
【陸上競技】　　３１名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 陸上 監督 吉田 良一 北陸高校（教）
2 陸上 監督 橋本 洋 敦賀高校（教）

3 陸上 成年男子
１００ｍ
４×１００ｍリレー

選手 平野 直人 ㈱ユティック

4 陸上 成年男子 ４００ｍ 選手 北川 貴理 順天堂大学 ○
5 陸上 成年男子 ８００ｍ 選手 木原 裕貴 同志社大学 ○
6 陸上 成年男子 １００００ｍ競歩 選手 檜田 隆宏 福井工業大学
7 陸上 成年男子 走高跳 選手 北川 溫矩 筑波大学 ○
8 陸上 成年男子 ４×１００ｍリレー 選手 村田 和哉 ㈱ユティック

9 陸上 少年男子Ａ
１００ｍ
４×１００ｍリレー

選手 梶川 颯太 若狭高校

10 陸上 少年男子Ａ
４００ｍ
４×１００ｍリレー

選手 片山 卓也 敦賀高校

11 陸上 少年男子Ａ 棒高跳 選手 宮川 開成 敦賀気比高校
12 陸上 少年男子Ａ ハンマー投 選手 髙橋 龍平 敦賀高校

13 陸上 少年男子Ｂ
１００ｍ
４×１００ｍリレー

選手 嘉奈 宏造 北陸高校

14 陸上 少年男子Ｂ ３０００ｍ 選手 山下 悠河 敦賀気比高校

15 陸上 少年男子Ｂ
走幅跳
４×１００ｍリレー

選手 清水 陸 北陸高校

16 陸上 少年男子Ｂ 砲丸投 選手 花田 李樹 粟野中学校
17 陸上 少年男子共通 走高跳 選手 堀井 遥樹 鯖江高校
18 陸上 少年男子共通 三段跳 選手 岩崎 匠海 敦賀高校
19 陸上 少年男子共通 円盤投 選手 奥村 仁志 敦賀高校

20 陸上 成年女子
１００ｍ
４×１００ｍリレー

選手 寺井 美穂 ㈱ユティック

21 陸上 成年女子 ４００ｍ 選手 柴田 知春 立命館大学 ○
22 陸上 成年女子 １００ｍハードル 選手 野村 有香 ㈱福井銀行
23 陸上 成年女子 ５０００ｍ競歩 選手 八木 望 (公財)福井県体育協会
24 陸上 成年女子 三段跳 選手 宇田 祐稀 園田学園女子大学 ○
25 陸上 成年女子 ４×１００ｍリレー 選手 島田 雪菜 北海道ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専門学校 ○

26 陸上 少年女子Ａ
１００ｍ
４×１００ｍリレー

選手 山本 しおり 敦賀高校

27 陸上 少年女子Ａ ４００ｍハードル 選手 久保田 光菜 敦賀高校

28 陸上 少年女子Ａ
走幅跳
４×１００ｍリレー

選手 芦田 陽菜 敦賀高校

29 陸上 少年女子Ｂ
１００ｍ
４×１００ｍリレー

選手 吉田 彩葉 中央中学校

30 陸上 少年女子Ｂ
走幅跳
４×１００ｍリレー

選手 上嶋 葵 北陸高校

31 陸上 少年女子共通 三段跳 選手 梅津 彩香 敦賀高校
【水泳競技】　　１８名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 水泳 競泳 監督 山﨑 孝博 ㈱アクアスポーツ
2 水泳 競泳 監督 水元 剛 ウォーターランド南条
3 水泳 成年男子 自由形400ｍ 選手 尾﨑 隆太 (公財)福井県体育協会
4 水泳 成年男子 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100ｍ 選手 武田 一斗 日本大学 ○
5 水泳 成年女子 自由形50ｍ／ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100ｍ 選手 藪 仁美 (公財)福井県体育協会
6 水泳 少年男子A 自由形50ｍ/自由形100ｍ 選手 髙橋 裕汰 北陸高校
7 水泳 少年男子A ﾊﾞﾀﾌﾗｲ200ｍ 選手 春岡 草太 福井工大附属福井高校

8 水泳 少年男子Ｂ
自由形50m/ﾘﾚｰ4×100m/
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m

選手 山口 英真 福井工業高等専門学校

9 水泳 少年男子Ｂ
背泳ぎ100ｍ/ﾘﾚｰ4×100m/
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m

選手 白崎 柔星也 北陸高校

10 水泳 少年男子Ｂ ﾘﾚｰ4×100m 選手 藤田 聖矢 若狭高校

11 水泳 少年男子Ｂ
ﾘﾚｰ4×100m/
ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m

選手 中村 一暉 松陵中学校

12 水泳 少年男子Ｂ ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ4×100m 選手 中川 雄平 中央中学校
13 水泳 少年女子Ａ 自由形50ｍ 選手 田中 希蘭 啓新高校
14 水泳 飛込 監督 山本 都多恵 福井市水泳協会
15 水泳 成年男子 飛込 選手 新良貴 優 (公財)福井県体育協会
16 水泳 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 監督 村田 寛忠 嶺南西特別支援学校（教）
17 水泳 男子 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 選手 渡辺 雅空 福井工大附属福井高校
18 水泳 女子 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 選手 高見 雪月 福井工大附属福井高校
【サッカー競技】　　１６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 サッカー 女子 監督 久保 直也 福井工大附属福井高校（教）
2 サッカー 女子 選手 河合 茉奈 福井工大附属福井高校
3 サッカー 女子 選手 坂元 茉耶 福井工大附属福井高校
4 サッカー 女子 選手 西川 紗奈 福井工大附属福井高校
5 サッカー 女子 選手 宮坂 千理 帝京平成大学 ○
6 サッカー 女子 選手 中西 菜友 福井工大附属福井高校
7 サッカー 女子 選手 水野 亜美 愛知東邦大学 ○
8 サッカー 女子 選手 渡邊 真衣 福井工大附属福井高校
9 サッカー 女子 選手 反保 尚菜 福井工業大学（科目等履修生）
10 サッカー 女子 選手 小林 和音 福井工大附属福井高校
11 サッカー 女子 選手 前田 莉紗 嶺北特別支援学校（教）
12 サッカー 女子 選手 清水 紀良里 福井工大附属福井高校
13 サッカー 女子 選手 浅田 凛花 福井工大附属福井高校
14 サッカー 女子 選手 村上 賀梨 福井工大附属福井高校
15 サッカー 女子 選手 幹戸 萌 福井工大附属福井高校



