
　2018年福井しあわせ元気

国体、福井しあわせ元気大

会に向け、整備を進めてい

た新しい県営体育館が完成

し、４月８日に完成記念式

が行われました。

　メインアリーナは旧体育

館の約２倍の広さになり、

バリアフリーの配慮もされ

ています。

　福井県体育協会は体育館

１階に設置されています。

法人賛助会員・県民スポーツ祭協賛企業御芳名(50音順)

アクアスポーツ㈱／一般社団法人　あすの福井県を創る協会／アシックスジャパン㈱／足羽印刷㈱／㈱アタゴ／アルカンシェル㈱／㈱アルペン スポーツ

デポ福井大和田店 アルペン鯖江店／芦原ゴルフクラブ／イワイ㈱／大塚製薬㈱福井出張所／㈱オザキスポーツ／上屋敷工業㈱／河和田屋印刷㈱／北日

本建設㈱／木下工業㈱／児玉印刷㈱／㈱三和商会／しあわせ福井スポーツ協会／㈱ジゴスペック／白崎印刷㈱／信越化学工業㈱武生工場／スバル食品

㈱／太陽スポーツ／㈱タニコーテック／中部インテリア㈱／㈱ＴＡＳ／東武トップツアーズ㈱福井支店／㈱トヨタレンタリース福井／㈱ナイガイ／新田

塚スイミングスクール スポーツクラブ ARC ／日本商運㈱／ヒット工業㈱／㈱福井銀行／福井県信用金庫協会／福井県スポーツ用品協同組合／福井県

民生活協同組合／福井県遊技業協同組合／福井システムズ㈱／㈱福井新聞社／フジタスポーツ／北陸電力㈱／マイプリントコーポレーション㈱／㈱マ

ツイ印刷／㈱マルツ電波／三国観光ホテル／㈱ミルコン／名鉄観光サービス㈱／ヤスマテニス企画／山惣工業㈱／㈱ユアーズホテルフクイ 
７月Ⅰ日現在

平成29年度 北信越高校大会での活躍！

国際大会で活躍！

陸上 男子走高跳陸上 男子走高跳

優勝優勝 堀井遥樹 堀井遥樹
（鯖 江）（鯖 江）

陸上 女子ハンマー投げ陸上 女子ハンマー投げ

優勝優勝 原田ハルミ 原田ハルミ
（敦 賀）（敦 賀）

陸上 女子1600ｍリレー陸上 女子1600ｍリレー

優勝優勝 敦 賀 敦 賀

陸上 男子円盤投陸上 男子円盤投

優勝優勝 竹内 颯太 竹内 颯太
（敦 賀）（敦 賀）

剣道 女子個人剣道 女子個人

優勝優勝 堤腰 琴菜 堤腰 琴菜
（敦 賀）（敦 賀）

ボート 女子かじ付きクオドルブル ボート 女子かじ付きクオドルブル 優勝優勝 美方A 美方A

テニス 女子シングルステニス 女子シングルス

優勝優勝 押川 千夏 押川 千夏
（仁愛女）（仁愛女）テニス 男子団体 テニス 男子団体 優勝優勝 敦賀気比 敦賀気比 柔道男子団体 柔道男子団体 優勝優勝 福井工大福井 福井工大福井

空手道 男女団体組手 空手道 男女団体組手 優勝優勝 福井工大福井 福井工大福井 ソフトボール 男子ソフトボール 男子 優勝優勝 啓 新 啓 新

陸上 男子走高跳

優勝 堀井遥樹
（鯖 江）

陸上 女子ハンマー投げ

優勝 原田ハルミ
（敦 賀）

陸上 女子1600ｍリレー

優勝 敦 賀

フェンシング

見延 和靖
(ネクサス)
男子エペ
ワールドカップ
団体銅メダル

フェンシング

青木 千佳
(ネクサス)
女子サーブル
ワールドカップ
団体第4位(過去最高)

