
Ｎｏ 順位 競　　　技 男女 種　　　　目 学　校　名

1 １位 ホッケー 女 丹生高校

2 ２位 ライフル射撃 女 団体ＡＲ 足羽高校

3 ２位 ソフトボール 男 啓新高校

4 ３位 バレーボール 女 福井工大福井高校

5 ３位 ホッケー 男 丹生高校

6 ３位 ハンドボール 男 北陸高校

7 ４位 ボート 女 蛇手付クォドルプル 美方高校

8 ５位 体操 男 団体総合 鯖江高校

9 ５位 空手道 男 団体組手 福井工大福井高校

10 ５位 空手道 女 団体組手 福井工大福井高校

11 ５位 フェンシング 女 団体 武生商業高校

12 ８位 自転車 男 ４ｋｍチームパシュート 科学技術高校

13 ８位 ゴルフ 男 団体 福井工大福井高校

14 ８位 ライフル射撃 男 団体ＡＲ 科学技術高校

【個人種目】

Ｎｏ 順位 競　　　技 男女 種　　　　目 学　校　名

1 １位 カヌースプリント 女 カヤックシングル５００ｍ 福井工大福井高校 ペトラン ファンニ

2 １位 カヌースプリント 女 カヤックシングル２００ｍ 福井工大福井高校 ペトラン ファンニ

3 ２位 ボート 女 シングルスカル 若狭高校 村松栄理

4 ２位 ボート 女 ダブルスカル 美方高校 磴　莉奈 新田明美

5 ２位 体操 男 種目別　つり輪 鯖江高校 大久保圭太郎

6 ２位 体操 男 種目別　跳馬 鯖江高校 大久保圭太郎

7 ３位 陸上競技 女 ハンマー投げ 敦賀高校 原田ハルミ

8 ３位 ゴルフ 男 個人 福井工大福井高校 杉浦悠太

9 ３位 ウエイトリフティング 男 ５６kg級クリーン＆ジャーク 坂井高校 玉谷京介

10 ３位 ウエイトリフティング 男 ５６kg級スナッチ 坂井高校 玉谷京介

11 ３位 ウエイトリフティング 男 ５６kg級トータル 坂井高校 玉谷京介

12 ３位 ボート 男 シングルスカル 敦賀工業高校 兼康　慎

13 ３位 レスリング 男 ９６ｋｇ級 敦賀気比高校 曽木龍太

14 ４位 体操 男 種目別　跳馬 鯖江高校 榊原拓弥

15 ４位 新体操 女 種目別　リボン 丸岡高校 木部真由莉

16 ４位 水泳 男 ２００ｍバタフライ 福井工大福井高校 春岡草太

17 ５位 なぎなた 女 個人演技 羽水高校 織田千尋 瀧口麻衣

18 ５位 柔道 男 ７３ｋｇ級 北陸高校 中荒江大河

19 ５位 ウエイトリフティング 男 ６９kg級クリーン＆ジャーク 坂井高校 久保田幹弥

20 ５位 ウエイトリフティング 男 ６９kg級トータル 坂井高校 久保田幹弥

21 ６位 ウエイトリフティング 男 ６９kg級スナッチ 坂井高校 久保田幹弥

22 ６位 陸上競技 女 走り高跳び 北陸高校 蓑輪夢未

23 ６位 陸上競技 男 走り高跳び 鯖江高校 堀井遥樹

24 ６位 新体操 女 個人総合 丸岡高校 木部真由莉

25 ７位 陸上競技 女 走り幅跳び 敦賀高校 芦田陽菜

26 ７位 体操 男 種目別　ゆか 鯖江高校 大久保圭太郎

27 ７位 体操 男 種目別　鉄棒 鯖江高校 大久保圭太郎

28 ８位 自転車 男 ３ｋｍインディヴィデュアル・パシュート 科学技術高校 齋藤知樹

【定時制通信制】

Ｎｏ 順位 競技種目 男女 種　　　　目 学　校　名

1 ２位 柔道 男 ６５ｋｇ級 武生高校（定） 和久井将統

氏　　　　名

平成２９年度　全国高等学校総合体育大会・選手権大会成績一覧

氏　　　　名

【団体種目】


