
平成24年7月10日

大阪府アイスホッケー連盟

会　　　長　冨　岡　　明

事業委員長　菱沼　征夫

(公印省略)

大阪府アイスホッケー連盟加盟チーム
殿

平成24蝦【2012～2013】

別7回全大阪中･中経秋季I ･H大舗催

謹啓　時下､ますますご清祥のこととお喜び申し上げます.平素から当連盟の事業運営にご支援
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます｡

さて､この度表題の競技会を競技要項に基づき､別紙日程表の通り開催したくご案内申し

上げます｡

1､大　会　名　第17回全大阪小･中学生秋季アイスホッケー競技大会

2､主　　　催　　大阪府アイスホッケー連盟

3.主　　　管　　大阪府アイスホッケー連盟

4､期　　日　平成24年9月9日(日)～平成24年9月30日(日)

(別表日時の通り)

5､会　　　場　【アクアピアアイスアリーナ】

〒582-0014

大阪府柏原市青谷80番地　TELO729-79-0080

6､参　加　料　小学生の部(A) 1チーム　75.000円(リーグ戦)

小学生の部(B) 1チーム　75,000円(リーグ戦)

中学生の部　　　1チーム　75,000円(リーグ戦)
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≡ (蜘料は必ず下醐㈲謙込みのこと)
≡ (振込み先)三井住友銀行　粉浜支店　普通預金　口座番号

大阪府アイスホッケー連盟　会長　冨　岡　　明

(必ず参加料の銀行振込み明細のコピーを添付)
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7､申込締切日　平成24年8月10日(令)必着のこと｡

｢参加申込書･メンバー表　各1部｣

8､申　込　先　　〒546-0002

大阪市東住吉区杭全8-3-31 (冨　岡　明方気付)

大阪府アイスホッケー連盟

9､代表者会議'平成24年8月26日(日)午後1:00-

大阪府立臨海スポーツセンター　小会議室一
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平成24年9月

平成2　4年度
第1 7回全大阪小･中学生秋季アイスホッケーリーグ戦

第18回全大阪　高校生秋季アイスホッケーリーグ戦

2012全大阪　女　子秋季アイスホッケーリーグ戦

競　技　規　約

1.競技規則

国際アイスホッケー競技規則により行なう･但し特別規則を設け競技を行う｡

2､参加資格

大阪府アイスホッケー連盟に平成24年8月1 0日(令)までに所定の手続きを経て

日本アイスホッケー連盟に登録手続きを済ませた加盟団体選手役員とする｡

3.競技方法

ィ､競技時間は正味1 5分3回･インターバル5分とする､3 0秒のタイムアウトはなし｡

ペナルティ時間は正規の通り｡

ロ､リーグ戦方式により行い1､ 2､ 3.位を決定する｡

競合終了時.得点の多いチームを勝者として･勝点2点･敗者0点･引き分けの時は

両者1点とする｡

①勝点合計の多いチームが上位.

②勝点同数の時は得失点差.

③尚同数の時はそのチームの対戦成績の得失点差･尚同点数の時はペナルティ時間で

決定する.

④尚同点数の時は全賦合のペナルティタイムの延合計時間の少かヽ方が上位･

4､チームの編成

GKを含む.参加登録選手は1チーム2 5名迄とする･賦合はGK2名を含む2 2名迄と

する｡

役員のベンチ入りia･ (財)日本アイスホッケー連盟に登録されたもの6名迄とする｡

GKが1名しかいかチームは.メンバー表にプレイヤーでサブGKをする者を備考欄に

明記すること｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了

5.拭合田姑

賦合既婚時に選手6名が揃っているときは拭合を開姑するが･第2ピリオド開姑時にGK

l名を含めプレイヤー7名T･ 8名に満た-チームを敗者とし相手チームを勝者とする｡

(没収拭合及び棄権等で競合が成立しなかった場合は･ 1 5対0で相手チームを勝者とする)

6.選手のベンチ

競技本部に向かって右側が若い番号のチームとする｡

7.用　　　具

①選手は全面を覆うフェイスマスク付きのヘルメットを必ず着用すること｡

②選手はネックガードを.必ず着用すること｡

③ユニフォーム･ストッキングは.参加選手同一とする･



8､雑　則(高校生部門及び女子部門)

当番チームは.割当ての人員を当番日に派遣すること｡試合の準備及び試合終了時

のリンク掃除･整理を行なうこと｡

当番割当て日に､割当ての人員を派遣しなかった場合､剛化して1名につき

@¥2.500円を即納すること｡

(但し.小･中学生部門は大会事務局より派遣致します｡ )

9､参加資格(チーム編成について)