バドミントン

山口 茜
(再春館製薬所)
オーストラリア・オープン
女子シングルス
準優勝

陸上 男子円盤投

優勝 竹内 颯太
（敦 賀）

剣道 女子個人

優勝 堤腰 琴菜
（敦 賀）

ボート 女子ダブルスカル

優勝 美 方

ボート 女子かじ付きクオドルブル 優勝 美方A

剣道 女子団体剣道 女子団体

優勝優勝 敦 賀 敦 賀
剣道 女子団体

優勝 敦 賀

テニス 女子シングルス

優勝 押川 千夏
（仁愛女）テニス 男子団体 優勝 敦賀気比 柔道男子団体 優勝 福井工大福井

空手道 男女団体組手 優勝 福井工大福井 ソフトボール 男子 優勝 啓 新

★陸上競技

★なぎなた

★レスリング

★テニス

★フェンシング

★ボート

★卓球

★体操

男子三段跳……………岩崎匠海（敦賀）
男子八種競技…………坂東夢斗（敦賀）
女子走高跳……………蓑輪夢未（北陸）

女子演技………………織田千尋、滝口麻衣（羽水）

男子団体………………敦賀気比
男子50キロ級…………野坂晃誠（敦賀気比）
男子84キロ級…………寺地怜央（敦賀気比）
男子96キロ級…………曽木龍太(敦賀気比)
女子49キロ級…………梨木陽（敦賀気比）

女子ダブルス…………押川千夏、吉田朋夏（仁愛女）

女子個人フルーレ……中島穂乃香(武生商)
女子個人エペ…………徳島沙恵（武生商）
女子団体………………武生商

男子シングルスカル…兼康慎（敦賀工）
女子シングルスカル…村松栄理（若狭）

男子ダブルス…………森廣玄羽、中村厳文（福井商）

男子団体総合…………鯖江
男子あん馬……………中山怜（鯖江）
男子つり輪……………大久保圭太郎（鯖江）
女子団体総合…………鯖江

男子個人10ｍエアライフル立射60発…浜田一輝(鯖江)
女子団体ビームライフル立射40発……足羽

男子90キロ級……………………………ガンバタール・プンツァガツェーレン（福井工大福井）
男子個人100キロ超級 …………………北康平(福井工大福井)

男子Aパート ピン級……………………藤野天(道守)
男子Aパート ライト級…………………内山大樹(福井工大福井)
男子Bパート バンタム級………………小林亮太(福井工大福井)
男子Bパート ライトウェルター級……宮川了(武生工)
女子フライ級……………………………立木聖華（福井工大福井）

女子団体………………………福井商

男子４キロ団体追い抜き……科学技術
男子総合………………………科学技術
男子３キロ個人追い抜き……斎藤知樹(科学技術)
男子４キロ個人速度競争……枠元一葵(科学技術)
男子ケイリン、スプリント…市田龍生都(科学技術)

男子56キロ級…………………玉谷京介(坂井)
男子69キロ級…………………久保田幹弥(坂井)
女子48キロ級…………………齋藤聖奈(坂井)
女子53キロ級…………………渡辺真生(坂井)

女子団体………………………丹生

男子個人組手…………………森浩人(福井工大福井)
女子個人組手…………………斉藤美羽(福井工大福井)
女子個人形……………………斉藤天音(福井工大福井)

個人戦…………………………中込樹(福井工大福井)

女子………………福井工大福井

女子………………福井工大福井

男子団体…………科学技術
男子ロープ………前田幸大(科学技術)
女子個人総合……木部真由莉(丸岡)
女子リボン………木部真由莉(丸岡)

男子優秀校………敦賀

★ライフル射撃

★柔道

★ボクシング

★卓球

★自転車

★ウエイトリフティング

★弓道

★空手道

★馬術

★サッカー

★バレーボール

★新体操

★登山

北信越高校大会　優勝者一覧
（左記掲載以外）

☆水泳は下記の日程、場所で実施
・競泳………７月21～23日
・飛び込み…７月22,23日
　　　　　　富山県高岡総合プール
・水球………７月22,23日
　　　　　　富山県総合体育センタープール

新県営体育館が完成(H29.4.8)

写真提供：日刊県民福井・福井新聞社
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