16 サッカー 女子 選手 薮下 真唯 福井工大附属福井高校
【テニス競技】　　１０名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 テニス 監督 秋山 勝之 Akiyama　TC
2 テニス 監督 天谷 英介 ㈲オプティック・アマヤ
3 テニス 成年男子 選手 菊池 玄吾 (公財)福井県体育協会
4 テニス 成年男子 選手 ロンギ 正幸 (公財)福井県体育協会
5 テニス 成年女子 選手 林 恵里奈 (公財)福井県体育協会 ○
6 テニス 成年女子 選手 渡邉 安美 駒澤大学 ○
7 テニス 少年男子 選手 天﨑 荘汰 北陸高校
8 テニス 少年男子 選手 内田 涼太郎 敦賀気比高校
9 テニス 少年女子 選手 押川 千夏 仁愛女子高校
10 テニス 少年女子 選手 溝口 英蘭 仁愛女子高校
【ボート競技】　　４２名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ボート 　 監督 森山 修 関西電力㈱
2 ボート 　 監督 和多田 一 関西電力㈱
3 ボート 　 監督 大同 秀憲 若狭高校（教）
4 ボート 　 監督 山口 明 敦賀工業高校（教）
5 ボート 　 監督 清水 寛之 美方高校（教）
6 ボート 　 監督 加茂 亮太 若狭東高校（教）
7 ボート 成年男子 舵手つきフォア 選手 八木 陽輝 日本大学 ○
8 ボート 成年男子 舵手つきフォア 選手 志賀 巧 日本大学 ○
9 ボート 成年男子 舵手つきフォア 選手 長田 福馬 関西電力㈱
10 ボート 成年男子 舵手つきフォア 選手 大下 喬平 日本大学 ○
11 ボート 成年男子 舵手つきフォア 選手 瀬戸 淳也 日本大学 ○
12 ボート 成年男子 舵手つきフォア 選手 田中 雅人 関西電力㈱
13 ボート 成年男子 ダブルスカル 選手 武田 和樹 関西電力㈱
14 ボート 成年男子 ダブルスカル 選手 澤田 研太 トヨタ紡織㈱ ○
15 ボート 成年男子 シングルスカル 選手 武田 匡弘 関西電力㈱
16 ボート 成年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 杉嶋 彩香 関西電力㈱ ○
17 ボート 成年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 納田 麻妃 関西電力㈱
18 ボート 成年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 河原 孝多 関西電力㈱
19 ボート 成年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 吉田 麗美香 関西電力㈱
20 ボート 成年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 白井 里咲 関西電力㈱
21 ボート 成年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 楠 菜々子 立命館大学 ○
22 ボート 成年女子 ダブルスカル 選手 柴田 茉穂 関西電力㈱
23 ボート 成年女子 ダブルスカル 選手 常盤 菜々子 ㈱オ－イング
24 ボート 成年女子 シングルスカル 選手 野村 幸 トヨタ自動車㈱ ○
25 ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 山下 森也 美方高校
26 ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 河畑 晴斗 美方高校
27 ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 藤長 寿哉 美方高校
28 ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 大野 良太 美方高校
29 ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 武長 聖典 美方高校
30 ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 松岡 拓実 若狭東高校
31 ボート 少年男子 ダブルスカル 選手 兼康 慎 敦賀工業高校
32 ボート 少年男子 ダブルスカル 選手 松吉 隆哉 美方高校
33 ボート 少年男子 シングルスカル 選手 小見山 敬弘 若狭東高校
34 ボート 少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 武田 優香 美方高校
35 ボート 少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 荻野 紗和 美方高校
36 ボート 少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 村松 栄理 若狭高校
37 ボート 少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 磴 梨菜 美方高校
38 ボート 少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 荒木 友芽子 美方高校
39 ボート 少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 選手 大崎 未稀 美方高校
40 ボート 少年女子 ダブルスカル 選手 新田 明美 美方高校
41 ボート 少年女子 ダブルスカル 選手 武長 凪那 美方高校
42 ボート 少年女子 シングルスカル 選手 仲澤 春香 若狭高校
【ホッケー競技】　　５６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ホッケー 成年男子 監督兼選手 為国 壮 武生工業高校（教）
2 ホッケー 成年男子 選手 佐藤 弘樹 ＪＡ越前丹生
3 ホッケー 成年男子 選手 三谷 元騎 越前町役場
4 ホッケー 成年男子 選手 三谷 力哉 新成建設工業㈱
5 ホッケー 成年男子 選手 青山 力也 東京農業大学 ○
6 ホッケー 成年男子 選手 近藤 辰徳 立命館大学 ○
7 ホッケー 成年男子 選手 渡辺 晃大 立命館大学 ○
8 ホッケー 成年男子 選手 和田 吉広 福井工業大学
9 ホッケー 成年男子 選手 斉藤 尚史 鯖江丹生消防組合
10 ホッケー 成年男子 選手 冨山 誉純 ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業㈱
11 ホッケー 成年男子 選手 冨田 竜平 福井工業大学
12 ホッケー 成年男子 選手 和久利 裕貴 丹生高校（職）
13 ホッケー 成年男子 選手 伊藤 義一 武生東高校（職）
14 ホッケー 成年男子 選手 関澤 博之 ＪＡ福井県経済連 ○
15 ホッケー 成年女子 監督兼選手 栁生 香奈 朝日中学校（教）
16 ホッケー 成年女子 選手 橋本 あゆみ 新横江保育園
17 ホッケー 成年女子 選手 佐々木 絵菜 ㈱福井銀行
18 ホッケー 成年女子 選手 荒木 美穂 ㈱村田製作所
19 ホッケー 成年女子 選手 土井 美里 ㈱ふじや食品
20 ホッケー 成年女子 選手 前田 祐希奈 日本海リース㈱
21 ホッケー 成年女子 選手 土井 友貴 ㈱村田製作所
22 ホッケー 成年女子 選手 北島 聖菜 聖泉大学 ○
23 ホッケー 成年女子 選手 佐々木 萌 立命館大学 ○
24 ホッケー 成年女子 選手 川口 花菜 山梨学院大学 ○
25 ホッケー 成年女子 選手 田中 秋桜 山梨学院大学 ○
26 ホッケー 成年女子 選手 上嶋 明莉 東海学院大学 ○



