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1 「　Home　」のシートを入力
2 「　Visitor　」のシートを入力
3 「　GameSheet　」のシートを入力
4 「　Memo　」を印刷する
5 「　Name　」を印刷する

１ピリ試合中
6 「　Goals&Penalties　」のシートを入力

１ピリ終了
7 「　Shot&GC　」のシートを入力

2ピリ試合中
8 「　Goals&Penalties　」のシートを入力

2ピリ終了
9 「　Shot&GC　」のシートを入力

3ピリ試合中
10 「　Goals&Penalties　」のシートを入力

3ピリ終了
11 「　Timeout　」が取られた場合、「　GameSheet　」左下の「　Timeout設定欄　」に、必要事項を入力する

12 同点によるGWS（ゲームウイニングショット）なった場合、「　GWS　」のシートを入力

13 「　Shot&GC　」のシートを入力　　　ゴーリーの滞氷時間の入力も行う
＊　試合中、ゴーリーが交代したら、「　Shot&GC　」のシートを入力
     シュート本数カウント者に、交代したゴーリーがシュートを何本受けたか確認し、入力してください！

14 「　GameSheet　」のシートの試合終了時間を入力
15 「　GameSheet_Print　」のシートを確認の上、1枚印刷
16 「　GameSheet_Print　」のシートをレフェリーに確認・サインをもらい2枚印刷をする
17 「　GameSheet_Print　」のシートの現本は保管、2枚のコピーは各チームに渡す

＊　「　GameSheet　」の入力の前に左記2項目を入力しないと、ゴーリーの設定ができない！

OFFICIAL  GAME  SHEET　入力マニュアル
試合前までに

試合開始

試合終了後



対戦表の左側のチームを、「Home」に入力する　　　　（本部席から見て、ベンチ左側・電光掲示板の上側になる）
チーム名を入力　（列D　行２のセルをクリックし、ダウンリストよりチーム名を選択する）
登録リストを基準に、その日に提出されたメンバーリストを確認し、修正がある場合、修正入力セル（青　列　N～R）に修正入力をする

この表示が、ゲームシートに記載させる！
修正がない場合は、N列の「　Ｌ/Ｎｏ　」に、番号のみ入力する
一部修正の場合、N列の「　Ｌ/Ｎｏ　」に、番号を入力し、修正ヶ所のみ入力する
（背番号の修正は、B-noに入力　・　名前の修正は、Nameに入力　・　Cマーク、Aマークの修正は、C/Aに入力　・　ポジションの修正は、Posに入力）
全修正(登録リストに、名前がない！）の場合、「　Ｌ/Ｎｏ　」に新たな番号を入力し、「　Name　」に名前を入力する
（背番号の入力は、B-noに入力　・　名前の入力は、Nameに入力　・　Cマーク、Aマークの入力は、C/Aに入力　・　ポジションの入力は、Posに入力）

Home

メンバーの修正！



対戦表の右側のチームを、「Visitor」に入力する　　　　（本部席から見て、ベンチ右側・電光掲示板の下側になる）
チーム名を入力　（列D　行２のセルをクリックし、ダウンリストよりチーム名を選択する）
登録リストを基準に、その日に提出されたメンバーリストを確認し、修正がある場合、修正入力セル（青　列　N～R）に修正入力をする

この表示が、ゲームシートに記載させる！
修正がない場合は、N列の「　Ｌ/Ｎｏ　」に、番号のみ入力する
一部修正の場合、N列の「　Ｌ/Ｎｏ　」に、番号を入力し、修正ヶ所のみ入力する
（背番号の修正は、B-noに入力　・　名前の修正は、Nameに入力　・　Cマーク、Aマークの修正は、C/Aに入力　・　ポジションの修正は、Posに入力）
全修正(登録リストに、名前がない！）の場合、「　Ｌ/Ｎｏ　」に新たな番号を入力し、「　Name　」に名前を入力する
（背番号の入力は、B-noに入力　・　名前の入力は、Nameに入力　・　Cマーク、Aマークの入力は、C/Aに入力　・　ポジションの入力は、Posに入力）

Ｖｉｓｉｔｏｒ

メンバーの修正！



Nameの変更 列P・行５（Name）に（磯野ワカメ）を入力すると、（井々村　郡兵さん）が（磯野　ワカメ）に変更されます
C→A　マークの変更 列Q・行７（C/A）に（Cマーク）を入力すると、（下園　篤志さん）が、AマークからCマークに変更されます
A→C　マークの変更 列Q・行13（C/A）に（Aマーク）を入力すると、（平尾　奨也さん）が、CマークからAマークに変更されます
C・A　マークを削除する場合 列Q・行14（C/A）のダウンリストの（A）を外すと、（山崎　龍之介さん）が、Aマークから外れます
背番号の変更 列O・行16（B‐no）に（変更背番号　68　）を入力すると、（佐伯　康成さん）の背番号が、（13）から（68）に変更されます
Pos（ポジション）の変更 列R・行18（Pos）に（　D　）を入力すると、（地徳　博紀さん）のポジションが、（F　フォワード）から（D　デフェンス）に変更されます
登録リストの名前の削除 列N・行21（L/No）に（17）を入力せずに（18）を入力すると、登録リスト（17）の（荒牧　直樹さん）がMember　Listから、削除されます
登録リストに名前のない方の入力 列N・行22（L/No）に（新規番号　19　）を入力し、列P・行22に（磯野　カツオ）を入力すると、Member Listに登録されます

