
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㈱／エヌ・ジェイ・化成㈱／大塚製薬㈱ 福井出張所／奥本タイプ印刷所／㈱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／利根川鉄工㈱／㈱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

写真提供：日刊県民福井・福井新聞

天皇杯７位!!　皇后杯８位!!

【ボクシング】成年女子フライ級 【ボクシング】成年女子フライ級 優勝優勝
和田まどか和田まどか

【セーリング】成年男子【セーリング】成年男子
国体ウインドサーフィン級国体ウインドサーフィン級優勝優勝
倉持大也倉持大也

【自転車】成年男子ケイリン【自転車】成年男子ケイリン優勝優勝
寺﨑浩平寺﨑浩平 【ホッケー】【ホッケー】成年男子成年男子優勝優勝

【山岳】成年女子ボルダリング・リード【山岳】成年女子ボルダリング・リード優勝優勝
尾上彩・廣重幸紀尾上彩・廣重幸紀

【ボート】少年女子【ボート】少年女子
ダブルスカルダブルスカル優勝優勝
新田明美・武長凪那新田明美・武長凪那

【カヌー】少年女子【カヌー】少年女子
カヤックシングル200m、500mカヤックシングル200m、500m優勝優勝
ペトランファンニペトランファンニ

【ボート】成年女子【ボート】成年女子
舵手付きクオドルプル舵手付きクオドルプル優勝優勝
杉島・納田・河原・吉田・白井杉島・納田・河原・吉田・白井

【ボート】少年女子【ボート】少年女子
舵手付きクオドルプル舵手付きクオドルプル優勝優勝
武田・荻野・村松・磴・荒木武田・荻野・村松・磴・荒木

【ボート】成年男子【ボート】成年男子

武田匡弘武田匡弘

【ボート】少年女子【ボート】少年女子

仲澤春香仲澤春香

【レスリング】成年男子【レスリング】成年男子

前田頼夢前田頼夢

【自転車】成年女子【自転車】成年女子

栁原真緒栁原真緒
【ライフル射撃】成年男子【ライフル射撃】成年男子

石丸貢司石丸貢司

【カヌー】成年男子【カヌー】成年男子

湯浅友晶湯浅友晶

【なぎなた】成年女子【なぎなた】成年女子

渡辺啓乃・仕入愛梨渡辺啓乃・仕入愛梨

【テニス】成年男子【テニス】成年男子

菊池玄吾・ロンギ正幸菊池玄吾・ロンギ正幸

【体操】成年女子【体操】成年女子

【バレーボール】女子ビーチバレー【バレーボール】女子ビーチバレー優勝優勝【バレーボール】女子ビーチバレー優勝

【ボクシング】成年女子フライ級 優勝
和田まどか

【セーリング】成年男子
国体ウインドサーフィン級優勝
倉持大也

【自転車】成年男子ケイリン優勝
寺﨑浩平 【ホッケー】成年男子優勝

【ウエイトリフティング】成年男子　【ウエイトリフティング】成年男子　９４㎏級スナッチ９４㎏級スナッチ優勝 優勝 木下竜之木下竜之【ウエイトリフティング】成年男子　９４㎏級スナッチ優勝 木下竜之

【ウエイトリフティング】少年男子【ウエイトリフティング】少年男子
５６㎏級スナッチ５６㎏級スナッチ優勝優勝56㎏級C&J56㎏級C&J２位２位 
玉谷京介玉谷京介 杉島・納田・河原・吉田・白井杉島・納田・河原・吉田・白井