27 ホッケー 成年女子 選手 桑原 寿々奈 関西学院大学 ○
28 ホッケー 成年女子 選手 吉川 薫 天理大学 ○
29 ホッケー 少年男子 監督 三上 克典 丹生高校（教）
30 ホッケー 少年男子 選手 爲國 龍次 丹生高校
31 ホッケー 少年男子 選手 谷川 和也 丹生高校
32 ホッケー 少年男子 選手 北野 竜也 丹生高校
33 ホッケー 少年男子 選手 黒田 和宏 丹生高校
34 ホッケー 少年男子 選手 野村 新 丹生高校
35 ホッケー 少年男子 選手 山内 大輝 丹生高校
36 ホッケー 少年男子 選手 佐々木 龍成 丹生高校
37 ホッケー 少年男子 選手 山岸 理佑 丹生高校
38 ホッケー 少年男子 選手 冨樫 大成 丹生高校
39 ホッケー 少年男子 選手 髙松 雄飛 丹生高校
40 ホッケー 少年男子 選手 吉田 敬以 丹生高校
41 ホッケー 少年男子 選手 石田 彪馬 丹生高校
42 ホッケー 少年男子 選手 柏木 蓮 丹生高校
43 ホッケー 少年女子 監督 吉田 能克 丹生高校（教）
44 ホッケー 少年女子 選手 佐々木　 杏 丹生高校
45 ホッケー 少年女子 選手 野村　 茉友佳 丹生高校
46 ホッケー 少年女子 選手 井上 優奈 丹生高校
47 ホッケー 少年女子 選手 桑原 ひなた 丹生高校
48 ホッケー 少年女子 選手 小林 久留海 丹生高校
49 ホッケー 少年女子 選手 徳井 夏音 丹生高校
50 ホッケー 少年女子 選手 藤原 綾乃 丹生高校
51 ホッケー 少年女子 選手 奥本 伶奈 丹生高校
52 ホッケー 少年女子 選手 漆原 愛栞 丹生高校
53 ホッケー 少年女子 選手 小林 由佳 丹生高校
54 ホッケー 少年女子 選手 佐々木 杏果 丹生高校
55 ホッケー 少年女子 選手 中山 穂香 丹生高校
56 ホッケー 少年女子 選手 野村 海月 丹生高校
【ボクシング競技】　　１５名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ボクシング 成年男子 監督 佐々木 真介 福井南特別支援学校（職）
2 ボクシング 成年男子 ライトフライ級 選手 田中 利知 東京農業大学 ○
3 ボクシング 成年男子 バンタム級 選手 川畑 嗣穂 日本体育大学 ○
4 ボクシング 成年男子 ライト級 選手 増田 将 同志社大学 ○
5 ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 選手 白崎 隼樹 ＪＡ共済連福井
6 ボクシング 成年男子 ウェルター級 選手 小林 将大 同志社大学 ○
7 ボクシング 成年女子 監督 山口 芳実 ルネッス福井南
8 ボクシング 成年女子 フライ級 選手 和田 まどか (公財)福井県体育協会
9 ボクシング 少年男子 監督 岸田 憲彦 羽水高校（教）
10 ボクシング 少年男子 セカンド 山崎 耕史 羽水高校（教）
11 ボクシング 少年男子 ライトフライ級 選手 岩佐 亮吾 羽水高校
12 ボクシング 少年男子 ライト級 選手 内山 大樹 福井工大附属福井高校
13 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 選手 佐々木 崇弥 羽水高校
14 ボクシング 少年男子 ウェルター級 選手 吉川 拳士朗 武生工業高校
15 ボクシング 少年男子 ミドル級 選手 西邑 京真 武生工業高校
【バレー競技】　　４５名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 バレーボール 成年男子 6人制 監督 坂本 欣弥 大野高等学校(教)
2 バレーボール 成年男子 6人制 選手 古川 元気 大栄㈱
3 バレーボール 成年男子 6人制 選手 佐々木 魁成 福井工業大学
4 バレーボール 成年男子 6人制 選手 太田 圭亮 石黒建設㈱
5 バレーボール 成年男子 6人制 選手 田中 友貴 福井工業大学
6 バレーボール 成年男子 6人制 選手 齊藤 慎也 大森整形外科病院
7 バレーボール 成年男子 6人制 選手 宮下 拓也 福井特別支援学校(教)
8 バレーボール 成年男子 6人制 選手 松本 優大 新潟大学 ○
9 バレーボール 成年男子 6人制 選手 斎藤 悠介 大野高等学校(教)
10 バレーボール 成年男子 6人制 選手 高溝 晃希 日新小学校(教)
11 バレーボール 成年男子 6人制 選手 宇佐美 文博 前田工繊㈱
12 バレーボール 成年男子 6人制 選手 西尾 祐 大栄㈱
13 バレーボール 成年男子 6人制 選手 佐々木 雄弥 中島管材鋼機㈱
14 バレーボール 少年男子 6人制 監督 西田 靖宏 福井工大附属福井高校（教）
15 バレーボール 少年男子 6人制 選手 籔内 晃也 福井工大附属福井高校
16 バレーボール 少年男子 6人制 選手 赤川 尚暉 北陸高校
17 バレーボール 少年男子 6人制 選手 福嶋 星斗 福井農林高校
18 バレーボール 少年男子 6人制 選手 水島 健 北陸高校
19 バレーボール 少年男子 6人制 選手 能美 仁 福井工大附属福井高校
20 バレーボール 少年男子 6人制 選手 前川 颯佑 福井工大附属福井高校
21 バレーボール 少年男子 6人制 選手 捻木 街斗 福井工大附属福井高校
22 バレーボール 少年男子 6人制 選手 田中 友貴 福井工大附属福井高校
23 バレーボール 少年男子 6人制 選手 利内 希瑠 福井工大附属福井高校
24 バレーボール 少年男子 6人制 選手 菅沼 海成 福井工大附属福井高校
25 バレーボール 少年男子 6人制 選手 上田 友海 福井工大附属福井高校
26 バレーボール 少年男子 6人制 選手 岡本 拓巳 福井工大附属福井高校
27 バレーボール 少年女子 6人制 監督 鈴木 定 福井工大附属福井高校（教）
28 バレーボール 少年女子 6人制 選手 上坂 瑠子 福井工大附属福井高校
29 バレーボール 少年女子 6人制 選手 若泉 佳穂 福井工大附属福井高校
30 バレーボール 少年女子 6人制 選手 石田 真由 福井工大附属福井高校
31 バレーボール 少年女子 6人制 選手 山下 晴奈 福井工大附属福井高校
32 バレーボール 少年女子 6人制 選手 勝森 羽名 福井工大附属福井高校
33 バレーボール 少年女子 6人制 選手 酒井 涼夏 福井工大附属福井高校
34 バレーボール 少年女子 6人制 選手 西岡 美咲 福井工大附属福井高校
35 バレーボール 少年女子 6人制 選手 谷村 里彩 福井工大附属福井高校
36 バレーボール 少年女子 6人制 選手 柿本 美琴 福井工大附属福井高校
37 バレーボール 少年女子 6人制 選手 佐藤 美夢 福井工大附属福井高校



