
日付 会場 時刻 グループ ステージ チーム チーム 備考

9:00 1部 リーグ 京都クラブ 畝傍クラブ

10:30 2部 リーグ シュライクス大阪 同志社クラブ

12:00 4部 リーグ 香芝ホッケークラブ FWGS*

13:30 4部 リーグ 甲友クラブ 長浜北ブライアント

伊吹 10:00 1部 リーグ 伊吹クラブ GENESIS

9:30 1部 リーグ HYOGO HEARTS 畝傍クラブ

11:00 3部 リーグ 彦根クラブ 六甲ウォータース

12:30 1部 リーグ 山口KUGAクラブ GENESIS

10:00 西日本 リーグ 滋賀クラブ 天龍ホッケーチーム

13:00 1部 リーグ 伊吹クラブ 京都ワイルドボアーズ

11:30 2部 リーグ 箕島小川クラブ 三重クラブ

13:00 西日本 リーグ 箕島ホッケークラブ 岡山クラブ

朝日 13:00 西日本 リーグ 福井クラブ 八頭ホッケークラブ

9:00 1部 リーグ 京都クラブ GENESIS

10:30 2部 リーグ team GUSTARE 命友ホリーズ

12:00 3部 リーグ Hiroshima** YAMATO

13:30 4部 リーグ 二階堂クラブ FWGS*

15:00 3部 リーグ 六甲ウォータース 瑞穂クラブ

11:30 2部 リーグ 箕島小川クラブ シュライクス大阪

13:00 西日本 リーグ 箕島ホッケークラブ 滋賀クラブ

熊山 12:00 西日本 リーグ 岡山クラブ 天龍ホッケーチーム

マツゲン 12:30 4部 リーグ 甲友クラブ FWGS*

10:00 4部 リーグ 二階堂クラブ 香芝ホッケークラブ

13:00 2部 リーグ 三重クラブ 同志社クラブ

伊吹 11:00 1部 リーグ 伊吹クラブ 山口KUGAクラブ

熊山 12:00 西日本 リーグ 岡山クラブ 滋賀クラブ

9:00 3部 リーグ 彦根クラブ 大阪ブラックスティックス 

10:30 西日本 リーグ 八頭ホッケークラブ 箕島ホッケークラブ

12:00 1部 リーグ 京都クラブ 山口KUGAクラブ

13:30 3部 リーグ Hiroshima** 瑞穂クラブ

15:00 2部 リーグ team GUSTARE 同志社クラブ

9:30 1部 リーグ GENESIS 京都ワイルドボアーズ

11:00 3部 リーグ 六甲ウォータース YAMATO

12:30 1部 リーグ HYOGO HEARTS 伊吹クラブ
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日付 会場 時刻 グループ ステージ チーム チーム 備考

