ○

1月 ・新年お餅つき 定山渓 ○ ○ ○
※2全道大会 ※3 ○ ※5○

・北海道育成リーグ ※3 ○ ○ ○

・泊村長杯 泊村 ※5○ ※5○

・連盟強化事業 選抜選手

2月 ・旭川ライオンズ杯（U10) 旭川 ※4○ ○

・北海道育成リーグ ※3 ○ ○ ○

・連盟強化事業 選抜選手

3月 ・新人戦 ○ ※5○

・クラブ納会 定山渓 ○ ○ ○

・連盟強化事業 選抜選手

・全国選抜大会 長野 選抜選手

※1＝開催されない場合があります。 ※2＝予選で敗退した場合出場できません。

※3＝開催地が未定です。 ※4＝4年生以下の大会のため、5･6年生は出場できません。

※5＝条件付き ●普及･強化は連盟の事業となっています。参加経費は自己負担です。

普及･強化
4～6年生対象月/主な活動/場所（開催地）

アチーブ チャレンジ Peep

年間の活動

2020 年は新型コロナウイルスの影響で、ほとんどの活動が中止になりました。
このスケジュールは 2019 年までの平均的な活動スケジュールです。
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