38 バレーボール 少年女子 6人制 選手 滝波 もも加 福井工大附属福井高校
39 バレーボール 少年女子 6人制 選手 小嶋 薫 福井工大附属福井高校
40 バレーボール 男子 ビーチバレー 監督 西村 久美子 青池学園(教)
41 バレーボール 男子 ビーチバレー 選手 道木 優輝 ＳＡＮＤＳ ○
42 バレーボール 男子 ビーチバレー 選手 土屋 宝士 ㈱オーイング
43 バレーボール 女子 ビーチバレー 監督 山口 満 清水南小学校(教)
44 バレーボール 女子 ビーチバレー 選手 幅口 絵里香 ㈱オーイング ○
45 バレーボール 女子 ビーチバレー 選手 村上 めぐみ ㈱オーイング ○
【体操競技】　　３０名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 体操 成年男子 競技 監督 谷田 治樹 福井南特別支援学校（教）
2 体操 成年男子 競技 選手 石川 大貴 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ㈱ ○
3 体操 成年男子 競技 選手 岡 準平 徳州会体操ｸﾗﾌﾞ ○
4 体操 成年男子 競技 選手 榊原 颯太 朝日生命体操ｸﾗﾌﾞ ○
5 体操 成年男子 競技 選手 川本 稜馬 徳州会体操ｸﾗﾌﾞ ○
6 体操 成年男子 競技 選手 荒屋敷 響貴 順天堂大学 ○
7 体操 成年女子 競技 監督 川﨑 純子 鯖江高校（教）
8 体操 成年女子 競技 選手 四方 奈々依 日本女子体育大学 ○
9 体操 成年女子 競技 選手 松島 良音 東京女子体育大学 ○
10 体操 成年女子 競技 選手 ダンコ 絵里香リン (公財)福井県体育協会
11 体操 成年女子 競技 選手 中村 春香 (公財)福井県体育協会
12 体操 成年女子 競技 選手 柴田 莉歩 (公財)福井県体育協会
13 体操 少年男子 競技 監督 田野辺 満 鯖江高校（教）
14 体操 少年男子 競技 選手 大久保 圭太郎 鯖江高校
15 体操 少年男子 競技 選手 板倉 子龍 鯖江高校
16 体操 少年男子 競技 選手 中山 怜 鯖江高校
17 体操 少年男子 競技 選手 小畑 和誠 鯖江高校
18 体操 少年男子 競技 選手 榊原 拓弥 鯖江高校
19 体操 少年女子 競技 監督 吉田 克典 吉川小学校（教）
20 体操 少年女子 競技 選手 門井 恭子 鯖江高校
21 体操 少年女子 競技 選手 中家 璃奈 鯖江高校
22 体操 少年女子 競技 選手 深沢 こころ 鯖江高校
23 体操 少年女子 競技 選手 安富 音葉 鯖江高校
24 体操 少年女子 競技 選手 古庄 輝 鯖江高校
25 体操 少年女子 新体操 監督 川端 友江 丸岡高校（教）
26 体操 少年女子 新体操 選手 佐々木 美憂 丸岡高校
27 体操 少年女子 新体操 選手 佐藤 ふうの 丸岡高校
28 体操 少年女子 新体操 選手 中尾 晶 丸岡高校
29 体操 少年女子 新体操 選手 木部 真由莉 丸岡高校
30 体操 少年女子 新体操 選手 的場 莉実 丸岡高校
【バスケットボール競技】　　１２名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 監督 石田 洋志 福井商業高校（教）
2 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 森 愛生 （一財）福井市医師会
3 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 梶川 貴恵 (公財)福井県体育協会
4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 宮川 倭帆 前田工繊㈱
5 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 伊藤 純 ｸﾚﾗﾌｧｽﾆﾝｸﾞ㈱
6 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 若山 唯 中部交通共済協同組合
7 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 由比 朋子 三景㈱
8 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 米谷 六花 (公財)福井県体育協会
9 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 永井 菜摘 (公財)福井県体育協会
10 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 野澤 弥央 (公財)福井県体育協会
11 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 三木 里紗 白鴎大学 ○
12 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 村井 杏奈 青山学院大学 ○
【レスリング競技】　　１６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 レスリング 成年男子/女子 監督 白井 正良 ㈱キャスト
2 レスリング 成年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ61㎏級 選手 前田 頼夢 日本大学 ○
3 レスリング 成年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65㎏級 選手 笠川 良太 拓殖大学 ○
4 レスリング 成年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ125㎏級 選手 安田 翔 嶺南東特別支援学校（教）
5 レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ59㎏級 選手 梨木 悠 日本体育大学 ○
6 レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ75㎏級 選手 前田 明都 専修大学 ○
7 レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ85㎏級 選手 野﨑 竜陽 中京学院大学 ○
8 レスリング 女子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ53㎏級 選手 梨木 陽 福井農林高校
9 レスリング 少年男子 監督 西田 耕一朗 県立盲学校（職）
10 レスリング 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ50㎏級 選手 野坂 晃誠 敦賀気比高校
11 レスリング 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ96㎏級 選手 曽木 龍太 敦賀気比高校
12 レスリング 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ120㎏級 選手 笹岡 龍馬 福井農林高校
13 レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ55㎏級 選手 窪田 廉大 敦賀気比高校
14 レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ66㎏級 選手 松居 俊伍 敦賀気比高校
15 レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74㎏級 選手 小西 温也 敦賀気比高校
16 レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ84㎏級 選手 窪田 大羅 敦賀気比高校
【セーリング競技】　　１６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 セーリング 成年 監督 湯浅 健一郎 ㈱ＳＨＩＮＤＯ
2 セーリング 成年男子 ４７０級 選手 出道 耕輔 若狭高校(職)
3 セーリング 成年男子 ４７０級 選手 中川 大河 (公財)福井県体育協会
4 セーリング 成年男子 レーザー級 選手 藤井 章一郎 ㈱エイチアンドエフ
5 セーリング 成年男子 国体ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 選手 倉持 大也 (公財)福井県体育協会
6 セーリング 成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 選手 藤井 あゆ美 福井総合病院
7 セーリング 成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 選手 大熊 典子 福井運動公園事務所
8 セーリング 成年女子 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 選手 筧 友里 サカイオーベックス㈱
9 セーリング 成年女子 国体ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 選手 伊勢田 愛 (公財)福井県体育協会
10 セーリング 少年 監督 金池 崇 三国高校(職)