10:00 3部 リーグ 彦根クラブ Hiroshima**

11:30 4部 リーグ FWGS* Reverse岡山

13:00 1部 リーグ 山口KUGAクラブ 畝傍クラブ

14:30 4部 リーグ 長浜北ブライアント Reverse岡山

11:30 2部 リーグ 箕島小川クラブ 同志社クラブ

13:00 西日本 リーグ 箕島ホッケークラブ 天龍ホッケーチーム

10:00 3部 リーグ 大阪ブラックスティックス YAMATO

13:00 2部 リーグ 三重クラブ 命友ホリーズ

9:00 1部 リーグ 畝傍クラブ 京都ワイルドボアーズ

10:30 4部 リーグ 二階堂クラブ Reverse岡山

12:00 2部 リーグ シュライクス大阪 三重クラブ

13:30 1部 リーグ 京都クラブ 伊吹クラブ

15:00 4部 リーグ 香芝ホッケークラブ 長浜北ブライアント

朝日 11:00 西日本 リーグ 福井クラブ 天龍ホッケーチーム

三菱ケミカル 11:00 西日本 リーグ 三菱ケミカル*** 八頭ホッケークラブ

朝日 11:00 西日本 リーグ 福井クラブ 滋賀クラブ

三菱ケミカル 13:00 西日本 リーグ 三菱ケミカル*** 箕島ホッケークラブ

朝日 12:00 西日本 リーグ 福井クラブ 岡山クラブ

八頭高校 13:00 西日本 リーグ 八頭ホッケークラブ 天龍ホッケーチーム

9:00 2部 リーグ 命友ホリーズ 同志社クラブ

10:30 4部 リーグ 二階堂クラブ 長浜北ブライアント

12:00 1部 リーグ 山口KUGAクラブ 京都ワイルドボアーズ

13:30 2部 リーグ team GUSTARE 三重クラブ

15:00 3部 リーグ YAMATO 瑞穂クラブ

9:30 4部 リーグ 甲友クラブ Reverse岡山

11:00 3部 リーグ 大阪ブラックスティックス Hiroshima**

12:30 1部 リーグ HYOGO HEARTS GENESIS

伊吹 10:30 1部 リーグ 伊吹クラブ 畝傍クラブ

朝日 12:00 西日本 リーグ 福井クラブ 箕島ホッケークラブ

八頭高校 13:00 西日本 リーグ 八頭ホッケークラブ 滋賀クラブ

9:00 2部 リーグ シュライクス大阪 命友ホリーズ

10:30 3部 リーグ 彦根クラブ YAMATO

12:00 4部 リーグ 香芝ホッケークラブ Reverse岡山

13:30 1部 リーグ 京都クラブ HYOGO HEARTS

15:00 3部 リーグ 大阪ブラックスティックス 瑞穂クラブ

三菱ケミカル 13:00 西日本 リーグ 福井クラブ 三菱ケミカル***
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日付 会場 時刻 グループ ステージ チーム チーム 備考

篠山 12:30 1部 リーグ HYOGO HEARTS 京都ワイルドボアーズ

11:30 4部 リーグ 二階堂クラブ 甲友クラブ

13:00 2部 リーグ 箕島小川クラブ 命友ホリーズ

9:00 2部 リーグ シュライクス大阪 team GUSTARE

10:30 3部 リーグ 彦根クラブ 瑞穂クラブ

12:00 3部 リーグ 六甲ウォータース Hiroshima**

13:30 4部 リーグ FWGS* 長浜北ブライアント

15:00 1部 リーグ 京都クラブ 京都ワイルドボアーズ

9:30 1部 リーグ GENESIS 畝傍クラブ

11:00 3部 リーグ 大阪ブラックスティックス 六甲ウォータース

12:30 1部 リーグ HYOGO HEARTS 山口KUGAクラブ

11:30 4部 リーグ 香芝ホッケークラブ 甲友クラブ

13:00 2部 リーグ 箕島小川クラブ team GUSTARE

三菱ケミカル 10:00 西日本 リーグ 三菱ケミカル*** 天龍ホッケーチーム

8/2(日) 三菱ケミカル 10:00 西日本 リーグ 三菱ケミカル*** 岡山クラブ

8/16(日) 三菱ケミカル 13:00 西日本 リーグ 三菱ケミカル*** 滋賀クラブ

9/6(日) 八頭高校 11:00 西日本 リーグ 八頭ホッケークラブ 岡山クラブ

未定 西7位管理会場 未定 西日本,1部 入替戦 西日本7位 1部1位

瑞穂 未定 1部,2部 入替戦 1部7位 2部1位

瑞穂 未定 2部,3部 入替戦 2部6位 3部1位

瑞穂 未定 3部,4部 入替戦 3部6位 4部1位

FWGS*・・・フィールド ウインド＆ゴールド スティッカーズ

Hiroshima**・・・Hiroshima Buena Vista Hockey Club

三菱ケミカル***・・・三菱化学ケミカル・坂出ホッケーチーム
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