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アジアリーグアイスホッケー プレスリリース 
 

★★★  アジアリーグアイスホッケー  ★★★ 

2019‐2020シーズン プレーオフファイナル 

中止のお知らせ 
 

 

アジアリーグアイスホッケー（チェアマン：小林澄生）では、国内外での新型コロナウイルス感染症の拡大の懸念からアジ

アリーグアイスホッケー2019‐2020 シーズン プレーオフファイナルを中止することに決定いたしましたので、お知らせ致し

ます。なお、プレーオフセミファイナルを勝利したサハリンとハルラチームの２チームが同時優勝となり、最終順位は下記

の通りとなります。 

 

■アジアリーグアイスホッケー2019‐2020 シーズン最終順位 

１位 サハリン（２年連続２回目） 

アニャンハルラ（２年ぶり、通算６回目） 

３位 王子イーグルス 

４位 キラー ホエールズ 

５位 ひがし北海道クレインズ 

6 位 H.C.栃木日光アイスバックス 

7 位 東北フリーブレイズ 

 ※同時優勝は 2010‐2011 シーズンに続いて２回目となります。 

 

■アジアリーグアイスホッケー 小林澄生チェアマンより 

 日頃、アジアリーグアイスホッケーに多大なるご支援、応援をしていただきありがとうございます。 

大変残念なことでありますが、国内外での新型コロナウイルス感染症の拡大の懸念から、お客様と選手並びに関係者の

安全を考慮し、2 月 29 日から 3 月 8 日まで開催を予定しておりましたアジアリーグアイスホッケーファイナルを中止致しま

す。また、アジアリーグアイスホッケー2019-2020 シーズンの優勝はファイナル進出のサハリンチームとハルラチームの 2

チームを両者優勝とすることに致します。 

急なご案内となり皆様方におかれましてはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げま

す。                                                                    以上 

。  

この件に関するお問い合わせ先 ： アジアリーグアイスホッケー 事務局 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-5-10  電話：03-3259-2555    E-mail：info@alhockey.jp 
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ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 

１／１ 

Asia League Ice Hockey Press Release 
 

★★★  ASIA LEAGUE ICE HOCKEY  ★★★ 

2019-2020 Season Playoff Final 

Cancellation Notice 
 

 

Asia League Ice Hockey (Chairman: Sumio Kobayashi) has announced that it has decided to cancel the Asian League Ice 

Hockey 2019-2020 Season Playoff Final due to concerns about the spread of new coronavirus infections in Japan and 

overseas. You. The two teams, Sakhalin and Halla, who have won the playoff semifinals, will be the winners at the same 

time, and the final ranking will be as follows. 

  

■Asia League Ice Hockey 2019-2020 Season Final Ranking 

1st place  Sakhalin (2nd consecutive year) 

Anyang halla (6th time in 2 years) 

3th place: Oji Eagles 

4th place: Daemyung Killer Whales 

5th place: East Hokkaido Cranes 

6th place H.C.Tochigi Nikko Ice Bucks 

7th Tohoku Free Blades 

* This is the second simultaneous victory following the 2010-2011 season. 

 

■Asia League Ice Hockey Sumio Kobayashi Chairman Comments 

 Thank you for your great support and support for the Asia League Ice Hockey on a daily basis. 

Unfortunately, due to concerns about the spread of new coronavirus infections in Japan and overseas, we plan to hold the 

event from February 29 to March 8 in consideration of the safety of customers, players and players. We have canceled the 

Asia League Ice Hockey Final. In addition, the winner of the Asian League Ice Hockey 2019-2020 season will be the two 

teams that have entered the finals. 

In addition, although it will be a hurry, we would like to invite all of you, but we ask for your understanding and cooperation.  
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