
　　　　 試合結果 ２０１２

●Ａチーム

日 勝敗 相手 スコア 大会名 会場 成績・他
12月16日 ● 川島ﾗｲｵﾝｽﾞ ６－７ 所中ｼﾆｱ杯3位戦 中央ｼﾆｱG ﾍﾞｽﾄ４
12月16日 ● 若狭ﾌﾞﾙｰｽｶｲ ５－７ 所中ｼﾆｱ杯準決勝 中央ｼﾆｱG
12月1日 ○ 狭山ﾛﾋﾞﾝｽﾞ ８－０ 所沢中央ｼﾆｱ杯2回戦 中央ｼﾆｱG
12月1日 ○ 入間川ﾍﾞｱｰｽﾞ ３－１ 所沢中央ｼﾆｱ杯1回戦 中央ｼﾆｱG
11月18日 ○ 北有楽町 １３－２ 秋季明峰大会 明峰小 優勝！
11月18日 ○ 宮本町 １１－１ 秋季明峰大会 明峰小
10月21日 ● 所沢ｺｽﾓﾅｲﾝ ２－７ 朝日旗秋季2回戦 安松小
10月13日 ○ 林ﾚｯﾄﾞｽﾈｰｸｽ ７－０ 朝日旗秋季予選L 林G
10月8日 ● 所沢ｺｽﾓﾅｲﾝ ０－１ 朝日旗秋季予選L 安松小
10月7日 ○ 新所沢ﾗｳﾝﾀﾞｰｽ ４－０ 朝日旗秋季予選L 美原小
9月17日 ○ 所沢ﾛﾋﾞﾝｽﾞ ６－１ 所沢東部秋季 和田小 準優勝
9月15日 ○ 北秋津ﾊﾞｰﾄﾞ １２－０ 所沢東部秋季 和田小
9月9日 ● 大宮ﾊﾟﾜｰｽﾞ ０－６ ﾎﾟｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ3回戦 宝来運動公園

9月9日 ○ 安松ｼｬｰｸｽ １４－０ 所沢東部秋季 牛沼小
9月8日 ● 上安松ﾌｧｲﾀｰｽﾞ １－６ 所沢東部秋季 和田小
7月29日 ○ 泉ﾎﾜｲﾄｲｰｸﾞﾙｽ ７－２ ﾎﾟｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ2回戦 泉小
7月8日 ○ 北有楽町 ２１－０ 春季明峰大会 明峰小 優勝！
7月8日 ○ 宮本町 ８－２ 春季明峰大会 明峰小
7月1日 ○ 大戸ｳｨﾝｸﾞｽ １０－０ ﾎﾟｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ1回戦 南与野小
6月30日 ● 若狭ﾌﾞﾙｰｽｶｲ ２－３ くりくり予選準決勝 北野小 ３位
6月24日 ● 小手指ﾌｧｲﾀｰｽﾞA1 １－１０ 所沢市大会準々決勝 少年野球場 ﾍﾞｽﾄ８
6月24日 ○ 高峰ﾀｲｶﾞｰｽ １０－５ 所沢市大会2回戦 少年野球場

6月17日 ○ 小手指ﾌｧｲﾀｰｽﾞA2 ８－１ 所沢市大会1回戦 少年野球場

6月10日 ● 川越ｽﾗｯｶﾞｰｽﾞ ５－２２ 西武沿線予選T 藤沢北小
6月3日 ○ 所沢ｺｽﾓﾅｲﾝ ７－３ 朝日旗二部決勝 航空公園球場 優勝！
6月2日 ○ 高峰ﾀｲｶﾞｰｽ ５－３ 朝日旗二部準決勝 和田小
5月20日 ○ 若松ｻﾝﾀﾞｰｽﾞ ７－３ 朝日旗二部2回戦 少年野球場

5月13日 ○ 北秋津ﾊﾞｰﾄﾞ ７－０ 朝日旗二部1回戦 中央小
5月12日 ● 若狭ﾌﾞﾙｰｽｶｲ １－８ 朝日旗春季予選L 少年野球場

5月4日 ○ 所沢ｸﾗｳﾝｽﾞ ３－０ 朝日旗春季予選L 少年野球場

4月30日 ● 所小選抜ﾄﾞﾘｰﾑｽ ３－８ 朝日旗春季予選L 少年野球場

4月21日 ○ 上安松ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ６－３ 所沢東部春季 和田小 優勝！
4月8日 ○ 安松ｼｬｰｸｽ １１－０ 所沢東部春季 牛沼小
4月7日 ○ 北秋津ﾋﾞｸﾄﾘｰｽﾞ ４－３ 所沢東部春季 和田小
4月1日 ○ 所沢ﾘﾄﾙﾗｲｵﾝｽﾞ ６－５ 所沢東部春季 若松小
3月24日 ● 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂ ０－３ ｽﾎﾟ少順位戦 東所沢小
3月20日 ● 新所沢ﾗｳﾝﾀﾞｰｽ ７－１０ ｽﾎﾟ少順位戦 航空公園球場