この表示が、ゲームシートに記載させる！

Home・Visitor　変更入力例

（基本的に、事前登録のない人は、試合には出れません！）



① ピリオド時間を入力する　（OVTがあるときは、OVT時間と回数を入力する）
②・③ 大会名を入力する

④ 試合会場を入力する
⑤ 日付を入力する　「西暦は下2桁　　西暦・月・日の境は（　/　スラッシュ）の入力が必要」
⑥ 大会の、何試合目かを入力する
⑦ 試合開始時間を入力　　「（　：　コロン）の入力は不要！　22：35試合開始の場合、2235と入力する」
⑧ ゴーリーの設定をする　　　「（Home　・　Visitor）の入力を先に行わなければ、表示されない！」
⑨ レフェリー・ラインズマン・オフィシャルの設定をする　　「ダウンリストで表示されるが、データがない場合、直接入力する」
⑩ タイムアウトを取った場合、必要事項を入力する。　（電光掲示板の表示タイムを入力する）

GameSheet

⑪ 試合終了時間を、入力する　　　　忘れないように！
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パソコン　フリーズ対策として、「Memo」を印刷します
試合中、パソコン入力と同時進行で、必要事項を記入します
試合終了時、パソコン入力に問題なく、ゲームシートが印刷できた場合、このMemoは破棄してください

Memo



アナンス用として、「Name」を印刷します
大会申込時のメンバー表が登録されている場合、下記のメンバー表が表示されます
両チームの読み仮名まで表示されるので、アナンス時に活用してください

Name



列J　の「Ｐ」はゴールしたピリオドを入力する
列KLM　の「Time」は、電光掲示板の表示タイム（ダウンタイム）を入力する　　　（　：　コロン）の入力は不要
列N　の「G」は、ゴールしたプレイヤーの背番号を入力する
列O・P　の「A1・A2」は、アシストしたプレイヤーの背番号を入力する
列Q　の「GS」は、イーブン・パワープレイ・キルプレイ・エンプティーネットを入力する　（EQ・+1・＋2・－1・-2・EN）
列R　の「NG」は、失点したゴーリーの背番号を入力する
列S　の「P」は、反則したピリオドを入力する
列T,U,V　の「Time」は、電光掲示板の表示タイム（ダウンタイム）を入力する　　　（　：　コロン）の入力は不要
列W　の「No.」は、ペナルティーをしたプレイヤーの背番号を入力
列X　の「Min」は、ペナルティータイムを入力する
列Y,Z,AA,AB　の、「Offence」　の入力は、ダウンリストの中から、ペナルティーの種類を選び、入力する
列AC　の「P」は、ペナルティーが終了したピリオドを入力する
列AD,AE,AF　の「Eｎｄ」は、ペナルティー終了タイムを入力する　　「電光掲示板の表示タイム（ダウンタイム）」

アナンスタイムは、「アナンス用時間」に表示されているタイムを、コールする

Goals&Penalties



（Goals&Penalties）のペナルティー欄に下記のように入力すると、（GameSheet_Print）には、下記のように反映される
Timeには、ペナルティーが発生した時間を入力してください。　　　ペナルティーがスタートする時間ではありません！

ペナルティーの入力例

フッキングによる、 

マイナーペナルティーの場合 

マイナーペナルティーが得点により、 

ワォッシュアウトされた場合 

メンバーオーバーによる 

ベンチマイナーペナルティーの場合 

PS （ペナルティーシュート）の場合 

ハイスティックによるマイナーペナルティーと 

ミスコンダクトペナルティーを取られた場合 

ハイスティックによるメジャーペナルティーと 

ゲームミスコンダクトペナルティーを 

取られた場合 

ハイスティックによる 

マッチペナルティーを取られた場合 

ハイスティックによるマイナーペナルティーと 

ミスコンダクトペナルティーを取られ、 

30秒後に得点され、マイナーが解かれた場合 



各ピリオド終了時に、シュート本数を入力

試合中、ゴーリーの交代がなければ、
列R（Period)に、「３」を入力する　　　　　列ST（Time）に、「0000」を入力する　　（　：　コロンの入力は不要）
列U（GKA　No）・列W（GKB　No）に、「　－　」（ハイフン）を入力する