11 セーリング 少年男子 ４２０級 選手 奥東 裕基 若狭高校
12 セーリング 少年男子 ４２０級 選手 東野 良治 若狭高校
13 セーリング 少年男子 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 選手 亀江 武 若狭高校
14 セーリング 少年女子 ４２０級 選手 笹木 彩那 三国高校
15 セーリング 少年女子 ４２０級 選手 本堂 優香 三国高校
16 セーリング 少年女子 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 選手 石崎 寛子 若狭高校
【ウェイトリフティング競技】　　９名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 監督 竹村 直城 生晃栄養薬品㈱
2 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 56㎏級 選手 久保 海斗 日本大学 〇
3 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 62㎏級 選手 魚岸 俊宏 (公財)福井県体育協会
4 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 77㎏級 選手 安達 貴弘 若狭東高校（教）
5 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 94㎏級 選手 木下 竜之 (公財)福井県体育協会
6 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 -63kg級 選手 山本 優子 ㈱オーイング
7 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 56㎏級 選手 玉谷 京介 坂井高校
8 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 69kg級 選手 久保田 幹弥 坂井高校
9 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 105kg級 選手 丸山 竜弥 若狭東高校
【ハンドボール競技】　　２６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ハンドボール 成年男子 監督 前田 亮介 北陸電力㈱
2 ハンドボール 成年男子 選手 矢作 元 北陸電力㈱
3 ハンドボール 成年男子 選手 大橋 慶 ㈱ミルコン
4 ハンドボール 成年男子 選手 藤坂 知輝 北陸電力㈱
5 ハンドボール 成年男子 選手 成田 有智 福井医療㈱
6 ハンドボール 成年男子 選手 久保 博貴 北陸電力㈱
7 ハンドボール 成年男子 選手 新谷 恵介 北陸電力㈱
8 ハンドボール 成年男子 選手 須坂 佳祐 北陸電力㈱
9 ハンドボール 成年男子 選手 髙森 翔太 北陸電力㈱
10 ハンドボール 成年男子 選手 宮田 起成 ㈱加藤機業場
11 ハンドボール 成年男子 選手 川島 悠太郎 北陸電力㈱
12 ハンドボール 成年男子 選手 池上 直輝 北陸電力㈱
13 ハンドボール 成年男子 選手 岩永 龍哉 北陸電力㈱
14 ハンドボール 少年男子 監督 福村 正巳 北陸高校（教）
15 ハンドボール 少年男子 選手 髙坂 和 北陸高校
16 ハンドボール 少年男子 選手 谷口 尊 北陸高校
17 ハンドボール 少年男子 選手 武良 悠希 北陸高校
18 ハンドボール 少年男子 選手 西田 崇人 北陸高校
19 ハンドボール 少年男子 選手 治田 大成 北陸高校
20 ハンドボール 少年男子 選手 前田 紗良 北陸高校
21 ハンドボール 少年男子 選手 中村 翼 北陸高校
22 ハンドボール 少年男子 選手 中村 仁宣 北陸高校
23 ハンドボール 少年男子 選手 落田 駿兵 北陸高校
24 ハンドボール 少年男子 選手 木村 凌也 北陸高校
25 ハンドボール 少年男子 選手 吉田 燎平 北陸高校
26 ハンドボール 少年男子 選手 笹本 穣太郎 北陸高校
【自転車競技】　　１３名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 自転車 成年 監督 西山 知宏 坂井高校（職）

2 自転車 成年男子
1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ/
4kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

選手 脇本 勇希 福井県自転車競技連盟

3 自転車 成年男子
個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ/ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ/
4kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

選手 碇 優太 (公財)福井県体育協会

4 自転車 成年男子 ｹｲﾘﾝ/ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 選手 寺﨑 浩平 (公財)福井県体育協会

5 自転車 成年男子
個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ/ｽｸﾗｯﾁ/
4kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

選手 廣瀬 元輝 JA福井県経済連

6 自転車 成年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ/ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 選手 岸田 剛 鹿屋体育大学 ○
7 自転車 少年 監督 小林 郁弥 科学技術高校（教）

8 自転車 少年男子
1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ/
4kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

選手 枠元 一葵 科学技術高校

9 自転車 少年男子
個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ/ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ/
4kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

選手 齋藤 知樹 科学技術高校

10 自転車 少年男子 ｽｸﾗｯﾁ/ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 選手 北 淳也 科学技術高校
11 自転車 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ/ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 選手 市田 龍生都 科学技術高校
12 自転車 女子 ｹｲﾘﾝ/ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 選手 柳原 真緒 日本競輪学校 ○
13 自転車 女子 ｽｸﾗｯﾁ/ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 選手 中村 愛花 日本体育大学 ○
【ソフトテニス競技】　　１２名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ソフトテニス 成年男子 監督 山口 一也 富士ﾌｿｰ精工㈱
2 ソフトテニス 成年男子 選手 中本 圭哉 福井南特別支援学校（職）
3 ソフトテニス 成年男子 選手 品川 貴紀 福井運動公園事務所
4 ソフトテニス 成年男子 選手 鈴木 琢巳 盲学校（職）
5 ソフトテニス 成年男子 選手 小林 健志郎 四日市大学 ○
6 ソフトテニス 成年男子 選手 林　 亮太 北陸電力㈱
7 ソフトテニス 少年男子 監督 伊勢 泰隆 金津高校（教）
8 ソフトテニス 少年男子 選手 井上 幹太 金津高校
9 ソフトテニス 少年男子 選手 夏目 悠也 金津高校
10 ソフトテニス 少年男子 選手 角方 裕哉 金津高校
11 ソフトテニス 少年男子 選手 竹内 慎 金津高校
12 ソフトテニス 少年男子 選手 小林 裕仁郎 成和中学校
【卓球競技】　　１２名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 卓球 成年女子 監督 川畑 圭輔 ﾌｪﾆｯｸｽ卓球ｸﾗﾌﾞ
2 卓球 成年女子 選手 山本 笙子 中央大学 〇



