2012 年活動実績
日付

イベント名称

2012-12-29(土
土)

練習 練習＆納会(日揮グラウンド)

2012-12-24(月
月)
2012-12-23(日
日)
2012-12-22(土
土)
2012-12-16(日
日)
2012-12-15(土
土)
2012-12-9(日
日)
2012-12-8(土
土)
2012-12-2(日
日)
2012-12-1(土
土)

練習 練習(日揮グラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)
練習 練習(Ｓグラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)
練習 練習(Ｓグラウンド)
練習 練習(Ｓグラウンド)
練習 練習(Ｓグラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)

2012-11-25(日
日)

その他 フェスティバル(日揮グラウンド)

2012-11-24(土
土)

練習 練習(日揮グラウンド)

2012-11-25(日
日)
2012-11-24(土
土)
2012-11-23(金
金)
2012-11-18(日
日)
2012-11-17(土
土)
2012-11-11(日
日)
2012-11-10(土
土)
2012-11-10(土
土)

試合 第 6 回日本少年野球 神奈川支部 1 年生大会２回戦(瀬谷本郷球場)
試合 第 6 回日本少年野球 神奈川支部 1 年生大会(綾瀬球場（本蓼川）)
練習 練習(日揮グラウンド)
練習 練習
練習 練習(日揮グラウンド)
練習 練習
練習 練習(日揮グラウンド)
試合 第５回 リスト杯争奪秋季神奈 川大会２回戦(小野路球場)

2012-11-4(日
日)

練習 練習

2012-10-28(日
日)

練習 練習 日揮グラウンドが空き次第移動し、練習試合(ＯグラウンドＫ)

2012-11-3(土
土)

2012-10-28(日
日)
2012-10-27(土
土)
2012-10-21(日
日)
2012-10-20(土
土)
2012-10-14(日
日)

練習 練習試合 (日揮グラウンド)

試合 第５回 リスト杯争奪秋季神奈 川大会１回戦(湘南クラブ倉見グラウンド)
練習 練習
練習 練習 現地集合(南足柄球場)
試合 練習試合 １日使用(日揮グラウンド)
練習 練習 １２時集合(日揮グラウンド)

2012-10-13(土
土)

練習 練習(日揮グラウンド)

2012-10-7(日
日)

練習 練習 ８時集合(日揮グラウンド)

2012-10-8(月
月)

試合 練習試合 (日揮グラウンド)

2012-10-6(土
土)

練習 練習 2 年生(日揮グラウンド)

2012-9-30(日
日)

試合 練習試合 ２年生 空き次第(日揮グラウンド)

2012-10-6(土
土)
2012-9-30(日
日)
2012-9-29(土
土)
2012-9-23(日
日)
2012-9-22(土
土)
2012-9-17(月
月)
2012-9-16(日
日)
2012-9-15(土
土)
2012-9-9(日
日)
2012-9-9(日
日)

試合 練習試合 1 年生(日揮グラウンド)
試合 練習試合 1 年生(中三田グラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)
試合 【中止】練習試合 (綾瀬球場（本蓼川）)
試合 練習試合(日揮グラウンド)
試合 練習試合(日揮グラウンド)
試合 午前練習 日揮グラウンドが空き次第移動し練習試合(Ｓグラウンド)
試合 練習試合(綾瀬球場（本蓼川）)
試合 第９回日本少年野球 厚木大会 １回戦（サスペンデッド試合）(帝京大学サブグラウンド)
練習 練習

2012-9-8(土
土)
2012-9-2(日
日)
2012-9-1(土
土)

2012-8-26(日
日)
2012-8-25(土
土)
2012-8-25(土
土)
2012-8-19(日
日)

試合 練習試合(日揮グラウンド)
練習 練習
試合 第９回日本少年野球 厚木大会 １回戦（雨天サスペンデッド）(南足柄球場)
試合 練習試合 日揮グラウンドが空き次第移動(Ｓグラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)
その他 暑気払い(午後から)
練習 練習 日揮グラウンドが空き次第移動(Ｓグラウンド)

2012-8-18(土
土)

試合 練習試合(日揮グラウンド)

2012-8-12(日
日)

練習 練習 日揮グラウンドまたは(Ｓグラウンド)

2012-8-14(火
火)
2012-8-11(土
土)
2012-8-5(日
日)

試合 【中止】練習試合 (玉川球場)

試合 練習試合(日揮グラウンド)
試合 練習試合 日揮グラウンドが空き次第移動(Ｓグラウンド)

