
平成24年8月15日

大阪府アイスホッケー連盟

大会会長　冨岡　　　明

事業委員長　菱沼　征夫
(公印省略)

全関西実業団I ･Hリーグ戦

参加チーム　各位

平成24鞭雛2回鯛西熊田アイ梱ッケ-リ守戦

(一次リー切開催ご案内

謹啓時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます｡

平素から本連盟の事業運営にご支援､ご協力を賜り厚く埼礼申し上げます｡

さて､この度表題の競技会開催の､準備を進めております｡

っきましては､別紙開催要項及び荒技規約の通り一次リーグ戦を開催したく

ご案内申し上汚ます｡

送付書類　　1､開催要項

2､荒技規約

3.参加申込書

4､参加登録メンバー表

5､代表者会議のご案内

6､グループ別順位表

7､その他

参加申込先　　　〒639-0262

奈良県香芝市白鳳台　2丁目2 7-8

菱　沼　征　夫　方気付

大阪府アイスホッケー連盟

申込摘捌　平成24年9肌5日(土)必着

競技会堺田

アクアピアアイスアリーナ

尼崎スポーツの森アイススケート揚

大阪府立臨海スポーツセンター

大阪プールスケートリンク

浪速アイススケート揚

なみはやドームスケートリンク



平成24年8月15日

第42回

全関西実業団アイスホッケーリーグ戦

参加　チーム　　　　　各　位

全関西実業団アイがカーサ一児実態始

主　　　管　大阪府アイが7ト連盟

会　　　長　冨　　岡　　　　明

事業委員長　菱　　沼　征　夫

(公印省略)

平成24轍鮒2回鯛轍期アイ猫ッケ-リーC戦(一次リザ)

主　　催

主　　管

開催期間

会　　場

参加資格

申　込み

締切　日

参加料

代表者
他言会勘

場　　所

参加申込先

(開催要項)

大阪府アイスホッケー連盟

大阪府アイスホッケー連盟

(一次リーグ戦)平成24年10月20日(土)～平成24年12月10日(月)

大阪府下及び尼崎市の各アイスホッケーリンク

日本アイスホッケー連盟に所属する連盟より､所定の登録手続を完了した

チームの選手役員とする｡

(但し､一次リーグ戦の参加資格は平成24年9月1 5日迄に登録を完了

した､選手役員であること｡ )

(A)参加申込書　(B)登録メンバー表　(C)参加料

(一次リーグ戦) 兌ﾙ�ﾃ#ID纔ﾈ��Y?ｨ-ﾈ,R�

A･B･C　各グループ　1チーム　¥220,000円

D一一一一一一一一一一一一一一一一一グループ　1チーム　¥200, 000円

E一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一グループ　1チーム　¥1 80,000円

参加料は必ず振込とする｡ (平成24年9月1 5日締切)

三井住友銀行　粉浜支店　普通預金口座NO 1561362

大阪府アイスホッケー連盟　会長　冨岡　　明･名義にお顔致します｡

平成24年10月　7　日(日)　午後1:00～

大阪府立臨海スポーツセンター【大会議室】

〒592-0006大阪府高石市高師浜丁6-1 TRL 072-268-835 1

〒639-0262奈良県香芝市白鳳台　2丁目2 7-8

菱沼征夫方気付　大阪府アイスホッケー連盟
TEL:0745-78-2130

FAX:0745-78-2130



平成24轍鮒2回
全関西実業団ア一子スホッケ-リ-プア戦

霞董　E蓋重　囲　圏

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､試合時間

正味15分3回　インターバル5分　反則時間は規則どおり｡

延長戦及びゲームウイニングショットはなし｡ 30秒のタイムアウトはなし｡

3､試合開始

競技開始時間が競技会揚により異なるが､それぞれ3 0分前に集合し･当日の出場選手の

メンバー表を本部に提出すること｡

なお､試合開姑時間に選手が6名に満たない場合没収試合とし､相手チームを勝者とする｡

試合開始時間に6名以上の選手が揃えば試合を開始し.第二ピリオド開姑時に､ GKl名

以上及びプレイヤーが7名以上の8名以上の選手が揃っていれば試合を続行する､揃って

いない場合は没収試合とし相手チームを勝者とする｡

(例: GK2名+プレイヤー6名では試合は成立しない)