3 卓球 成年女子 選手 上野 大弥 龍谷大学 〇
4 卓球 成年女子 選手 木内 愛実 金城大学 〇
5 卓球 少年男子 監督 橋邊 一祐 福井商業高校（教）
6 卓球 少年男子 選手 中村 厳文 福井商業高校
7 卓球 少年男子 選手 寺下　 拓海 福井商業高校
8 卓球 少年男子 選手 坂田　 修 敦賀高校
9 卓球 少年女子 監督 瓜生 勝己 福井商業高校（教）
10 卓球 少年女子 選手 青木 千佳 福井商業高校
11 卓球 少年女子 選手 中島 彩希 敦賀高校
12 卓球 少年女子 選手 森廣 伽衣 大東中学校
【軟式野球競技】　　１６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 軟式野球 成年男子 監督兼選手 石本 秀治 セーレン㈱
2 軟式野球 成年男子 選手 鈴木 健一 セーレン㈱
3 軟式野球 成年男子 選手 中屋 勝久 セーレン㈱
4 軟式野球 成年男子 選手 佐野 憲一 セーレン㈱
5 軟式野球 成年男子 選手 山口 一平太 セーレン㈱
6 軟式野球 成年男子 選手 荒川 恭平 セーレン㈱
7 軟式野球 成年男子 選手 屋敷 謙太 セーレン㈱
8 軟式野球 成年男子 選手 岩本 竜幸 セーレン㈱
9 軟式野球 成年男子 選手 近藤 大地 セーレン㈱
10 軟式野球 成年男子 選手 壽畑 裕 セーレン㈱
11 軟式野球 成年男子 選手 細川 雅生 セーレン㈱
12 軟式野球 成年男子 選手 関口 貴之 セーレン㈱
13 軟式野球 成年男子 選手 田中 宏樹 セーレン㈱
14 軟式野球 成年男子 選手 財部 友佑 セーレン㈱
15 軟式野球 成年男子 選手 辻 翔太 セーレン㈱
16 軟式野球 成年男子 選手 見延 優樹 ㈱ｼﾝｴﾂ.ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
【相撲競技】　　１０名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 相撲 成年男子 監督 堀 智行 ＮＯＳＡＩ福井
2 相撲 成年男子 選手 古澤 大樹 福井県庁
3 相撲 成年男子 選手 長内 拓磨 嶺北特別支援学校（教）
4 相撲 成年男子 選手 宮下 治也 嶺北特別支援学校（職）
5 相撲 少年男子 監督 福島 祐樹 福井農林高校（教）
6 相撲 少年男子 選手 五十嵐 司 福井農林高校
7 相撲 少年男子 選手 永井 優人 福井農林高校
8 相撲 少年男子 選手 秦 哲也 福井農林高校
9 相撲 少年男子 選手 林 正紘 福井農林高校
10 相撲 少年男子 選手 榎波 凌史 奥越明成高校
【馬術競技】　　９名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 馬術
馬場馬術競技/
自由演技馬場馬術競技

監督兼選手 吉村 喜信 福井工業大学（教）

2 馬術
標準障害飛越競技/
二段階障害飛越競技

ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ
兼選手

大野 暢子 福井工業大学

3 馬術 成年男子 国体大障害飛越競技 選手 吉村 英喜 福井ホースパーク
4 馬術 成年男子 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技 選手 仁田原 知毅 福井工業大学
5 馬術 成年女子 トップスコア競技 選手 吉田 真悠 福井工業大学
6 馬術 成年女子 馬場馬術競技 選手 天谷 幸枝 福井工業大学（職）

7 馬術 少年
標準障害飛越競技/
ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技/
団体障害飛越競技

選手 上田 瑠威 福井工大付属福井高校

8 馬術 少年
トップスコア競技/
団体障害飛越競技

選手 中村 信清 福井工大付属福井高校

9 馬術 少年
二段階障害飛越競技/
馬場馬術競技/
団体障害飛越競技

選手 中込 樹 福井工大付属福井高校

【フェンシング競技】　　３名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 フェンシング 成年男子 監督兼選手 佐々木 賢吾 ㈱オールコネクト
2 フェンシング 成年男子 選手 張眞 龍太 武生商業高校（教）
3 フェンシング 成年男子 選手 丹代 翔 (福)足羽福祉会
【柔道競技】　　６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 柔道 少年男子 監督 大柿 直 福井工大附属福井高校(教)
2 柔道 少年男子 選手 山本 大生 福井工大附属福井高校
3 柔道 少年男子 選手 土田 海也 福井工大附属福井高校
4 柔道 少年男子 選手 利根 琢也 福井工大附属福井高校
5 柔道 少年男子 選手 宗石 忠士 福井工大附属福井高校
6 柔道 少年男子 選手 北 康平 福井工大附属福井高校
【ソフトボール競技】　　４１名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ソフトボール 成年男子 監督 牛若 祐喜 ㈲山司金型
2 ソフトボール 成年男子 選手 村上 章平 福井信用金庫
3 ソフトボール 成年男子 選手 山本 逸平 南越特別支援学校（教）
4 ソフトボール 成年男子 選手 嶋田 智希 道守高校（職） 〇
5 ソフトボール 成年男子 選手 山城 人志 福井運動公園事務所
6 ソフトボール 成年男子 選手 山内 直人 (公財)福井県体育協会
7 ソフトボール 成年男子 選手 岩本 憲史朗 ㈱ユティック
8 ソフトボール 成年男子 選手 水間 啓輔 福井エコグリーン㈱
9 ソフトボール 成年男子 選手 中嶋 佳大 福多商店



10 ソフトボール 成年男子 選手 吉川 大貴 永平寺町役場
11 ソフトボール 成年男子 選手 若泉 賢介 若泉ボーリング
12 ソフトボール 成年男子 選手 高山 博貴 ㈲高山運輸
13 ソフトボール 成年男子 選手 嶋田 将也 ナカヤ化学産業㈱
14 ソフトボール 成年女子 監督 藤尾 かおり ＪＡ永平寺
15 ソフトボール 成年女子 選手 宇野 かんな (福)恩賜財団済生会支部福井県済生会病院

