
<大会概要> 
i期日	 H31年4完 5 日(土)~4月 29B (月)

2会場 活崎ス;f-…ツの森� 

臨海スポーツセンター

臨書アリーナ

3参加護用� 下記肉容をご確認ください� 

議込先 思弁住友銀行委豪閣支庖(来高番号: 470) 欝遇� 3673468

名義 兵庫県アイスホッケ一連盟 会長佐々木史郎

{ヒョウゴケンアイスホッケーレンメイカイチョウ ササキシロウ〉

援込期日 2019/3/29(金〉までに

試合数参訟費用

4参加校 金
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関蕗学罷大学� 

神戸大学� 
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甲南大学� s '!I132，OOO 

大阪大学� 5 '!I110.000 

滋畿大学 6 '!I132，OOO 

大薮工業大学 5 ￥110，000 

大阪市忠大学 2 ￥44，000 

関西大学第…高等学校� 2 ￥44，000 

大薮歯科大学 3 '!I66，OOO 

兵庫県立大学 2 '!I44，000 

京都大学 ￥22，000 

40 ￥880，000 

5麓技方法 	  ア� リーグ戦方式

イ 1t'I) 分、インタ…パJレ;t分;;tドlE味15 r3


ウ 嬢誓蒔関r;t5分


工 レフリーは主審のみ手葺いたします。


ラインズマンl;t各滋番大学から2名

(ヘルメット、スケート、レガーに笛、レフニEリージャージを忘れずに持ってきてください}

;;t 試合当潜大学は、揺示板2名、ラインスマン2名、ゴールジャッジ2名� 

へヲルティー2名、合計8名

カ メン/¥"…表r;tzo19年4月2日までiこデーター!こて援出。

畠EがまでξXCEL形式!こて撞出潤います。畠中アドレス(kyo知� tou間関iko@ni代y.com)

キ 話合議機の学校iまスコアシート作成。連援パソコンに保管して終7。

業簸海iま手書きで作成。� (1枚のみ)試合繋了後速やかに畿やまで

しINEにてスコアシートの写真を送欝。後日、試合校に(2校)1こ議ゆから

清書した(パソコン〉スコアシートをUN箆!こて送信



8 践的  

7サスペンション

新入生勧誘の為

新チームの戦力分析

他大学との交涜の場

“背後からの 1¥…ドチェックで、相手が怪殺をした場合は、 3試合 -10試合の出場停止とする 0

・懇震なペナルティー(舌L蔵、スベアリング害事)も、同様の出場停止とする。

.-!j-スペンション選手が出て、次の試合!こも他の選手が悪質なブレ…をした場合!;t，チーム自体

!こサスペンション (3試合  -10試合の停止}を与える。

-場合によっては、関カレ‘秋のリ…グ戦の出場もしくは、 1年間の出場を認占わない。

制残り試合が少ない場合i立、試合出場停止の試合数を、関カレ、リーグ戦にも継続して適照

ずる。(練習試合、定期戦は、カウントしない)

・サスペンションは、ゲームスーパーパイザーの問いかけにより、当該チームを除く 5チームで

協議し決定とする。

・ゲームスーパーパイザー不在誇!誌、片方どちらかの申し出により、窓会どヂオを基に、当該

チームを徐く5チームで協議し決定JごするG 



GameNo 当　　　番 本部

1 4月6日 土 19:15 尼崎 甲南大学① VS 大阪歯科大学① 神戸大学①

2 4月13日 土 19:15 尼崎 神戸大学① VS 大阪大学① 大阪市立大学①

3 19:15 尼崎 大阪大学② VS 大阪工業大学① 神戸大学②

4 21:00 尼崎 神戸大学② VS 甲南大学② 大阪大学①

5 21:15 臨海 大阪市立大学① VS 大阪歯科大学② 近畿大学①

6 4月15日 月 21:15 臨海 近畿大学① VS 大阪工業大学② 大阪歯科大学①

7 17:30 尼崎 近畿大学② VS 兵庫県立大学① 大阪工業大学①

8 19:15 尼崎 甲南大学③ VS 大阪工業大学③ 兵庫県立大学①

9 17:30 尼崎 神戸大学③ VS 関西大学第一高等学校① 近畿大学②

10 19:15 尼崎 近畿大学③ VS 大阪歯科大学③ 関西大学第一高等学校①

11 21:00 尼崎 京都大学① VS 大阪大学③ 大阪歯科大学②

12 21:15 臨海 なし なし

13 4月22日 月 21:15 臨海 大阪大学④ VS 近畿大学④ 大阪市立大学②

14 4月23日 火 21:00 尼崎 神戸大学④ VS 近畿大学⑤ 甲南大学①

15 4月25日 木 21:00 尼崎 甲南大学④ VS 大阪市立大学② 大阪大学②

16 17:30 尼崎 甲南大学⑤ VS 関西大学第一高等学校② 神戸大学③

17 19:15 尼崎 関西学院大学① VS 北陸大学① 大阪工業大学②

18 21:00 尼崎 神戸大学⑤ VS 大阪工業大学⑤ 関西学院大学①

19 19:15 尼崎 神戸大学⑥ VS 兵庫県立大学② 甲南大学②

20 21:00 尼崎 甲南大学⑥ VS 近畿大学⑥ 兵庫県立大学②

21 4月29日 月 21:45 西宮 関西学院大学② VS 大阪大学⑤ 関西学院大学②

日

4月20日 土

4月21日 日

大阪工業大学④

２０１９年度　Spring Cup　試合日程

4月27日 土

4月28日 日

試　合　日　時 対　　　戦　　　カ　　　ー　　　ド

4月14日


	大会日程

