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（１都市からの出場は２チームまで）

平成28年度　レディース都市対抗大阪府予選大会

 大 阪 市 (旭）

1)

 吹田市 (パール)

 堺　市 (ＬＡＡ)

 茨 木 市 (茨木)

 東 大 阪 市

 和　泉　市

 豊　中　市

(8

2)  大 阪 市 (大正)

(11

 堺　　  市

 茨　木　市
　(ゆうゆうプラス)

 吹　田　市
  (ダイヤモンド)

(13

 高　槻　市

(10

(9

 枚　方　市

②0

5)

(126)

※　近畿大会へは、上位８位までが参加　※

7)

3)

4)



番号 　 チ ー ム 名 区分 氏　　名 番号 　 チ ー ム 名 区分 氏　　名

1 　堺　　　市 監督 仲林　陽子 8 　東 大 阪 市 監督 原　真弓

選手1 安藤　美佐代 選手1 奥山　薫

選手2 島田　珠美 選手2 金子　靖代

選手3 澤﨑　春美 選手3 北川　治子

選手4 森本　佳世 選手4 仲川　里美

選手5 仲林　陽子 選手5 中谷　真佐美

選手6 片岡　さおり 選手6 原　　真弓

選手7 長瀬　千夏 選手7 根岸　亜矢

2 監督 本多　美香 選手8 島岡　奈穂子

選手1 野口　泰江 9 　大 阪 市 (大正) 監督 森本　明美

選手2 本多　美香 選手1 森本　明美

選手3 豊田　玲子 選手2 久保田　喜美代

選手4 野口　奈穂 選手3 福原　峰子

選手5 照屋　久代 選手4 小松　昌代

選手6 小林　美幸 選手5 北口　佳子

3 　枚　方　市 監督 茅根　まゆみ 選手6 金子　弘子

選手1 蜂谷　直美 10 　和　泉　市 監督 野口　栞

選手2 井村　玲子 選手1 丸山　あゆみ

選手3 財賀　輝実 選手2 成田　扶美代

選手4 波戸　佳子 選手3 平八重　和子

選手5 服部　直美 選手4 藤田　貴美

選手6 山本　真理恵 選手5 田所　めぐみ

4 　高　槻　市 監督 大田　純子 選手6 三井　沙江佳

選手1 高木　洋子 選手7 佐々木　容子

選手2 星田　由子 選手8 木村　けい子

選手3 山下　啓子 11 　豊　中　市 監督 山﨑　眞喜子

選手4 木下　初美 選手1 岩津　京子

選手5 藤田　真理子 選手2 山﨑　眞喜子

選手6 杉本　佳子 選手3 白川　洋子

5 監督 米田　真由美 選手4 松本　日奈子

選手1 神原　孝代 選手5 長畑　章子

選手2 水嶋　秀子 選手6 安田　弘美

選手3 前田　敦子 選手7 又賀　美左子

選手4 少路　五月 選手8 本位田　由美

選手5 米田　真由美 12 監督 長谷川　和代

選手6 大久保　由美子 選手1 岡村　道子

6 監督 森山　賴子 選手2 長谷川　和代

選手1 井川　玲子 選手3 肥後　恵子

選手2 小栗　久美子 選手4 篠崎　尚代

選手3 唐木　咲子 選手5 千葉　明子

選手4 小治　久美子 選手6 中本　智恵

選手5 村井　孝子 13 監督 村上　維久子

選手6 森山　賴子 選手1 高井　志保

選手7 米澤　美代子 選手2 福丸　俊江

7 　大　阪　市 (旭) 監督 吉田　智佳 選手3 村上　維久子

選手1 吉川　有可里 選手4 山本　美樹

選手2 浅井　貴子 選手5 横山　由美

選手3 中辻　孝子 選手6 中村　祐加

選手4 吉田　智佳

選手5 山本　順子

選手6 石橋　愛

　吹　田　市
　(ダイヤモンド)

　堺　　市
　　(ＬAA)

　茨　木　市
　　(茨木)

　吹　田　市
　　(パール)

  茨　木　市
　（ゆうゆうﾌﾟﾗｽ）

堀口美恵

斉藤美恵