16 ソフトボール 成年女子 選手 宇野 有加里 日本体育大学 ○
17 ソフトボール 成年女子 選手 森本 早苗 (福)恩賜財団済生会支部福井県済生会病院

18 ソフトボール 成年女子 選手 渡邊 ほのか (福)恩賜財団済生会支部福井県済生会病院

19 ソフトボール 成年女子 選手 林 真由 嶺北特別支援学校（教）
20 ソフトボール 成年女子 選手 林 聖恵 日本ｴｺｼｽﾃﾑ㈱ ○
21 ソフトボール 成年女子 選手 小野 真希 トヨタ自動車㈱ ○
22 ソフトボール 成年女子 選手 松本 亜由美 ㈱東海理化 ○
23 ソフトボール 成年女子 選手 知見 美乃利 中京大学 ○
24 ソフトボール 成年女子 選手 長瀬 りえ 嶺北特別支援学校（教）
25 ソフトボール 成年女子 選手 角谷 夏子 大電産業㈱
26 ソフトボール 成年女子 選手 土橋 友里 (福)恩賜財団済生会支部福井県済生会病院

27 ソフトボール 成年女子 選手 田賀 涼子 (福)恩賜財団済生会支部福井県済生会病院

28 ソフトボール 少年男子 監督 山崎 均 啓新高校（教）
29 ソフトボール 少年男子 選手 大西 泰河 啓新高校
30 ソフトボール 少年男子 選手 西浦 龍 啓新高校
31 ソフトボール 少年男子 選手 細川 涼磨 啓新高校
32 ソフトボール 少年男子 選手 本塚 勇太 啓新高校
33 ソフトボール 少年男子 選手 本塚 宏太 啓新高校
34 ソフトボール 少年男子 選手 大西 楓耶 啓新高校
35 ソフトボール 少年男子 選手 谷口 美国 啓新高校
36 ソフトボール 少年男子 選手 影山 心 啓新高校
37 ソフトボール 少年男子 選手 髙田 侑孝 啓新高校
38 ソフトボール 少年男子 選手 田中 尋斗 啓新高校
39 ソフトボール 少年男子 選手 高廣 大 啓新高校
40 ソフトボール 少年男子 選手 堀川 拳聖 啓新高校
41 ソフトボール 少年男子 選手 増村 海吏 啓新高校
【バドミントン競技】　　１２名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 バドミントン 成年女子 監督 三觜 賢 勝山市役所
2 バドミントン 成年女子 選手 綿矢 汐里 奥越特別支援学校(教)
3 バドミントン 成年女子 選手 山口 茜 ㈱再春館製薬所 ○
4 バドミントン 成年女子 選手 竹内 沙希 北國銀行㈱ ○
5 バドミントン 少年男子 監督 牧野 智幸 勝山高校(教）
6 バドミントン 少年男子 選手 農口 拓弥 福井工大附属福井高校
7 バドミントン 少年男子 選手 服部 輝正 福井工大附属福井高校
8 バドミントン 少年男子 選手 南茂 蓮太 勝山高校
9 バドミントン 少年女子 監督 小林 陽年 勝山高校(教）
10 バドミントン 少年女子 選手 木村 茉梨奈 福井工大附属福井高校
11 バドミントン 少年女子 選手 中村 風月 福井工大附属福井高校
12 バドミントン 少年女子 選手 渡邉 萌香 勝山高校
【弓道競技】　　７名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 弓道 監督 定政 晶 福井油化
2 弓道 成年男子 選手 新岡 琢哉 福井放送㈱
3 弓道 成年男子 選手 春日 秀登 福井県立武道館
4 弓道 成年男子 選手 大廣 建二 ㈱ふじや食品
5 弓道 成年女子 選手 浅野 里江 若狭たかはまエルどらんど
6 弓道 成年女子 選手 水嶋 侑未香 仁愛大学
7 弓道 成年女子 選手 出倉 靖子 松本保育園
【ライフル射撃競技】　　１４名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ライフル射撃 監督 相模 敏之 南越特別支援学校（職）
2 ライフル射撃 監督 近藤 慎克 科学技術高等学校（教）
3 ライフル射撃 監督 宮腰 智裕 福井県警察機動隊
4 ライフル射撃 成年男子 50mﾗｲﾌﾙ 選手 猪坂 朋彦 福井市役所
5 ライフル射撃 成年男子 10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ 選手 杉村 和翔 ㈱ホンダ
6 ライフル射撃 成年男子 ｾﾝﾀｰ･ﾌｧｲｱ･ﾋﾟｽﾄﾙ 選手 石丸 貢司 福井県警察機動隊
7 ライフル射撃 成年女子 50mﾗｲﾌﾙ 選手 和田 渚 福井ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送㈱
8 ライフル射撃 成年女子 10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ 選手 冬木 翔子 ㈱PLANT
9 ライフル射撃 少年男子 10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ 選手 浜田 一輝 鯖江高校
10 ライフル射撃 少年男子 ﾋﾞｰﾑ･ﾗｲﾌﾙ 選手 大塩 勇斗 都立足立新田高校
11 ライフル射撃 少年男子 ﾋﾞｰﾑ･ﾋﾟｽﾄﾙ 選手 山口 航輝 武生東高校
12 ライフル射撃 少年女子 10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ 選手 林 夕貴 足羽高校
13 ライフル射撃 少年女子 ﾋﾞｰﾑ･ﾗｲﾌﾙ 選手 五十嵐 美月 足羽高校
14 ライフル射撃 少年女子 ﾋﾞｰﾑ･ﾋﾟｽﾄﾙ 選手 大谷 美咲 足羽高校
【剣道競技】　　８名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 剣道 成年男子 監督兼選手 堀江 範雄 福井県警察
2 剣道 成年男子 選手 林田 匡平 福井県立武道館
3 剣道 成年男子 選手 鹿本 裕登 福井県警察機動隊
4 剣道 成年男子 選手 鈴木 秀典 福井県警察機動隊
5 剣道 成年男子 選手 小辻 淳二 福井県立武道館
6 剣道 成年女子 監督兼選手 髙嶋 寿美 藤島高校（教）
7 剣道 成年女子 選手 伊藤 藍子 啓新高校（教）
8 剣道 成年女子 選手 山田 聖子 福井工大附属福井高校（教）
【ラグビーフットボール競技】　　３５名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと



