
平成� 27年 8丹� 10日

全関西実業団� I. Hリーグ戦

参加 チーム各位

大阪府アイスホッ

会長福西東雄

競技事業委員長構雅成

平成� 27年夏� 45出 金鍔密実業毘アイスホッケージ…グ戦

{一次ヲーグ〉関濯の案内

謹啓時下、ま こととお喜び申し上げます。

平素から 判、支援ご協力を賜り、淳く御礼申

さて、こ 開催の、準備を進めておちます。

つきましては、別紙開催要噴及び競技規約の通り一次リーグ戦者開催したく

ご案内申し上げま

送付書類� 1. 

3.参加申

ンパー表

ご案内� 

6.グループJjIJ JI霞泣表

の{車� 

参加申込先� T545-0035 

大阪市阿倍野区北畠� 1了自� 1-30

楠雅成方気付

大阪府アイスホッケ一連盟

申込み締切り 平成 27年� 9月� 10日(木)必殺

アクアピアアイスアワーナ

尼崎スポーツの森アイススケート

大坂野立議揮スポーツセンタ

大薮プールスケートりンク

衿戸ポートアイランドジンタ

なみはやドームスケート� Pンク
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全関西実業臨� 1 . Hリーグ戦

参加チーム長位

全関西実業箆アイスホッケーリーグ戦実行委員会

事業委

長

員一一世

西実雄

撰 雅成

{公開省略)

第4 5回 全関西実業毘アイスホッケーリーグ戦(一次ジーグ)

(撰穣要項)

主催 大阪府アイスホッケ一連語

管 大阪府アイスホッ

催 期 間 〈一次リーグ戦〉平成� 27年� 10Jl15日(木)"-'11月� 30担{足〕

大E芝府下及び神戸市、尼崎市の各アイスホッケーリンク

参加資務 日本アイスホッケ一連盟iこ摂議する連盟より、所定の主義繰手続を完了し

たチームの灘手役員とする。(但し、…次リーグ戦の捗加資格は平成� 27

年� 9月� S日記に登録を完了した、 であることJ

申込み�  (A)参加申� (B)楚鍛メンバー表� ( C)参加料

締切 日 (一次リーグ戦) 平成� 27年� 9月� 6日まで

参加料�  A.B・C ・D ・E 各グノレ…ブ� 1チーム ￥220，000円

※参加料は必ず振込とする。(平成� 27年� 9月� 5日〆切)

三井住友銀粉浜支rn普通預金 口腔番号� 156 1 362 

大阪府アイスホッケ… 連 盟 会 長 福 西 実 綾 名 義 に お 麟 致 し ま す 。

代表者 平成� 27年� 9月� 27器(日)午後�  2持~

大阪府立臨準スポーツセンタ…大会議室� 

592勾� 0006 大核開高石市高蹄誤了� 6番� I 

TL  E 072司� 268・8351

参加申込先 〒545 035摘。 大阪市開倍野区北酪� 1了喜子30

楠雅成気持大阪府アイスホッ

告電電話:06酬� 6624-8457

携帯議諒:090・9114嶋� 2346 



平成� 27年度第45回

全関西実業盟アイスホッケーリーグ戦

競技規約�  
1、競技規員Ij

間際アイスホッケ…競技規期により う、{旦し特別捜部を設け競技者?行う。� 

2、

味� 15分� 3詔 インターパノレS分反則時間は規則どおり。

延長戦及びゲ…ムウイニングショトはなし。� 30秒のタイムアウトはなし。� 

3、試合需始

競技欝始時間が競技余壊により異なるが、それぞれ30分誌に集合し、当告の出場選手

のオールメンバー殺を競技本部席に提出すること。

なお、試合開結時間に選手が� 6名に満たない場合は没収試合とし、相手チームを勝者と

する。試合開始持関に� 6名以上の選手が揃えば試合を開始し、第ニどリオド開始時に、� 

GKl名以上及びプレイヤ…が� 7名以上の� 8;s以上の選手が揃っていれば拭合を続行す

る、譲っていない場合誌投攻試合とし特手チームを勝者とする。

(例 :GK2名+プレイヤ…� 6名では試合は成立しなし、)