没収試合の場合､相手チームを勝者として､ 1 5-0､勝点2を与える｡

4､チーム編成

ゴールキーパー2名を含む1チーム22名とするが､ GKが1名しかいないチームは

プレイヤーから1名選出し､メンバー表にサブGKと記入すること｡

プレイヤーのサブGKがゴールキーパーとして出場しても(正)ゴールキーパーが出場可能

となったときは､プレイヤーとして出場することができる｡

5､成　　績

(1)試合終了時､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｡

(2)第1次リーグ､第2次リーグの合計で順位を決定し､決定方法は下記のとおりとする｡

以下の順で順位を決定する｡

①勝点合計の多いチームが上位

②勝点同数の時は､総得失点差の多いチームが上位

③なお同点数の場合は､当該チーム間の得失点差が多いチームが上位

④なお同点数の場合は､総ペナルティタイムの少ないチームが上位

⑤なお同点教の場合は､当該チーム間でのペナルティタイムの少ないチームが上位

(3)試合途中で試合が成立しなかった場合のペナルティの時間は､全試合の延合計時間に

に入る｡

6､各グループ入れ替え及び参加資格

(1) 1次リーグ､ 2次リーグの総合成績で決定する｡

A ･ B ･ C 〟 D､グループの最下位チームは､次年度は下位グループに編入

B 〟 C ･ D ･ B､グループの1位のチームは､次年度は上位グループに編入

(2)新加入チームは最下位グループに編入する｡ (但し欠チームがある場合とする｡ )

(3 )上位チームで当該年度不参加の場合､次年度は最下位グループに編入する｡

(4)グループ別チーム数は､A･ B ･ Cグループは8チーム制とし､Dグループは7チーム

Eグループは6チーム制とする｡欠チームがでた場合の補充は､ Eグループで行なう｡



(5)選手､役員が他の加盟チームに移籍する時は､下記の条件によるものとする｡

①登録にあたっては､チーム及び選手がお互いに確認を行う｡

②年度途中の移籍はみとめない｡

③移籍に際しては前所属加盟チームの｢登録変更承諾書｣を所属連盟に提出すること｡

但し､前年度1年間所属加盟チームに属さない選手.役員の移籍はこれを必要としない｡

④ ｢登録変更承諾書｣の提出にあたっては､移籍希望者とチームが充分協議したうえで

チーム代表者が所属連盟に提出すること｡

⑤承諾書なしで移籍チームより出場した時は､ 1シーズン出場停止とする｡

(6)参加選手は社会人登録された者に限る｡また年度途中の種別変更登録は認めない｡

ベンチ役貝についても社会人登録されたものに限る｡

【li9 94年4月2日以降生まれの選手の参加は認めない｡ 】

(7)無断で試合を放棄したチームは次リーグに参加することが出来ないものとする｡

不参加リーグの当該年度成績はグループ最下位とする｡

(8)ユニフォーム(上着･ストッキング)は参加選手同一とする｡

(9)当リーグ参加チームは必ず[レフェリー] 2名以上を登録し.レフェリー講習会を受講し

活動を行なうこと､登録のないチームは､次リーグに参加することが出来ないものとする｡

(10)チーム登録は(平成1 2年度より)各クラス別に単独チームとして登録することとする｡

《雑　貝U》

(1)レフエリ･-は各グループとも3人制とする｡但し.ラインズマンは当番チームより1名を

派遣すること｡ (ラインズマンのスタイルは黒に近い色とする｡ )