Ｓｈｏｔ＆ＧＣ



試合中、2ピリ　11:00分（電光掲示板表示）で、Bチームのゴーリーが、40番から4番に交代した場合

（Period)に、「２」を入力する
（Time）に、「1100」を入力する　（　：　コロンの入力は不要）
（GKA　No）に「５」・（GKB　No）に「４」を入力する
交代前の40番のゴーリーが2ピリに受けたシュート本数を入力する　　（4本と仮定する）

試合終了時、

（Period)に、「３」を入力する
（Time）に、「0000」を入力する　（　：　コロンの入力は不要）
（GKA　No）に「　-　」・（GKB　No）に「　-　」を入力する

ゴーリーチェンジ入力例

2ピリに、交代前の 

40番のゴーリーが 

受けたシュート本数 

（GameSheet_Print）には、 
このように表示される 

ピリオドの区切りでゴーリーが交代した場合、 

この数字は入力の必要はありません！ 



GWSになった場合、GWSのシートの黄色いセルに、
（先行に＊印）（各チームの選手・ゴーリーの背番号）（成功か失敗　○・×）（勝敗決定時のゴーリー　０・-）を入力する

上記の例の場合、福工大87番の選手が、GWSの勝敗を決める得点（有効な得点）になります。
その場合、Goals&Penalties　の入力は、下記のように入力します。
列J・行8（Pのセル）は、空白のまま。
列KLM・行8（Timeのセル）に、GWSを入力。
列N・行8（Gのセル）に、87を入力。
列Q・行8（GSのセル）に、PSを入力。
列R・行8（Gのセル）に、失点したゴーリーの番号（4）を入力。

GWS（ゲームウイニングショット）入力例　No,1



GWS（ゲームウイニングショット）入力例　No,1　から引き続き、下記の入力を行います。

Ｓｈｏｔ＆ＧＣ　のGWS欄に勝利チームに（1）、敗者チームに（0）を入力する。

GWS（ゲームウイニングショット）入力例　No,2

（GameSheet_Print）には、 
このように表示される 



Aチームが、3ピリ　5:00分（電光掲示板の表示タイム）に、「　Timeout　」を取った場合。
GameSheet　左下のタイムアウト設定欄に、ピリオドとタイム（電光掲示板の表示タイム）を入力する。

Aチームが、3ピリ　5:00分（電光掲示板の表示タイム）に「　Timeout　」を取り、続けて、Bチームが「　Timeout　」を、取った場合。
GameSheet　左下のタイムアウト設定欄に、両チームのピリオドとタイム（電光掲示板の表示タイム）を入力する。
先にタイムアウトを取ったチームに、＊をつける。

Timeout　の、入力例

（GameSheet_Print）には、 

このように表示される 

（GameSheet_Print）には、 

このように表示される 



この間の表示がおかしくないか確認

注意！
マニュアル通りに入力しても、
この間の表示がおかしい場合、
元データが壊れている可能性があります。

その場合、直接、手入力し、
データを書き換えてください。

シュート及びセーブ率、得点の確認方法！

計算が合わない場合、
ゴーリーのセーブ本数で調整する！

Bチームの場合、逆になります！

ＯＫなら、1枚印刷！
主審に確認してもらい、サインをもらったら、
コピー機で2枚コピーを取る。
現本は保存。　コピーは両チームに渡す。

Aチームの場合

Aチームの得点

Aチームのシュート本数（SoG)　－

Bチームのゴーリーのセーブ本数　　＝

GameSheet_Print



当該試合の
残り時間ゲーム・ミスコンダクト

反則者以外の
いずれかのプレイヤー

(5分）

反則者

なし

ゴールキーパー

本人の
退場時間

備考

当該試合の
残り時間

当該試合の
残り時間

10分

氷上にいるプレイヤー
(5分）

－ －ペナルティ・ショット

本人の
退場時間

ペナルティ・ベンチでの、
ペナルティー遂行者

2分

2分

マイナー

ベンチ・マイナー

メジャー

マッチ

ゲーム
シート上の
記録時間

－

当該試合の
残り時間

適用有

ペナルティ・ベンチでの、
ペナルティー遂行者

同時の
ペナルティ

反則者 － 氷上にいるプレイヤー

なし

氷上にいるプレイヤー
(5分）

反則者以外の
いずれかのプレイヤー

(5分）

ペナルティ　一覧

2分 得点と同時に
終了の場合あり 適用有

いずれかのプレイヤー

要報告 適用有

ＰＳ

－

－

要報告

－

－

当該試合の
残り時間

当該試合の
残り時間

－

氷上にいるプレイヤー
(10分）

－

適用なし － 2分 得点と同時に
終了の場合あり

－

5分

10分

20分

25分

－

－ミスコンダクト

ペナルティの種類
注意事項

プレイヤー


