
第１１回都市間交流スポーツ大阪大会　競技結果一覧

ＮＯ． 種目 開催日 開催会場 部　別
順　位

1位 ２位 3位 4位 5位 6位

1 ソフトテニス
７月12日（土）

　長居庭球場
男　子 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 大阪市 －

　　13日（日） 女　子 大阪市 神戸市 名古屋市 京都市 横浜市 －

2 バスケットボール

７月12日（土）
　大阪市中央体育館 

　（サブアリーナ）

男　子 大阪市Ｂ 神戸市 大阪市Ａ 京都市 横浜市 名古屋市

(チーム名） 黒田電気 ＢＵＢＢＬＥＳ Ｔhree Horses 京都クラブ選抜 ＦＡＫＥ ＭＯＤＥＲＮ　ＣＬＵＢ

　　13日（日）
女　子 神戸市 大阪市Ａ 名古屋市 京都市 大阪市Ｂ 横浜市

(チーム名） ＯＴＣくきや フリッパーズ ＬＯＷＳ 京都市 第一生命 神奈川教員

3 軟式野球
７月12日（土） 舞洲ベースボールスタジアム 男　子 大阪市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 横浜市

７月13日（日） 泉南市民球場　サザンスタジアム (チーム名） 大阪シティ信用金庫 （医）和合病院 佐川印刷（株） （株）ドウシシャ （株）後藤回漕店 パナソニックシステムネットワークス

4 バドミントン ７月13日（日） 浪速スポーツセンター
男　子

大阪市Ａ 名古屋市 神戸市 大阪市Ｂ - -女　子

5 弓　　道 ７月13日（日） 　大阪城弓道場
男　子 名古屋市 横浜市 京都市 神戸市 大阪市 －

女　子 名古屋市 神戸市 京都市 大阪市 横浜市 －

6 ソフトボール
７月12日（土） 　舞洲運動広場 

（多目的広場）
女　子 名古屋市 大阪市 横浜市 大阪市 名古屋市(ＮAGOYA) 横浜市

７月13日（日） (チーム名） Ｌien (佐川急便３Ｃ) (ライナーズ) (シヴァ十三) 京都(北山ベアーズソフトボールクラブ) 瀬田アップシューズ

7 テニス
７月　5日（土）

　靭テニスセンター 男女混合 雨天により途中で中止（総合順位なし）
７月　6日（日）

8 ハンドボール ７月13日（日）
　舞洲アリーナ 

（メインアリーナ）
男　子 大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 － －

女　子 京都市 名古屋市 大阪市 － － －

9 ボウリング
７月26日（土） !
７月27日（日）

　弁天町グランドボウル

団体総合(男子） 横浜市 大阪市 名古屋市 京都市 神戸市 －

団体総合(女子） 大阪市 京都市 神戸市 名古屋市 横浜市 －
男子2人ﾁｰﾑ戦（ﾔﾝｸﾞ部門） 神戸市 横浜市 名古屋市 大阪市 京都市 －
女子2人ﾁｰﾑ戦（ﾔﾝｸﾞ部門） 横浜市 神戸市 大阪市 京都市 名古屋市 －
男子2人ﾁｰﾑ戦（ﾏｽﾀｰｽﾞ部門） 横浜市 大阪市 名古屋市 京都市 神戸市 －
女子2人ﾁｰﾑ戦（ﾏｽﾀｰｽﾞ部門） 名古屋市 大阪市 京都市 神戸市 横浜市 －

男子4人チーム戦 横浜市 大阪市 京都市 名古屋市 神戸市 －

女子4人チーム戦 大阪市 京都市 神戸市 名古屋市 横浜市 －

10 空手道 ７月６日（日） 　大阪市中央体育館 
（サブアリーナ）

総　合 横浜市 大阪市 名古屋市 京都市 神戸市 －

形個人・小学女子(個人名） 大阪市　（井上　桜火） 横浜市　（大形　真菜） 神戸市　（岡井　紗樹） 京都市　（小堂　利奈） 名古屋市（小島 萌々果） －

形個人・小学男子(個人名） 京都市　（佐々木　誠大） 名古屋市（桂川　凌一） 大阪市　（八木　理樹） 横浜市　（笠井　　　錬） 神戸市　（中村　海里） －

形個人・中学女子(個人名） 名古屋市（中路陽紗乃） 横浜市　（稲垣　円花） 京都市　（三井　彗鈴） 神戸市　（橘　　　由莉） 大阪市　（成田　菜月） －

形個人・中学男子(個人名） 大阪市　（矢次　陽登） 神戸市　（喜多凌太郎） 名古屋市（清水宗一郎） 京都市　（高尾　恒輝） 横浜市　（井上　祐里） －

形個人・女子(個人名） 大阪市　（梶川　凜美） 神戸市　（野澤　 　郁） 横浜市　（石井　佑佳） 名古屋市（中島　　愛） 京都市　（福島　　　葵） －

形個人・男子(個人名） 大阪市　（磯部　稔弘） 横浜市　（高瀬　将孝） 横浜市　（高橋　潮巳） 京都市　（酒井　一真） 神戸市　（岡田　成裕） －

団体組手 横浜市 大阪市 名古屋市 京都市 神戸市 －

11 ホッケー
７月12日（土）

　舞　洲　ホッケー場 男　子 横浜市 神戸市 名古屋市 京都市 大阪市 －
７月13日（日）

12 家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
７月12日（土） 　大阪市立 

港スポーツセンター
女　子 神戸市 名古屋市 大阪市 京都市 横浜市 －

７月13日（日） (チーム名） 小束山クラブ キャッチ SUNクラブ SHINY 下小ブレンド －

 1


