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　今年度も多くの福井県スポーツ協会所属選手が各種大会で活躍をしています。その活動のほんの一部ですがここに紹介します。今後もさらなる
活躍を期待するとともに、たくさんの応援をよろしくお願いします。

　日本体育協会が今年４月

１日から「日本スポーツ協

会」に名称を変更すること

になりました。福井県にお

いても、日本体育協会の名

称変更に時期を合わせ、今年４月１日から「福井県スポーツ協会」へと名称を変更し

ました。

　４月24日（火）に福井県営体育館メインアリーナで、「チームふくい」総決起集会が行われました。
　成年アスリート、ジュニアアスリート、障スポ選手が一同に会し、全員で「チームふくい」の団結を誓いました。決
起集会の前には、アンチ・ドーピング研修会、ルナコントロール講習会も行われました。
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「チームふくい」総決起集会

New

　４月３日（火）に特別強化

コーチ辞令交付式を行いまし

た。代表してトライアスロン

競技佐藤錬選手が、「”チーム

ふくい ”一丸となって天皇杯

獲得に向けて頑張りたい」と

決意表明をしました。
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電話受付時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分 ( 日、月、祝日を除く。)
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