①小学生Bは.小学生･小学生とクラブチームで小学1年生～小学3年生で編成する｡

②小学生Aは､小学生･小学生とクラブチームで小学4年生～小学6年生で編成する｡

⑧中学生は､中学生･中学生とクラブチームで中学1年生～中学3年生で編成する｡

④高校生は高校生･高校とクラブチームで高校1年生～高校3年生で編成する｡
●

⑤女　子は.女子部門で登録された中学生以上で編成する｡

10.参加チームが2チームの場合は2試合を行なうこととする｡



【平成2 4年劇

(#17回仝大阪小型･中経潤18回生大隅雄秋季I ･HリーC戦試舗繊)

《競妻妾会場:小学生･中学生･高校生:アクアピアアイスアリーナ》

平成 24年 剽j 日 ��ク ラ ス �4�4�4�784�4�485�4�8ｨ�ｸ6��冏ｲ�YB�R �9b�ﾘ��

試合時間 ����ﾘ6��ｸ8��

9 湯�日 ���小B ��#｣�X���3｣CR�柏尉-ク加重:騰JrIHC �� 刋�k��② 傅ﾄ"�14:00-15:30 �4ｨ452ﾘ5┤#ｨｶ�4�$売2�劍A盟 

月 �?｢��"�小A ��S｣CX���s｣�R�棚れク加重:陳JrIHC 劔��k��

㊨ 傅ﾄ��17:30～19:00 �4ｨ485X�ｸ���ｩL�ｧ$売2�劍A盟 

9 ��b�日 �B�小B ��#｣�X���3｣CR�柏尉-クスJr:農相rIHC �� 刋�k��⑥ 傅ﾄ"�14:00～15:30 �4ｨ485X�ｸ���ｩ:ｴｧ$売2�劍A盟 

局 冉�����小A ��S｣CX���s｣�R�糠れクがr:搬JrIHC 劔��k��

⑧ 傅ﾄ��17:30～19:00 �4ｨ485X�ｸ5┤#ｩ:ｴｧ$売2�劍A盟 

9 ��r�月 ㈱ ���中学 ��#｣�X���3｣CR�騰JrIHC:耕す加重 �� 刋�k��⑩ �(hｧr�14:00～15:30 僞�4�$売3ｩtﾘ��自uｸ��"�劍A盟 

月 �?｢��｢�高校 ��S｣CX���s｣�R�(I):(3) 劍韋ﾘy9iMH6x8���B���

9 �#"�土 ㈱ �ｲ�中学 ��#｣�X���3｣CR�騰JrIHC:柏財-ク対r �� 刋�k��⑬ �(hｧr�14:00～15:30 冽I4�$売3ｨ�(5X自��"�劍A盟 

月 �?｢��ﾒ�高校 ��S｣CX���s｣�R�(2):(3) 劍韋ﾘy9iMH6��ｸ8��

9 �#2�日 ���小B ��#｣�X���3｣CR�勲JrIHC:臓JrIHC �� 刋�k��⑯ 傅ﾄ"�14:00～15:30 估�.ｨ4螟ｧ#ｨﾞ�+u､ｧ"�劍A盟 

月 �?｢����小A ��S｣CX���s｣�R�搬JrIHC:騰JrIHC 劔��k��

⑱ 傅ﾄ��17:30～19:00 僮���ﾘ4�5┤#ｩ+ｨ5X自��"�劍A盟 

9 �3��日 ���中学 ��#｣�X���3｣CR�柏尉-クZJr:カイ3-ZJr �� 刋�k��⑳ �(hｧr�14:00～15:30 �:ｴｧ$売3ｩwI4�$売2�劍A盟 

月 �?｢���ｲ�高校 ��S｣CX���s｣�R�(1):(2) 劍韋ﾘy9iMH6��ｸ8��

大阪府アイ林ッケ-連盟



輔24鞭別7回小牲秋季アイ猫ッケ-リーC戦組鈍表
期間平成24年9月9日(日)叫舵4年9月2銅(冒)

会場棚棚肺酪80醜アクアげアイス7匹ナ (中経B)

チーム名 ��II�ﾋH4��ｸ4�5┤"�劔劔2､カイザースJr 劔劔�:I>�tｧ"�劔劔4､臨海Jr 

徳 俯��剩� 劍���;��失 劔Nr���剌� 剴ｿ 俯��剩� 刺 劍���;��俯��剩� 刺 劍��

点 �5��剋h (分) 劔5���5��点 劍謔�瓜｢��剴_ 剴_ �5���(分) 劔5���5���5���(分) 劔5��

i.相原Jr ��劔劔⑩9月23日(冒) 劔劔�C佇��i?｢映���劔劔①9月9日(日) 14:00-15;30 劔劔��#｣�Rﾓ�3｣CR�劔劔12:15-13;45 

2.カイザー加r �祷ﾈ�#9?｢�?｢��劔劔 劔劔��佇纖?｢映���劔劔 �S佇��i?｢映���14:00-15:30 劔劔劔劔�14:00-15:30 劔劔��C｣��ﾓ�S｣3��

3.難波Jr �C佇��i?｢映���劔劔②9月9日(冒) 劔劔��劔劔⑩9月23日(日) 12;15-13:45 劔劔��C｣��ﾓ�S｣3��劔劔劔劔��#｣�Rﾓ�3｣CR�

