
2012　HOSHINOMEMORIAL SOFTBALL FESTIVAL
試合結果

会場：戸田市道満ソフトボール場

第1試合 8:30 神戸親和 10-1大阪国際 埼玉 3-2 山形 福岡 1-5 東京 多治見西 0- 4 日出 千葉経済 2-1 伊奈学園 星野 5-1 福大若葉

第2試合 10:00 トヨタ 3-0 戸田病院 ルネサス 4-1 中国 兵庫 0-3 栃木 健大高崎 1-7 上山明新 厚木商業 5-1 伊奈学園 とわの森 2-0 大田原

第3試合 11:30  トヨタ 5-1 ホンダ 大阪国際 2-9 豊田織機 兵庫 2-2 福岡 白鴎足利 3-3 星野 須磨ノ浦 1-2 多治見西 日出 3- 8 大田原

第4試合 13:00 戸田病院 1-4 太陽誘電 大阪国際 0-5 ルネサス 宮城 0-12埼玉 岐阜 6-3 山形 健大高崎 1-2 千葉経済 とわの森 5-2 厚木商業

第5試合 14:30 豊田織機 9-1 中国 神戸親和 2-16トヨタ 宮城 2- 東京 大田原 4-7 福大若葉 須磨ノ浦 2-1 星野 日出 4-6 伊奈学園

第6試合 16:00 ホンダ 1-0 中国 神戸親和 0-15太陽誘電 福岡 0-1 栃木 岐阜 2-5 埼玉 上山明新 1-6 とわの森 健大高崎 3-5 厚木商業

第1試合 8:30 トヨタ 4-1 東北福祉 戸田病院 3-1 東女体大 宮城 0-1 福岡 上山明新 3-6 伊奈学園 多治見西 0-5 星野 厚木商業 2-1 白鴎足利

第2試合 10:00 日体大 0-0 中国 豊田織機 7-0 城西大学 東京 1-0 岐阜 須磨ノ浦 3-0 伊奈学園 千葉経済 6-1 大田原 福大若葉 4-8 とわの森

第3試合 11:30 トヨタ 2-0 東女体大 東北福祉 1-19ホンダ 大阪国際 2-7 戸田病院 宮城 0-6 栃木 山形 9-1 厚木商業 日出 7-1 星野

第4試合 13:00 トヨタ 4-2 太陽誘電 日体大 12-1神戸親和 埼玉 1- 4 福岡 岐阜 2-0 栃木 健大高崎 1-5 福大若葉 大田原 7-2 伊奈学園

第5試合 14:30 城西大学 1-4 太陽誘電 大阪国際 0-2 中国 兵庫 2-0 宮城 東京 3-1 山形 とわの森 3-7 日出 千葉経済 0-3 星野

第6試合 16:00 神戸親和 1-9 ホンダ 東北福祉 2-2 中国 兵庫 1-1 埼玉 須磨ノ浦 2-0 上山明新 とわの森 5-8 健大高崎 千葉経済 0-3 多治見西

第1試合 8:30 中国 2-1 東女体大 トヨタ 2-1 日体大 大阪国際 2-2 東北福祉 多治見西 0-3 厚木商業 白鴎足利 9-1 とわの森 健大高崎 2-0 日出

第2試合 11:30 東北福祉 1-4 日体大 神戸親和 2-2 戸田病院 東京 0-2 兵庫 上山明新 0-11星野 岐阜 3-4 宮城 千葉経済 1-5 日出

第3試合 13:00 城西大学 6-4 神戸親和 日体大 1-3 大阪国際 栃木 4-0 山形 福岡 6-1 岐阜 伊奈学園 0-1 宮城 千葉経済 2-2 とわの森

第4試合 14:30 中国 0-3 戸田病院 東女体大 5-1 大阪国際 埼玉 7-0 とわの森 日出 2-1 白鴎足利 福大若葉 4-6 厚木商業 星野 2-5 健大高崎

第5試合 16:00 東北福祉 - 戸田病院 埼玉 5-4 東京 健大高崎 8-0 伊奈学園 星野 3-0 福岡 福大若葉 6-2 千葉経済
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