没収試合の場合、相手チームを勝者として、� 15 0、勝点� 2を与える0 

4、チーム編成

、G Kが� 1名しかいないチームはプ

レイヤーから� l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G 

Kがゴ…ノレキ)パーとして出場しでも(ま}ゴーノレキ」パ…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、持点の多いチームを勝者として、勝点� 2点、敗者O点、引き分けの時は

問者� 1点とする。� 

( 2)第� 1次リ…グ、第� 2次リ…グの合計で顕{立を決定し、決定方法は下記のとおりとする。

以下のj績で顕{立を決定する。

勝点合計の多いチームが上故

勝点i奇数の時は、総得失点差の多いチームが上位


舎なお同点数の場合は、~該チーム関の得失点差が多いチ…ムが上位
毛色なお問点数の場合は、総ペナルティタイムの少ないチ…ムが上イ立

@なお陪点数の場合法、当該チーム艶でのベナノレ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辻、全試合の延合計時期

入る。� 

6、各グループ入れ番え及び参加資格� 

(1) 1次リ…グ、� 2次リ…グの総合成績で決定する。� 

A'B・C'D、グループの最下控チ…ムは、次年護は下位グループに編入� 

B・C ・D ・E、グループの� 1イ立のチームは、次長手渡は上金グノレープに繰入� 

( 2)新加入チ}ムは最下生グループに踊入する。� ({ft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iま最下位グノレーブι編入する。� 

(4)グループJ:jIJチーム数は、� A'B・C・D・E各グ、/レープ8チーム棋としリーグ戦

フ。� 
( 5)選手、役員がイ患の加盟チームに移籍する時は、下詑の条件によるものとする。

@埜録にあたっては、チーム及び遊撃手がお互いに確認、を行う。



号本ヲ…グ戦の年変途中の移籍はみとめない。

窃移籍に際しては全所麗加盟チームのf登録変更承諾襲撃j令所属連盟に提出すること。

し、前年度� 1年間所農加盟チームに罵さ金い理手、役員の移籍はこれを必要警としない。

窃「登義変更承諾欝j 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員連盟に提出すること。

⑤承諾蓄なしで移籍チームより出場した時は、� 1シーズン出場体止とする。� 

(6)参加選手は社会人登鵠された者に限る。また年度述中の種民変更登録は認めない。

ベンチ役員についても社会人去を殻されたものι懸るの
 
[ 1 9 9 7年� 4丹� 2日以降生まれの選手の参揺は認めない。]


(7)無新で試合を放棄したチーム註次リーグ戦lこ参加することが出来ないものとするG


不参加リーグの当該年変成績はグ、ノレーブ最下位とする。
 
( 8 )ユニブオーム(上着・ストッキング)は参加選手間ーとす 

( 9 )当リ…グ参加チームは必ず{レフェリー]2名以上を登鍛し、レフェヲー講習会

し活動を行うこと、去を畿のないチームは、次リーグに参加することが出来ないも

のとする。� 

(I0)チーム主主録は(平成� 12年変より)名クラス別に、単独チームとして去を録するこ

ととする。

《雑踏》� 

(1) 	 レブエリーは各グループとも� 3人苦手jとする。慢し、ラインズマンはさき番チ}ムより� 

1名を派遣すること。(ラインズ‘マンのレフェリージャージは大会本部で制寵する。)� 

(2 ) 当番チームはチーム墾録者から試合当日� 6名の人員を割当て競技会場へ滋遣する

ことc

ッジ� 2名、本部華客員� 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{聞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農き準備する事} 

(3)当番割当てに深遣しなかったチームは罰則金として f24.000円j 者即納する� 

こと。

なお、少人数しか涼遣しなかった場合は、� 1人当り� f4，000持j で計算し、

不足人数の罰期金を支払うこと。

・5話番を未派遣及び亨j期金を即納しなかったチ}ムは次シーズン、出場捧ょとと

場合がある。

(4 ) 

試合時間、試合が開始され〈停止問数等多く〉ヲンク使用持嬰が経過した場合

第� 3ピヲオド時間切れでも試合は成立とし、ゲ}ム終了とする。

(日試合途中又は試合経了後であっても、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、当核チーム及び選手にペナルティがかせ