2012-8-4(土
土)

練習 練習 １、２年生(日揮グラウンド)

2012-8-4(土
土)

試合 シーケルベースボールクラシック 2012 3 年生

2012-8-4(土
土)
2012-8-1(水
水)

試合 シーケルベースボールクラシック 2012 3 年生 準決勝

練習 練習

2012-7-29(日
日)

練習 練習

2012-7-28(土
土)

試合 練習試合 １、２年生(日揮グラウンド)

2012-7-29(日
日)
2012-7-28(土
土)
2012-7-22(日
日)
2012-7-21(土
土)

試合 シーケルベースボールクラシック 2012 3 年生(桜川野球場)
試合 シーケルベースボールクラシック 2012 3 年生(桜川野球場)
試合 練習試合 空き次第移動後(日揮グラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)

2012-7-16(月
月)

試合 練習試合 １、２年生(日揮グラウンド)

2012-7-15(日
日)

練習 練習 １年生

2012-7-16(月
月)
2012-7-15(日
日)
2012-7-14(土
土)
2012-7-8(日
日)

練習 練習 3 年生(日揮グラウンド)

試合 練習試合 午後移動後、２、３年生(日揮グラウンド)
試合 練習試合(日揮グラウンド)
試合 練習 日揮グラウンドが空き次第移動し、練習試合(ＯグラウンドＫ)

2012-7-7(土
土)

練習 練習(日揮グラウンド)

2012-7-1(日
日)

練習 午後から日揮グラウンド(Ｓグラウンド)

2012-7-7(土
土)
2012-7-1(日
日)

試合 第 37 回日本少年野球 関東大会神奈川県支部予選 2 回戦(日揮グラウンド)

試合 練習試合（１年生） 午後から(日揮グラウンド)

2012-6-30(土
土)

練習 練習 日揮グラウンド および(Ｓグラウンド)

2012-6-24(日
日)

練習 練習 午前Ｏグラウンド 午後(日揮グラウンド)

2012-6-30(土
土)
2012-6-23(土
土)
2012-6-23(土
土)
2012-6-17(日
日)
2012-6-17(日
日)
2012-6-16(土
土)
2012-6-10(日
日)
2012-6-10(日
日)
2012-6-9(土
土)
2012-6-3(日
日)
2012-6-2(土
土)
2012-6-2(土
土)

準決勝(水戸市民球場)

試合 第 37 回日本少年野球 関東大会神奈川県支部予選 1 回戦(日揮グラウンド)

練習 練習 日揮グラウンド および(Ｓグラウンド)
試合 第４３回日本少年野球 選手権大会神奈川県支部予選ブロック決勝(サーティフォー相模原)
練習 練習 午前Ｓグラウンド 午後(日揮グラウンド)
試合 【延期】第４３回日本少年野球 選手権大会神奈川県支部予選ブロック決勝(保土ヶ谷球場)
練習 練習 日揮グラウンド および(Ｓグラウンド)
練習 練習 午後(日揮グラウンド)
試合 第４３回日本少年野球 選手権大会神奈川県支部予選２回戦(小山球場)
練習 練習(日揮グラウンド)
練習 練習 午前Ｓグラウンド 午後(日揮グラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)
試合 練習試合 １、２年生(湘南クラブ倉見グラウンド)

2012-5-27(日
日)
2012-5-26(土
土)
2012-5-26(土
土)
2012-5-26(土
土)
2012-5-20(日
日)
2012-5-19(土
土)
2012-5-13(日
日)
2012-5-12(土
土)
2012-5-6(日
日)
2012-5-5(土
土)
2012-5-4(金
金)

練習 練習(Ｓグラウンド)
試合 練習試合 １、２年生(日揮グラウンド)
試合 第４３回日本少年野球 選手権大会神奈川県支部予選１回戦 登録メンバー(綾瀬球場（本蓼川）)
練習 練習 選手権予選登録メンバー以外の３年生(日揮グラウンド)
練習 練習 午後(日揮グラウンド)
試合 練習試合(日揮グラウンド)
練習 練習 午前ＯグラウンドＫ 午後(日揮グラウンド)
試合 練習試合(日揮グラウンド)
練習 春季合宿
練習 春季合宿
練習 春季合宿

2012-5-3(木
木)

練習 春季合宿

2012-4-30(月
月)

試合 練習試合（3 年生監督指定選手）7 時集合@日揮(綾瀬球場（本蓼川）)

2012-4-30(月
月)
2012-4-30(月
月)

