
【高校関係分・福井県・新潟県開催】

Ｎｏ 競　　技　　名 性別 種　　　目 順位 学　　校　　名

1 ボート 女 蛇手付クォドルプル １位 美方高校

2 ボート 女 ダブルスカル １位 若狭高校

3 ホッケー 女 団体 １位 丹生高校

4 ソフトボール 男 団体 １位 啓新高校

5 剣道 女 団体 １位 敦賀高校

6 空手道 共通 団体組手 １位 福井県選抜

7 なぎなた 女 試合 １位 羽水高校

8 なぎなた 女 演技 １位 羽水高校

9 ゴルフ 男 団体 １位 福井工大福井高校

10 自転車 共通 チームスプリント １位 福井県選抜

11 ボート 男 蛇手付クォドルプル ２位 福井県選抜

12 ボート 男 ダブルスカル ２位 敦賀工業高校

13 ハンドボール 男 団体 ２位 北陸高校

14 ホッケー 男 団体 ３位 丹生高校

15 剣道 男 団体 ３位 福井県選抜

16 体操 男 団体 ３位 鯖江高校

17 新体操 女 団体 ３位 丸岡高校

18 卓球 女 団体 ３位 福井県選抜

19 バドミントン 男 団体 ５位 福井県選抜

20 ソフトボール 女 団体 ５位 福井県選抜

21 山岳 女 ボルダリング ５位 福井県選抜

22 山岳 女 リード ５位 福井県選抜

23 柔道 共通 団体 ５位 福井県選抜

24 自転車 共通 ４㎞チームパーシュート ５位 福井県選抜

25 テニス 女 団体 ７位 仁愛女子高校

26 体操 女 団体 ７位 鯖江高校

27 セーリング（ヨット） 女 ４２０級 ７位 三国高校

28 バレーボール 女 団体 ７位 福井工大福井高校

28 馬術 男 団体障害飛越 ５位 福井県選抜

29 カヌー（スプリント） 女 カヤック４　２００ｍ ８位 金津高校

30 ボウリング 女 団体 ８位 福井県選抜

31 フェンシング 男 フルーレ ８位 福井県選抜

32 スキー 女 クロスカントリー　リレー ８位 福井県選抜

平成３０年度　第７３回福井しあわせ元気国体　成績一覧表

【団　体】



Ｎｏ 競　　技　　名 性　別 種　　　目 順　位 氏　　　名

1 自転車 男 １ｋｍタイムトライアル １位 市田龍生都（科学技術）

2 自転車 男 ケイリン １位 竹澤雅也（科学技術）

3 空手道 男 組手 １位 森　浩人（福井工大福井）

4 陸上 男 棒高跳 ２位 宮川開成（敦賀気比）

5 陸上 男 円盤投げ ２位 奥村仁志（敦賀）

6 陸上 男 砲丸投げ（少男Ｂ） ２位 花田李樹（敦賀）

7 ボート 女 シングルスカル ２位 川村　海（美方）

8 ウエイトリフティング 男 ６９kg級スナッチ ２位 吉川修平（坂井）

9 ウエイトリフティング 男 ６９kg級クリーン＆ジャーク ２位 吉川修平（坂井）

10 ライフル射撃 男 ビームピストル６０発 ２位 山口航輝（武生東）

11 空手道 女 組手 ２位 山内花菜（福井工大福井）

12 空手道 男 形 ２位 栗田　歩（敦賀気比）

13 馬術 男 ダービー ２位 上田瑠威（福井工大福井）

14 レスリング 男 グレコローマンスタイル６５ｋｇ級 ２位 松居俊伍（敦賀気比）

15 ボクシング 男 ウェルター級 ３位 吉川拳士朗（武生工業）

16 ライフル射撃 女 ビームライフル２０発 ３位 三浦莉桜（足羽）

17 馬術 男 自由演技馬場馬術 ３位 中込　樹（啓新）

18 レスリング 男 グレコローマンスタイル１２５ｋｇ級 ３位 笹岡龍馬（福井農林）

19 陸上 女 三段跳び ３位 芦田陽菜（敦賀）

20 ボート 男 シングルスカル ４位 靏野良太朗（敦賀工業）

21 空手道 女 形 ４位 齊藤美羽（福井工大福井）

22 馬術 男 馬場馬術 ４位 中込　樹（啓新）

23 馬術 男 リレー ４位 桝井颯・中村信清（福井工大福井）

24 ライフル射撃 女 １０ｍエアーライフル４０発 ４位 林　夕貴（足羽）

25 馬術 男 スピード＆ハンディネス ５位 桝井　颯（福井工大福井）

26 馬術 男 トップスコア ５位 桝井　颯（福井工大福井）

27 レスリング 男 フリースタイル５１ｋｇ級 ５位 野坂晃誠（敦賀気比）

28 レスリング 男 グレコローマンスタイル７１ｋｇ級 ５位 小西温弥（敦賀気比）

29 ライフル射撃 女 ビームライフル４０発 ５位 三浦莉桜（足羽）

30 ボクシング 男 ピン級 ５位 熊野幸志朗（武生工業）

31 ボクシング 男 ライトフライ級 ５位 岩佐亮吾（羽水）

32 ボクシング 男 ライトウェルター級 ５位 佐々木崇弥（羽水）

33 ボクシング 男 ミドル級 ５位 西邑拓真（武生工業）

34 陸上 女 １００ｍＨ ６位 宍戸梨瑚（敦賀）

35 ウエイトリフティング 男 １０５kg級スナッチ ６位 岩谷梅輝（若狭東）

36 カヌー 女 カヤック５００ｍ ６位 牧田真緒・越桐茉実子（三国）

37 カヌー 女 カヤック２００ｍ ６位 牧田真緒・越桐茉実子（三国）

38 ウエイトリフティング 男 １０５kg級クリーン＆ジャーク ７位 岩谷梅輝（若狭東）

39 ウエイトリフティング 男 ９４ｋｇ級スナッチ ７位 西出哲平（坂井）

40 ウエイトリフティング 男 ９４ｋｇ級クリーン＆ジャーク ７位 西出哲平（坂井）

41 ライフル射撃 女 ビームライフル４０発 ７位 山本朱音（足羽）

42 陸上 女 ４００ｍＨ ８位 久保田光菜（敦賀）

43 陸上 男 ４００ｍ ８位 片山卓也（敦賀）

【個　人】