(2)当番チームはチーム登録者から試合当日6名の人員を割当て競技会場へ派遣すること｡
･ゴールジャッジ2名､本部要員3名､ラインズマン1名とする｡

･試合開始及び､終了時の整理整頓は､リンク側の指示により作業すること｡

【氷上の､ゴール設営は必ずスケート靴を履き準備する事｡ I

(3)当番割当てに派遣しなかったチームは罰則金として｢24,000円｣を即納すること｡

なお､少人殺しか派遣しなかった場合は､1人当り｢4, 000円｣で計算し､不足人数

の罰則金を支払うこと｡
･当番を未派遣及び罰則金を即納しなかったチームは次シーズンは､出場停止とする場合

がある｡

試合時間､試合が開始され(停止回数等多く)リンク使用時間が経過した場合

第3ピリオド時間切れでも試合は成立とし､ゲーム終了とする｡

(5)試合途中又は試合終了後であっても､未登録及び出場停止期間中の選手が確認された場合

競技規則に基づき試合は成立し､当該チーム及び選手にペナルティがかせられる｡

(6)本部･レフェリー･当番(6人)が来なかった時は､競技安貞長が試合をする前提で決定

する｡



(平成24鞭)蹄回鯛西轢団1. Hリザ戦研一プ別　【鵬表】

A.グループ �"�4�8ｸ�ｸ7b�C.グループ 韮�4�8ｸ�ｸ7b�B.グループ 
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平成2 3年度(第4 1回)大会で､B･C･D･Eグループ1位のチームは上位グループに昇格となります｡

平成2 3年度(第4 1回)大会で､A･B･C･Dグループ最下位のチームは下位グループに降格となります｡

【窯業B';告.EL蒜誓言B4BH4'言誤課業謂簑器】

平成24轍　鮒2回鍋田熊田アイ禍ッケ-リザ戦(一次リザ戦)
(グ}レ-プ男山　大会参ガロ費)

(A)グループ　参加チーム　8チーム　1チーム　220,000円

(B)グループ　参加チーム　8チーム　1チーム　220,000円

(C)グループ　参加チーム　8チーム　1チーム　220,000円

(D)グループ　参加チーム　7チーム　1チーム　200,000円

(E)グループ　参加チーム　6チーム　1チーム180,000円

グループは試合数の関係で参加費　2 00, 000円とする｡

グループは試合数の関係で参加費1 80, 000円とする｡



平成24年8月15日

大阪府アイ梱ッケ-連盟

会　長冨岡　明

轢委員長菱沼征夫
(公印省略)

鯛西熊田アイスホッケーI)-C戦

参加　チーム　様

監　督 義

雛2回鋼西熊田アイ楠ッケ-リザ戦(一次リザ戦)

時下､益々輔禅のことと輔舶し上瞳す｡螺から槌盟の轢運靴

最援珊力を賜り､厚く粗申し上瞳す｡

さて､親の鯛西購団アイ猫ッケ-リーC戦(一次リーC)の

輔舗(代耕舗)軒記晒､捌謝洋行帥ます｡

福一ムの代輔､贈チーム雑著栃の抽席翻す脚申し上醸す｡

(ユニフォームの上着翻す醸して下さ凧)

記

日　時　平成24年10月7日(日)午後l:00～

場　所　大阪府輔海猫-ツセンター内大鏑室

〒592-0006　大阪府輔市棚浜丁6番1号

T E L 072-268-8351

(輔舗後)刷軸の醐会をレ九リー数台より鵬の予定です)i_　ヽ　ノ　I

二二二-〇一二二二二三二〇一〇〇〇〇〇



平成24年　8　月15日

雛2回鯛西熊田アイ栖ッケ-リザ戦

書逮捕各責任者I

拙筆
大棚ア砧ホッケー連盟

轢覿長菱沼征夷

蓮網棚〒546-0002

大輔雑音輔全8-3-31会長冨岡　明方

TEL 06-6705-3578

FAX 06-6705-3580

自　宅〒639-0262

耕購獅日輪2-27-8

TEL 0745-78-2130

FAX 0745-78-2130

【誓書霊雫020_5421】

【メ-}レアドレス】

jj.bb.10@iriS.eonet.ne.jp