日 勝敗 相手 スコア 会場 成績・他
2月17日 ○ 北秋津ﾋﾞｸﾄﾘｰｽﾞ １８－２ 親善試合 狭山台G
12月15日 ○ 角栄ｽﾀｰｽﾞ ４－０ 親善試合 中央ｼﾆｱG
11月25日 ○ 所小選抜ﾄﾞﾘｰﾑｽ ７－６ 親善試合 北野Ｇ
11月25日 ○ 所小選抜ﾄﾞﾘｰﾑｽ ５－３ 親善試合 北野Ｇ
11月24日 ○ 高峰・椿峰連合 ６－４ 練習試合 総合Ｇ
11月4日 ● 上安松ﾌｧｲﾀｰｽﾞ １－９ 練習試合 北中Ｇ
11月3日 ● ﾆｭｰﾀｳﾝﾔﾝｷｰｽ ３－７ 練習試合 中央小
9月30日 ● 泉ﾎﾜｲﾄｲｰｸﾞﾙｽ ０－６ 練習試合 泉小
9月29日 ● 上安松ﾌｧｲﾀｰｽﾞ １－７ 練習試合 和田小
8月26日 △ 北秋津ﾋﾞｸﾄﾘｰｽﾞ ７－７ 練習試合 上奥富ｺﾝﾋﾞ

8月19日 ○ 武蔵ﾗｲｵﾝｽﾞ １０－２ 練習試合 日本電子G

8月19日 ● 武蔵ﾗｲｵﾝｽﾞ ２－６ 練習試合 日本電子G

7月16日 ● 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂ ３－１０ 練習試合 上奥富A

２４勝　１３敗　０分

１２勝　１２敗　３分

公式戦

練習試合



7月15日 ○ 黒須ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ５－３ 練習試合 黒須小
7月15日 ○ 黒須ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ６－０ 練習試合 黒須小
7月14日 ● 所沢ﾘﾄﾙﾗｲｵﾝｽﾞ １－９ 練習試合 牛沼小
5月27日 ● 富士見ｽﾋﾟﾘｯﾂ ２－９ 練習試合 明峰小
5月26日 ○ 御狩場ﾊﾝﾀｰｽﾞ ４－２ 練習試合 御狩場小
5月6日 ● 高峰ﾀｲｶﾞｰｽ ８－６ 練習試合 椿峰小
4月28日 ● 上安松ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ３－１０ 練習試合 北中Ｇ
3月31日 △ 林ﾚｯﾄﾞｽﾈｰｸｽ ４－４ 練習試合 林小
3月18日 ○ 本庄ｴﾝｾﾞﾙｽ ９－６ 練習試合 本庄総合公園

3月18日 ● 本庄ｴﾝｾﾞﾙｽ ５－１５ 練習試合 本庄総合公園

3月11日 ○ 所沢ﾛﾋﾞﾝｽﾞ １７－０ 練習試合 明峰小
3月4日 ● 飯能一小ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ ６－１２ 練習試合 美杉台球場

2月26日 ○ 豊岡ﾀｲｶﾞｰｽ ８－６ 練習試合 上奥富ｺﾝﾋﾞ

2月18日 △ 富士見ｽﾋﾟﾘｯﾂ ６－６ 練習試合 富士見台小

●Ｂチーム

日 勝敗 相手 スコア 大会名 会場 成績・他
11月25日 ● 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂ ４－８ ｽﾎﾟ少新人戦決勝 東所沢小 準優勝
11月24日 ○ 林ﾚｯﾄﾞｽﾈｰｸｽ １２－３ ｽﾎﾟ少新人戦 明峰小
11月18日 ○ 北有楽町 ８－５ 秋季明峰大会 明峰小 準優勝
10月21日 ● 若松ｻﾝﾀﾞｰｽ ７－８ 朝日旗秋季2回戦 若松小
10月17日 ○ 宮前ﾌﾞﾙｰｽｶｲ ３－２ 朝日旗秋季1回戦 ﾘﾊﾋﾞﾘG
9月8日 ● 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂＣ ５－１４ 所沢東部秋季 和田小
7月8日 ○ 北有楽町 １４－３ 春季明峰大会 明峰小 準優勝
7月8日 ○ 宮本町 １０－１ 春季明峰大会 明峰小
6月17日 ● 新所沢ﾗｲﾉｰｽﾞ ３－１７ 所沢市大会1回戦 北中G
5月26日 ● 若狭ﾌﾞﾙｰｽｶｲ １－７ 朝日旗春季準決勝 泉小 ３位
5月20日 ○ 所沢ｺｽﾓﾅｲﾝ ３－１ 朝日旗春季2回戦 東所沢小
5月12日 ○ 所小選抜ﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ １３－３ 朝日旗春季1回戦 和田小
4月1日 ● 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂＣ ３－１０ 所沢東部春季 東所沢小