【ウエイトリフティング】少年男子
５６㎏級スナッチ優勝56㎏級C&J２位 
玉谷京介

【山岳】成年女子ボルダリング・リード優勝
尾上彩・廣重幸紀

【ボート】少年女子
ダブルスカル優勝
新田明美・武長凪那

【カヌー】少年女子
カヤックシングル200m、500m優勝
ペトランファンニ

【ボート】成年女子
舵手付きクオドルプル優勝
杉島・納田・河原・吉田・白井

【ボート】少年女子
舵手付きクオドルプル優勝
武田・荻野・村松・磴・荒木

２連覇!２連覇!２連覇! 県勢初優勝！県勢初優勝！県勢初優勝！ 圧勝！圧勝！圧勝！ 国体初制覇！国体初制覇！国体初制覇！

日本新記録！日本新記録！日本新記録！

全国大会
初の頂点！
全国大会
初の頂点！
全国大会
初の頂点！

２種目制覇！２種目制覇！２種目制覇！

２連覇！２連覇！２連覇！

初代女王！初代女王！初代女王！

２冠達成！２冠達成！２冠達成！

３連覇！３連覇！３連覇！ 敗者復活からの頂点！敗者復活からの頂点！敗者復活からの頂点！

【ボート】成年男子

シングルスカルシングルスカル２位２位シングルスカル２位
武田匡弘

【水泳】成年男子【水泳】成年男子

400m自由形３位400m自由形３位

【陸上競技】成年女子【陸上競技】成年女子

100mハードル３位100mハードル３位

野村有香野村有香

【ボクシング】少年男子【ボクシング】少年男子

ライトウエルター級３位ライトウエルター級３位

佐々木崇弥佐々木崇弥

【レスリング】成年男子【レスリング】成年男子

フリースタイル125㎏級フリースタイル125㎏級３位３位

安田 翔安田 翔

【ウエイト】成年男子【ウエイト】成年男子

62㎏級C&J３位62㎏級C&J３位

魚岸俊宏魚岸俊宏

【ウエイト】成年男子【ウエイト】成年男子

77㎏級スナッチ３位77㎏級スナッチ３位

安達貴弘安達貴弘

【ライフル】少年女子【ライフル】少年女子

10mS40JW３位10mS40JW３位

林 夕貴林 夕貴

【馬術】成年男子【馬術】成年男子

自由演技馬場馬術３位自由演技馬場馬術３位

吉村喜信吉村喜信

【馬術】成年男子【馬術】成年男子

スピード＆ハンディネススピード＆ハンディネス３位３位

仁田原知毅仁田原知毅

【空手道】成年男子【空手道】成年男子

組手重量級３位組手重量級３位

大迫 睦大迫 睦

【なぎなた】少年女子【なぎなた】少年女子

演技３位演技３位

【ボート】成年男子【ボート】成年男子

舵手付きフォア３位　舵手付きフォア３位　八木・志賀・長田・大下・瀬戸八木・志賀・長田・大下・瀬戸

【ボート】少年男子【ボート】少年男子

舵手付きクオドルプル３位　舵手付きクオドルプル３位　山下・河畑・藤長・大野・武長山下・河畑・藤長・大野・武長

【ソフトボール】少年男子 【ソフトボール】少年男子 ３位  ３位  啓新高校啓新高校

【ホッケー】少年男子　【ホッケー】少年男子　３位　３位　丹生高校丹生高校 【ホッケー】少年女子　【ホッケー】少年女子　３位　３位　丹生高校丹生高校 【ハンドボール】少年男子　【ハンドボール】少年男子　３位　３位　北陸高校北陸高校

【ソフトボール】【ソフトボール】３位  ３位  成年男子成年男子

【水泳】成年男子

400m自由形３位

尾﨑隆太尾﨑隆太尾﨑隆太

【陸上競技】成年女子

100mハードル３位

野村有香

【ボクシング】少年男子

ライトウエルター級３位

佐々木崇弥

【レスリング】成年男子

フリースタイル125㎏級３位

安田 翔

【ウエイト】成年男子

62㎏級C&J３位

魚岸俊宏

【ウエイト】成年男子

77㎏級スナッチ３位

安達貴弘

【ライフル】少年女子

10mS40JW３位

林 夕貴

【馬術】成年男子

自由演技馬場馬術３位

吉村喜信

【馬術】成年男子

スピード＆ハンディネス３位

仁田原知毅

【空手道】成年男子

組手重量級３位

大迫 睦

【なぎなた】少年女子

演技３位

【ボート】成年男子

舵手付きフォア３位　八木・志賀・長田・大下・瀬戸

【ボート】少年男子

舵手付きクオドルプル３位　山下・河畑・藤長・大野・武長

【ソフトボール】少年男子 ３位  啓新高校

４ 位        
陸　　　上　成年男子800 m ……………………………………………… 木原裕貴 
水　　　泳　成年男子飛板飛込…………………………………………… 新良貴優 
ウ エ イ ト　成年男子56kg級C&J ………………………………………… 久保海斗 
ウ エ イ ト　少年男子69kg級スナッチ………………………………… 久保田幹弥 
ボ  ー  ト　少年男子ダブルスカル…………………………… 兼康慎・松吉隆哉 
馬　　　術　少年馬場馬術………………………………………………… 中込　樹 
空  手  道　………………………………………………………………… 団体組手 
ラ イ フ ル　成年女子50m P60W  ………………………………………… 和田　渚 
ラ イ フ ル　少年女子BRS40JW………………………………………… 五十嵐美月 
な ぎ な た　少年女子試合……………………………………… 瀧口・織田・山崎 
 
５ 位        
レスリング　成年男子G85kg級 …………………………………………… 野崎竜陽 
レスリング　少年男子G66kg級 …………………………………………… 松居俊伍 
レスリング　少年男子G74kg級 …………………………………………… 小西温也 
レスリング　少年男子F96kg級 …………………………………………… 曽木龍太 
レスリング　少年男子F120kg級  ………………………………………… 笹岡龍馬
ウ エ イ ト　成年男子56kg級スナッチ ………………………………… 久保海斗 
ウ エ イ ト　少年男子69kg級C&J……………………………………… 久保田幹弥 
ラ イ フ ル　成年男子50mK20M ………………………………………… 猪坂朋彦 
カ  ヌ  ー　成年女子カヤックシングル500ｍ ……………………… 山下友理子 
ボ  ー  ト　成年男子ダブルスカル………………………… 武田和樹・澤田研太 
バレーボール　………………………………………………………………… 成年男子
ビーチバレー　男子……………………………………………… 道木優輝・土屋宝士 
ホ ッ ケ ー　………………………………………………………………… 成年女子 
体　　　操　…………………………………………………………… 少年男子団体 
自  転  車　成年女子スクラッチ………………………………………… 中村愛花 
空  手  道　成年男子形…………………………………………………… 小崎太碁 
空  手  道　少年女子組手………………………………………………… 山内菜緒 
ハンドボール　………………………………………………………………… 成年男子
水　　　泳　成年男子高飛込……………………………………………… 新良貴優
ボクシング　成年男子ウエルター級……………………………………… 小林将大
ボクシング　少年男子ウエルター級…………………………………… 吉川拳士朗 