練習 練習 1 年生、3 年生指定選手以外 7 時集合(日揮グラウンド)

試合 練習試合（1 年生）7 時集合(日揮グラウンド)

2012-4-29(日
日)

試合 午前中練習 午後から練習試合日揮グラウンドと(Ｓグラウンド)

2012-4-28(土
土)

試合 練習試合（２年生）8 時集合@日揮Ｐ(相模湖球場)

2012-4-28(土
土)
2012-4-22(日
日)
2012-4-22(日
日)
2012-4-21(土
土)

試合 【中止】練習試合 2 年生以外 8 時集合(日揮グラウンド)

練習 練習 午後日揮グラウンド 午前中(ＯグラウンドＫ)
試合 第１５回関東ボーイズリーグ大会 ２回戦 登録メンバー(ボーイズ志村球友会Ａグラウンド)
練習 練習(日揮グラウンド)

2012-4-15(日
日)

練習 練習 日揮グラウンドと(Ｓグラウンド)

2012-4-14(土
土)

練習 練習 青果市場⇒平塚球場

2012-4-15(日
日)
2012-4-14(土
土)
2012-4-8(日
日)

試合 第１５回関東ボーイズリーグ大会 1 回戦(東村山中央ボーイズグランド)
試合 【中止】練習試合 (1 年生) 日揮Ｐ 8 時集合(横須賀総合高校グラウンド)
練習 練習 日揮グラウンドと(Ｓグラウンド)

2012-4-8(日
日)

試合 第 37 回神奈川県支部 春季大会 3 回戦（A チーム） ９：００四ノ宮集合

2012-4-1(日
日)

その他 第１５回関東ボーイズリーグ大会 開会式 ６：００集合＠日揮Ｐ 登録メンバー

2012-4-7(土
土)
2012-4-1(日
日)

2012-3-31(土
土)

試合 練習試合 (日揮グラウンド)

練習 練習 登録メンバー以外(ＯグラウンドＫ)
練習 練習 日揮グラウンドと(Ｓグラウンド)

2012-3-25(日
日)

練習 練習(Ｓグラウンド)

2012-3-24(土
土)

練習 練習（Ａチーム以外） ９：００(Ｓグラウンド)

2012-3-24(土
土)
2012-3-20(火
火)
2012-3-18(日
日)

試合 第 37 回神奈川県支部 春季大会 2 回戦（A チーム） ７：３０ 現地集合(伊勢原球場)

練習 練習 ８：００(日揮グラウンド)
練習 練習 ９:００ 日揮グラウンドが空き次第移動(Ｓグラウンド)

2012-3-17(土
土)

練習 練習 青果市場→平塚球場

2012-3-10(土
土)

試合 【延期】第 37 回神奈川県支部 春季大会 2 回戦（A チーム）(日揮グラウンド)

2012-3-11(日
日)

練習 練習 9：00 (空き次第日揮グラウンド)(Ｓグラウンド)

2012-3-10(土
土)

練習 練習 13:00 青果市場

2012-3-4(日
日)
2012-3-3(土
土)
2012-3-3(土
土)
2012-3-3(土
土)

2012-2-26(日
日)
2012-2-26(日
日)

試合 練習試合(日揮グラウンド)
その他 卒団式
試合 第３７回神奈川県支部 春季大会 １回戦（Ｂチーム）９：００～(綾瀬球場（本蓼川）)
練習 午前練習(日揮グラウンド)
試合 第３７回神奈川県支部 春季大会 １回戦（小学部）１３：００～(中三田グラウンド)
その他 少年野球フェスティバル（１年生選抜選手）

2012-2-26(日
日)

練習 練習（1 年生、2 年生）（Ｓグラウンド）、日揮 G へ移動後練習試合は中止（vs.湘南茅ヶ崎）(日揮グ
ラウンド)

2012-2-25(土
土)
2012-2-19(日
日)
2012-2-18(土
土)
2012-2-12(日
日)
2012-2-11(土
土)
2012-2-5(日
日)
2012-2-4(土
土)
2012-2-4(土
土)

試合 【中止】練習試合(日揮グラウンド)
練習 練習（Ｓグラウンド→日揮グラウンド）
練習 練習(ＯグラウンドＫ)
試合 練習試合(日揮グラウンド)
練習 練習(Ｓグラウンド)
試合 練習試合(日揮グラウンド)
試合 練習試合（１年生）(ニッパツグラウンド)
練習 練習（２年生）(日揮グラウンド)

