
◇第１節試合結果 (令和３年１０月１７日(日)/伊吹ＯＳＰスタジアム/曇りのち晴れ)

開始Ｈ

第１試合 10:30 4 － 0

第２試合 12:00 2 － 0

第３試合 13:30 1 － 1

第４試合 15:00 2 － 3

※第３試合関西レディース対岐阜レディースは参加者不足の為中止とし、両チーム合同の

   チームを結成し、ＧＭ６０+合同チームとのＯＰＥＮ試合を実施した

◇第２節試合結果 (令和３年１２月１２日(日)/京都府みずほホッケー場/晴れ)

開始Ｈ

第１試合 10:30 8 － 1

第２試合 12:00 1 － 4

第３試合 13:30 0 － 1

第４試合 15:00 1 － 3

※第３試合関西レディース対岐阜レディースは参加者不足の為中止とし、前回同様に

   両チーム合同のチームを結成し、ＧＭ６０+合同チームとのＯＰＥＮ試合を実施した

◇第３節試合 (令和４年１月２３日(日)/三重県名張市民ホッケー場)

　オミクロン株まん延防止措置発出の為開催自粛し延期とし第三節は2/13マツゲンで実施

◇第3節試合結果 (令和４年２月１３日(日)/和歌山県マツゲングラウンド/雨）

開始Ｈ

第１試合 12:15 0 － 12

第２試合 13:45 0 － 3

不参加 引分 0 － 0

不参加 中止 －

　京都・三重和歌山・関西Ｌ・岐阜Ｌはオミクロンの影響で不参加

　第三節試合予定であった三重和歌山対京都は引き分け・関西Ｌ対岐阜Ｌは中止とする

◇第４節試合結果 (令和４年3月6日(日)/三重県名張市民ホッケー場/　 　)

　※各カテゴリー共に順位決定戦

開始Ｈ

第１試合 10:30 －

第２試合 12:00 －

第３試合 13:00 －

第４試合 15:00 －

ＭＳ Ａ Ａ伊吹マスターズ Ａ京都マスターズ

第３回関西マスターズ＆レディースホッケーリーグ成績

カテゴリー チーム名 試合結果 チーム名

ＭＳ Ｂ Ｂ奈良マスターズ Ｂ阪神マスターズ

OPEN レディース合同 ＧＭ６０+合同

Ｇ ＭＳ Gold Stickers 関西Ｇマスターズ

カテゴリー チーム名 試合結果 チーム名

ＭＳ Ａ Ａ伊吹マスターズ Ａ三重和歌山マスターズ

ＭＳ Ｂ Ｂ二階堂クラブ Ｂ奈良マスターズ

OPEN レディース合同 ＧＭ６０+合同

Ｇ ＭＳ 関西Ｇマスターズ Gold Stickers

カテゴリー チーム名 試合結果 チーム名

ＭＳ Ｂ Ｂ二階堂クラブ Ｂ阪神マスターズ

Ｇ ＭＳ Gold Stickers 関西Ｇマスターズ

ＭＳ Ａ Ａ三重和歌山マスターズ Ａ京都マスターズ

OPEN レディース合同 ＧＭ６０+合同

カテゴリー チーム名 試合結果 チーム名

順位決定戦 (Ａ３位)三重和歌山Ｍ (Ｂ３位)二階堂クラブ

順位決定戦 (Ａ２位)京都マスターズ (Ｂ２位)阪神マスターズ

順位決定戦 (Ａ１位)伊吹マスターズ (Ｂ１位)奈良マスターズ

Ｇ ＭＳ 関西Ｇマスターズ Gold Stickers



競技日程

2021/10/17（日）開幕節　競技会場：伊吹ＯＳＰホッケースタジアム（滋賀県）

集合時間・準備設営：９時30分　　　開会式：10時15分

10:15~ 開 会 式 参加者：各チーム監督・主将・選手・リーグ運営委員会役員

10:30～ 第１試合

12:00～ 第２試合

13:30～ 第３試合

15:00～ 第４試合

2021/12/12（日）第二節　競技会場：みずほ人工芝ホッケー場（京都府）

10:30～ 第１試合

12:00～ 第２試合

13:30～ 第３試合

15:00～ 第４試合

2022/1/23（日）第三節　競技会場：名張市民ホッケー場（三重県）

オミクロン株まん延防止措置発出の為開催自粛し延期とする

2022/2/13（日）最終節　競技会場：マツゲングラウンド（和歌山県）

１/２３延期に伴い当初予定の最終節を変更し第三節として実施する

12:15～ 第１試合

13:45～ 第２試合

※京都・三重和歌山・関西Ｌ・岐阜Ｌはオミクロンの影響で不参加となる

　第三節試合予定であった三重和歌山京都は引き分け・関西Ｌ岐阜Ｌは中止とする

2022/3/6（日）最終節　競技会場：名張市民ホッケー場（三重県）【オミクロン追加措置】

10:30～ 第１試合

12:00～ 第２試合

13:30～ 第３試合

15:00～ 第４試合

関西マスターズ＆レディースホッケーリーグ実施カテゴリー

Ａグループ

Ｂグループ

Ｇマスターズ(Ｍ６０才・Ｌ３５才以上）

レディース(Ｌ３５才以上）

Gold Stickers 関西Gマスターズ

マスターズ（４０才以上）
伊吹マスターズ 京都マスターズ 三重和歌山マ

奈良マスターズ 阪神マスターズ 二階堂クラブ

     関西ＧＭvsＧＳ         　 三重 三重 三重 三重

阪神

　  Ａ1伊吹 vsＢ1奈良　　  　三重和歌山 二階堂 三重和歌山 二階堂

三重和歌山 三重和歌山 三重和歌山

時　間

　  Ａ2京都 vsＢ2阪神　　  　 伊吹 奈良 伊吹 奈良

対戦カード ジャッジ（２名） アンパイア（２名）

Ａ3三重和歌山 vsＢ3二階堂 京都 阪神 京都

　Ａ   伊吹vsＡ三重和歌山 奈良 奈良 奈良 奈良

         ＧＳvs関西ＧＭ         　 

   　Ｂ奈良vsＢ阪神　　  　

対戦カード ジャッジ（２名） アンパイア（２名）

奈良 奈良 奈良 奈良女子連合vs６０＋連合(OPEN)

二階堂

　Ｂ二階堂vsＢ奈良　　  　 三重和歌山

時　間 対戦カード ジャッジ（２名） アンパイア（２名）

伊吹 伊吹 伊吹 伊吹

　   Ａ伊吹vsＡ京都  　 阪神 阪神 阪神 阪神

関西レディース 岐阜レディース

伊吹 伊吹 伊吹 伊吹

   関西ＧＭvsＧＳ         　 関西Ｌ 岐阜Ｌ 関西Ｌ 岐阜Ｌ

女子連合vs６０＋連合(OPEN) 二階堂 二階堂 二階堂

時　間

時　間 対戦カード ジャッジ（２名） アンパイア（２名）

　Ｂ二階堂vsＢ阪神　　  　 和歌山 和歌山 和歌山 和歌山

         ＧＳvs関西ＧＭ         　 二階堂 阪神 二階堂 阪神