ボクシング　少年男子ミドル級…………………………………………… 西邑京真
卓　　　球　少年女子団体……………………………………… 青木・中島・森廣
相　　　撲　成年男子団体……………………………………… 古澤・長内・宮下
馬　　　術　成年女子馬場馬術…………………………………………… 天谷幸枝
馬　　　術　少年団体障害飛越競技…………………………… 上田瑠威・中込樹 
ソフトボール　………………………………………………………………… 成年女子 
  
６ 位        
ク  レ  ー　成年男子スキート………………………………… 中本・南田・上村
自  転  車　男子４㎞チームパシュート………………… 脇本・碇・廣瀬・齋藤
カ  ヌ  ー　成年女子カヤックシングル200m ……………………… 山下友理子
セーリング　成年女子セーリングスピリッツ級………… 藤井あゆ美・大熊典子
馬　　　術　成年男子馬場馬術…………………………………………… 吉村喜信
馬　　　術　少年標準障害………………………………………………… 上田瑠威
ボウリング　成年男子個人戦……………………………………………… 吉田健大

７ 位        
水　　　泳　少年男子A自由形50m ……………………………………… 高橋裕汰
ボ  ー  ト　成年女子ダブルスカル……………………… 柴田茉穂・常盤菜々子
ウ エ イ ト　成年男子77kg級C&J………………………………………… 安達貴弘
ラ イ フ ル　成年女子50ｍ3×20W ……………………………………… 和田　渚
カ  ヌ  ー　カナディアンシングル200m …………………………… 礒本えなみ
自  転  車　成年男子スクラッチ………………………………………… 廣瀬元輝

8 位
陸　　　上　成年男子10000m競歩……………………………………… 檜田隆宏
陸　　　上　少年男子ハンマー投………………………………………… 高橋龍平
陸　　　上　少年男子共通走高跳………………………………………… 堀井遥樹
陸　　　上　少年女子共通三段跳………………………………………… 梅津彩香
陸　　　上　成年男子4×100mR……………………… 村田・梶川・片山・嘉奈
水　　　泳　成年女子100mバタフライ………………………………… 藪　仁美
ボ  ー  ト　成年女子シングルスカル…………………………………… 野村　幸
弓　　　道　成年男子遠的……………………………………… 新岡・春日・大廣
ク  レ  ー　成年男子トラップ…………………………………… 早水・上本・辻
カ  ヌ  ー　成年女子カナディアンシングル500m ………………… 礒本えなみ

入　賞　者　一　覧

【体操】成年男子【体操】成年男子

３位３位

石川・岡・杉野・川本・荒屋敷石川・岡・杉野・川本・荒屋敷

【自転車】女子【自転車】女子

３位３位

チームスプリントチームスプリント
栁原真緒・中村愛花栁原真緒・中村愛花

【体操】成年男子

３位

石川・岡・杉野・川本・荒屋敷

【自転車】女子

３位

チームスプリント
栁原真緒・中村愛花

【ホッケー】少年男子　３位　丹生高校 【ホッケー】少年女子　３位　丹生高校 【ハンドボール】少年男子　３位　北陸高校

【ボート】少年女子

シングルスカルシングルスカル２位２位シングルスカル２位
仲澤春香

【レスリング】成年男子

フリースタイル61㎏級フリースタイル61㎏級２位２位フリースタイル61㎏級２位
前田頼夢

【自転車】成年女子

ケイリンケイリン２位２位ケイリン２位 栁原真緒
【ライフル射撃】成年男子
CP30MCP30M２位２位CP30M２位 石丸貢司

【カヌー】成年男子

カナディアンシングル200mカナディアンシングル200m２位２位カナディアンシングル200m２位
湯浅友晶

【なぎなた】成年女子

演技演技２位２位演技２位 渡辺啓乃・仕入愛梨

【テニス】成年男子

２位２位２位 菊池玄吾・ロンギ正幸

【体操】成年女子

２位２位２位 中村・四方・ダンコ・夏目・松島中村・四方・ダンコ・夏目・松島中村・四方・ダンコ・夏目・松島

【ソフトボール】３位  成年男子

村上めぐみ・幅口絵里香村上めぐみ・幅口絵里香村上めぐみ・幅口絵里香

織田千尋・瀧口麻衣織田千尋・瀧口麻衣織田千尋・瀧口麻衣
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4名以上の団体・体・グループで
ご加入ください。ご加入ください。

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

表彰式(皇后杯)表彰式(皇后杯)表彰式(天皇杯)表彰式(天皇杯) 表彰式(皇后杯)表彰式(天皇杯)