られる。� 

(6)本部・レブニιリ…・当番何人)が機わなかった時は、競技委員長が試合を行う前

撮で決定する



監

平成27年 8月� 10日

全関西実業団� 1.リーグ戦

参加チーム様

大阪府アイスホッケ一連盟

会長話西英雄

事業委員長補 雅成

(公印省落}

ぷ合』

ヱ3¥

第� 45回全関西実業団アイスホッケーリーグ戦(一次リーグ〉

、益々ご清梓のこととお喜び申しょげます。エド棄から本連盟事業環営に

加。支援ご協力を賜号、厚くお札串し上げます。

さて、表題の全関西実業盟アイスホッケーリーグ戦{一次リーグ)の監督会磯

(代表者会議〉を下記日時、場所に於いて行います。

各チームの代表者、又はチーム葉住者の出席を必ずお願し、牢しょげます。

(品エフォームの上着を必ず持参して下さい0) : 

時 時平成27年� 9月� 27日(問)� 14:00"-' 


所 大抜野立臨海スポーツセンタ


干571・o0 1 5高石市高部浜了� 6番� 1号
 

Tel 0 7 2 268・8351 
“

Fax 072・266-8871

(監審会議後・ノレールの説明金をレフェリー委員会より開催の予定です) : 



(2 7 第� 45 全関盟実業団� I.ヲ…グ戦 グループ5311 [JI開立表]� 

A.グループ�  B'グループ�  c. D' E ・グループ

1 
{第 44肢!大金Aグループ� 1位]

難波ジョーカーズ

[描 44U諸大番Aグループ8位)

スタ

(第 44凶大金日グループ81立)

ノくッカス

(第 44聞大会Cグ，レ}ブ� 8舵)

京都クラブ

(第羽田大会Dグループ8位j 

ベアーズ

アイスキラーズ

2 I 人� 

なみはやブラザーズ モピーダィック アイスライズ

B 

大波震基海� IHC 

C 

3 
オレンジレイダース 浄和alクラブ アイスキラ…ズ

B 

近畿クラブ ロッキーズボルド� 

4 
ブリザ…ドA 難波メ…プノレ

リーブス� 

大阪臨海� IHC

B 

奈良コスモス ドランカーズ� 

! 桜之窓

5 ネオ・ジオン

給原OB

キャレッツ

ロッキ…ズ

プライド

柏原キャレッツ

シニア

桜ノ宮� 

ブノレージエイズ

6 
柏原キャレッツ 堺クラブ 鶴fflクラブ オレンジレイダース

レジエンド

桜ノ宮� 

クラシックス

7 
大阪臨海� IHC 

A 

"Tjeぎ雷鳥

スコ ピコナンズ� 

鶴甲アンカーズ ノくッカス

B士� o s 

ノ奇ッカス� 

SEED 

8 
{害事制童話大会 Bグループ1寄生}

アイスライ� ;t:(入)

{第斜極大会 C グループ 1 奇~)

レッドホーネット

{第 44窓大会Dグループ1毛主}

ナイツ

{第 44主芸大会Eグループ� 11立}

ジグ・ワイルド

葉監 波� 

ホークス

平成� 26年度(第� 44回)大会でB'C・D'Eグノレープ� 1位のチ…ムは上位グループに昇格となります。

平成� 26年度(第� 44阻)大会でA'B'C'Dグループ。最下生のチ…ムは下位グループに降擦となります。

平成27 第� 45 アイスホッ ヲーグ戦(一次ヲーグ)

(グ/レ…プ53IJ大会参加費)

(A) グノレ…� 参加チーム� 8チーム� 1 ム� 220，000円

(B) グノレ…� 参加チーム� 8チーム� 1 ム� 220多� 000円� 

(C) グループ� 参加チーム� 8チーム� 1 220，000円

(D) グループ� 参加チーム Sチーム� 1 ム� 220，000丹

(E) グループ 参加チーム� 8チーム� 1 ム� 220，000円



平成27年� 8 1 0詩

第45 @] 全関西実業団アイスホッケ…ジ…グ戦

(一次リーグ)

[連絡責任者}

大阪府アイスホッケ一連盟

事務局長楠 雅成

自宅〒545・0035

1丁目� 130  

TEL 06-6624 8457 

FAX 06 6624-8457 

携帯電話� 090-設� 114…� 2346 

メーノレアドレス� 

znasakusu磁lOtmail.co.io 

大阪市阿倍野� 

http:tmail.co.io