1 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 監督兼選手 寺本 幸司 若狭高校(教)
2 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 下島 廉人 ㈱オーイング
3 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 山本 真慶 遠敷小学校(職)
4 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 伊藤 大輝 大輝建設
5 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 寺井 俊博 ㈱関電パワーテック
6 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 坪内 豪洋 関電プラント㈱
7 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 池野 暢晃 福井県警察
8 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 小野澤 宏時 (公財)福井県体育協会
9 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 神倉 公範 関西電力㈱
10 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 川瀬 湧大 流通経済大学 ○
11 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 玉井 瑛祐 ㈱ユーキュー ○
12 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 監督 朽木 雅文 若狭東高校(教)
13 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 川妻 瞬 若狭東高校
14 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 髙桑 一斗 若狭東高校
15 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 紺谷 拓海 若狭東高校
16 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 横山 裕也 若狭東高校
17 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 杉山 友斗 若狭東高校
18 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 仲野 励音 若狭東高校
19 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 紙谷 梨久 若狭東高校
20 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 安藤 淳 若狭東高校
21 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 三宅 純平 若狭高校
22 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 瀬野 将気 若狭東高校
23 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 木原 健太 若狭東高校
24 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 野村 旺史 若狭東高校
25 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 坂本 圭太 若狭東高校
26 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 三宅 勇貴 若狭高校
27 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 寺本 涼 若狭高校
28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 柄本 侑哉 敦賀工業高校
29 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 清水 俊太 若狭高校
30 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 村古 崇誌 若狭高校
31 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 鈴木 豪斗 若狭高校
32 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 谷口 玲衛 敦賀工業高校
33 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 西村 丞史 若狭東高校
34 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 石田 稜太郎 若狭高校
35 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 少年男子 選手 長友 楓也 若狭高校
【山岳競技】　　６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 山岳 成年男子 監督 牧田 康弘 エルシーコープ㈱
2 山岳 成年男子 選手 永井 義則 セーレン(株)
3 山岳 成年男子 選手 山本 智博 福井県警察
4 山岳 成年女子 監督 廣重 敏 鯖江市役所
5 山岳 成年女子 選手 尾上 彩 (公財）福井県体育協会
6 山岳 成年女子 選手 廣重 幸紀 福井大学
【カヌー競技】　　７名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 カヌー ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 監督 濱野 早紀 金津高校（職）
2 カヌー 成年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄC-1 選手 湯浅 友晶 (公財)福井県体育協会
3 カヌー 成年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-1 選手 山下 友理子 ㈱ウエマツ
4 カヌー 成年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄC-1 選手 礒本 えなみ 福井工業大学
5 カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-1 選手 亀山 祐享 金津高校
6 カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄC-1 選手 西畑 和真 金津高校
7 カヌー 少年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-1 選手 ペトラン ファンニ 福井工大附属福井高校
【アーチェリー競技】　　７名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 アーチェリー 監督 福岡 寛典 武生商業高校（教）
2 アーチェリー 成年男子 選手 今井 雅樹 丹南高校（職）
3 アーチェリー 成年男子 選手 小野寺 壮登 福井市役所
4 アーチェリー 成年男子 選手 津田 勇志 足羽高校（職）
5 アーチェリー 成年女子 選手 久原 千夏 福井信用金庫
6 アーチェリー 成年女子 選手 菅原 芽衣 丹南高校（教）
7 アーチェリー 成年女子 選手 服部 由莉 足羽高校（職）
【空手競技】　　８名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 空手道 監督 監督 秋吉 克美 敦賀気比高校（職）
2 空手道 成年男子 組手軽量級 選手 乙部 省太 敦賀気比高校（教）
3 空手道 成年男子 組手中量級 選手 前野 晃摂 関西学院大学 ○
4 空手道 成年男子 組手重量級 選手 大迫 睦 近畿大学
5 空手道 成年男子 形 選手 小崎 太碁 近畿大学
6 空手道 成年女子 組手 選手 片山 文香 ㈱ニッテックコンサル
7 空手道 少年男子 組手 選手 森 浩人 福井工大附属福井高校
8 空手道 少年女子 組手 選手 山内 菜緒 福井工大附属福井高校
【銃剣道競技】　　３名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 銃剣道 成年男子 監督兼選手 増田 宇秀 Madoromi
2 銃剣道 成年男子 選手 山本 久稔 陸上自衛隊金沢駐屯地 ○
3 銃剣道 成年男子 選手 高島 潤平 陸上自衛隊鯖江駐屯地
【クレー射撃競技】　　６名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 クレー射撃 トラップ 監督兼選手 早水 隆治 ㈱三国
2 クレー射撃 トラップ 選手 上本 康治 ㈱ニッセン
3 クレー射撃 トラップ 選手 辻 武志 ニチコン大野㈱
4 クレー射撃 スキート 選手 中本　 靖也 ㈲立力



5 クレー射撃 スキート 選手 南田 昌宏 ㈲南光設備
6 クレー射撃 スキート 選手 上村 直洋 航空自衛隊小松基地 〇
【なぎなた競技】　　７名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 なぎなた 監督 渡辺 明美
2 なぎなた 成年女子 選手 渡辺 啓乃 鯖江高校（教）
3 なぎなた 成年女子 選手 仕入 愛梨 大阪体育大学 ○
4 なぎなた 成年女子 選手 瀧口 理子 松蔭女子学院大学 ○
5 なぎなた 少年女子 選手 瀧口 麻衣 羽水高校
6 なぎなた 少年女子 選手 織田 千尋 羽水高校
7 なぎなた 少年女子 選手 山崎 莉奈 羽水高校
【ボウリング競技】　　８名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ボウリング 成年男子 監督 武澤 克二 日東シンコー㈱
2 ボウリング 成年男子 選手 漆崎 寛朗 ＡＲＥＮＡ　ＢＯＷＬ
3 ボウリング 成年男子 選手 加藤 佳伸 ㈱古宮建設
4 ボウリング 成年男子 選手 佐藤 公紀 (福)福井県社会福祉協議会
5 ボウリング 成年男子 選手 吉田 健大 丸岡高校（職）
6 ボウリング 少年女子 監督 石川 鏡和 福井南郵便局
7 ボウリング 少年女子 選手 浜本 美優 福井工大附属福井高校
8 ボウリング 少年女子 選手 小林 奈央 三国高校
【ゴルフ競技】　　７名

№ 競技 種別 種目 区別
氏名
（性）

氏名
（名）

勤務先名
又は学校名

ふる
さと

1 ゴルフ 成年男子/女子 監督 内藤 圭介 わかさＣＣ
2 ゴルフ 成年男子 選手 田邉 裕貴 ゴルフスタジオＧN
3 ゴルフ 成年男子 選手 満木 翔太 芦原ゴルフクラブ
4 ゴルフ 成年男子 選手 中嶋 大静 中嶋事務所
5 ゴルフ 女子 選手 池田 佳代 ㈱池田大正堂
6 ゴルフ 女子 選手 浅野 和美 林病院
7 ゴルフ 女子 選手 米澤 理乃 敦賀気比高校