日 勝敗 相手 スコア 会場 成績・他
9月30日 ○ 所沢ｺｽﾓﾅｲﾝ １１－１ 練習試合 和田小
8月26日 ○ 北秋津ﾋﾞｸﾄﾘｰｽﾞ ５－４ 練習試合 上奥富ｺﾝﾋﾞ

8月25日 ○ 南小ﾑｻｼ ３４－５ 練習試合 狭山南小
6月24日 ● 一区新光 ６－１０ 練習試合 広瀬G
4月30日 ● 三芳ﾎｰﾌﾟ １－７ 練習試合 治水橋G
4月29日 ○ 山口ﾆｭｰｽﾀｰｽﾞ ９－８ 練習試合 北野総合G

3月25日 ● 柏原ｱﾛｰｽﾞ ５－１４ 練習試合 柏原Ｇ
3月4日 ● 飯能一小ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ １－９ 練習試合 美杉台球場

2月18日 ● 富士見ｽﾋﾟﾘｯﾂ ３－１１ 練習試合 富士見台小

●Ｃチーム

日 勝敗 相手 スコア 大会名 会場 成績・他
12月8日 ○ 所沢ｺｽﾓﾅｲﾝ １０－３ 秋季ｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ 明峰小 ３位
11月18日 ○ 宮本町 １７－０ 秋季明峰大会 明峰小
11月11日 ○ 若狭ﾌﾞﾙｰｽｶｲ ６－１ 秋季ｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ 明峰小
11月3日 ● みずほ台ﾔﾝｶﾞｰｽ ２－３ 初雁杯 福原ﾊﾟｰｸA
10月28日 ○ 小手指ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ７－２ 秋季ｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ 上奥富ｺﾝﾋﾞ

10月27日 ● 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂ ２－４ 秋季ｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ 東所沢小
10月8日 ● 泉ﾎﾜｲﾄｲｰｸﾞﾙｽ ２－６ 秋季ｼﾞｭﾆｱﾘｰｸﾞ 泉小
7月17日 ● 所沢ｺｽﾓﾅｲﾝ ３－７ 春季ｼﾞｭﾆｱＴ決勝 安松小 準優勝
7月29日 ○ 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂ ９－５ 春季ｼﾞｭﾆｱT準決勝 東所沢小
7月22日 ○ 小手指ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ６－４ 春季ｼﾞｭﾆｱT2回戦 上奥富ｺﾝﾋﾞ

7月16日 ○ 新所沢ﾗｲﾉｰｽﾞ ６－５ 春季ｼﾞｭﾆｱT1回戦 上奥富ｺﾝﾋﾞ

公式戦

練習試合

公式戦

　７勝　６敗　０分

　４勝　５敗　０分

　　７勝　４敗　０分



日 勝敗 相手 スコア 会場 成績・他
12月1日 ○ 富士見ｴﾝｾﾞﾙｽ ９－５ 練習試合 関沢小
10月27日 ○ 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂ １３－２ 練習試合 東所沢小
10月13日 ○ 富士見ｴﾝｾﾞﾙｽ ２６－０ 練習試合 上奥富ｺﾝﾋﾞ

8月26日 ● 新所沢ﾗｲﾉｰｽﾞ ７－１５ 練習試合 上奥富ｺﾝﾋﾞ

8月19日 ○ 武蔵ﾗｲｵﾝｽﾞC ２４－３ 練習試合 武蔵村山三小

8月19日 ○ 武蔵ﾗｲｵﾝｽﾞD １２－６ 練習試合 武蔵村山三小

7月29日 ○ 柳瀬ｼﾞｬｲｱﾝﾂ ９－７ 練習試合 東所沢小
4月29日 ○ 山口ﾆｭｰｽﾀｰｽﾞ １１－１０ 練習試合 北野総合G

4月21日 ● 狭山ﾒｼﾞｬｰｽﾞ ４－９ 練習試合 明峰小
3月11日 ● 清瀬ﾂｲﾝｽﾞ ３－１４ 練習試合 芝山小

練習試合 　７勝　３敗　０分