4.臨海Jr ��佇纖?｢映���劔劔⑥9月16日(冒) 劔劔��佇�#9?｢�?｢��劔劔 12:15-13;45 劔劔��Cｳ��ﾓ�S｣3��劔劔12:15-13:45 

合計 ����� 剪� � 剪�� ����� 剪� 剪�� 剪�

得失点差 ��劔劔 劔劔��劔劔 ��

勝.敗.分 ��� 剪�� 剪�� 剪�� 剪�� ��� 剪�

順位 �｢�劔劔位 劔劔�｢�劔劔 �｢�



輔24轍鮒7回小学鰍季アイ相ッケ-リーグ戦組舗表
期間職24年9月9日(日)･平成24年9月23日(冒)

会場畑舶肺船80醜アクアげアイス7匹ナ (小学生A)

チーム名 ��飆�ﾋH4��ｸ4�5┤"�劔劔2.カイザースJr 劔劔�2�>�tｧ"�劔劔4.臨海Jr 

徳 俯��剩� 劍���;��失 劔Nr�吩` 剴ｿ 俯��剩� 刺 劍���;��失 劔Nr�謔�傚��

点 �5��剋h (分) 劔5���5��点 劍謔�瓜｢��剴_ 剴_ �5���(分) 劔5���5��点 剪瓜｢���5��

1.柏原Jr ��劔劔⑲9月23日(冒) 劔劔�c佇��i?｢映���劔劔③9月9日(日) 17:30-19:00 劔劔��S｣CRﾓ�s｣�R�劔劔15;45-17;15 

2.カイザー加r �#佇�#9?｢�?｢��劔劔 劔劔�3佇纖?｢映���劔劔⑧9月16日(冒) 17:30-19;00 劔劔劔劔�17;30-19:00 劔劔��s｣3�ﾓ�謄���

3.難波Jr- �c佇��i?｢映���劔劔④9月9日(冒) 劔劔��劔劔⑰9月23日(日) 15:45-17:15 劔劔��s｣3�ﾓ�謄���劔劔劔劔��S｣CRﾓ�s｣�R�

4.臨海Jr �#佇纖?｢映���劔劔⑧9月16日(冒) 劔劔��佇�#9?｢映���劔劔 15:45-17:15 劔劔��s｣3�ﾓ�謄���劔劔15:45-17:15 

合計 ����� 剪� � 剪�� ����� 剪� 刳ｿ音 劔��

得失点差 ��劔劔 劔劔��劔劔 

勝.敗.分 ��� 剪�� 剪�� 剪�� 剪�� 剪���

順位 �｢�劔劔位 劔劔�｢�劔劔位 



平成24轍鮒7回中艶秋季アイ貼ッケ-リーC戦組鈍表
期間平成24年9肌7日(月)師輔24年9捕0日(冒)

会場畑棚肺船80観アクアげアイスアリ十 (中学生)

チーム名 ��I}X､4ｧ"�劔劔2､難波Jr 劔劔�:II�ﾋH4��ｸ4�5┤"�劔劔4､カイザースJr 

徳 俯��剩� 劍���;��失 劔Nr�剌� 剴ｿ 俯��剩� 刺 劍���;��失 劔Nr�謔�剌� 

点 �5��剋h (分) 劔5���5��点 劍謔�瓜｢��剴_ 剴_ �5���(分) 劔5���5��点 剪瓜｢��剴_ 

1臨海Jr ��劔劔⑳9月30日(日) 劔劔�#佇�#)?｢�7鋳�劔劔⑨9月17日(月)㈲ 14:00-15:30 劔劔��#｣�Rﾓ�3｣CR�劔劔12:15-13:45 

2難波Jr �3佇�3�?｢映���劔劔 劔劔�#佇��y?｢以笘x｢�劔劔⑲9月22日(土)㈲ 14:00-15:30 劔劔劔劔�14:00-15:30 劔劔��C｣��ﾓ�S｣3��

3柏原Jr �ｳ佇�#)?｢�7鋳�劔劔⑲9月17日(月)㈲ 劔劔��劔劔⑲9月30日(冒) 12:15-13:45 劔劔��C｣��ﾓ�S｣3��劔劔劔劔��#ｳ�Rﾓ�3ｳCR�

4カイザー加r ��ﾈ��y?｢以笘xｲ�劔劔⑲9月22日(土)㈲ 劔劔�#佇�3�?｢映���劔劔 12:15-13:45 劔劔��C｣��ﾓ�Sｳ3��劔劔12:15-13;45 

合計 鋳���� 剪� � 剪�� ����� 剪� � 劍��ｮﾈ爾�

得失点差 ��劔劔 劔劔��劔劔 

臍.敗.分 ��� 剪�� 剪�� 剪�� 剪�� 剪�� 

順位 �｢�劔劔位 劔劔�｢�劔劔位 




