
NO.1
競　　技　　名 性別 １位 2位

総合 敦賀高校 敦賀気比高校 鯖江高校
100m 愛宕　頼（敦賀） 豊嶋真叶（敦賀気比） 松嶌　一樹（北陸）
200m 愛宕　頼（敦賀） 豊嶋真叶（敦賀気比） 岡島 京矢（北陸）
400m 田村 樹（北陸） 西村 康汰（敦賀） 辺見 俊輝（北陸）
800m 西村 康汰（敦賀） 岡部 恵大（藤島） 森下 聖（敦賀）
1500m 斎藤 将也（敦賀気比） 田鳥 創太（美方） 山口 真聖（鯖江）
5000m 斎藤 将也（敦賀気比） 水上 流輝亜（敦賀気比） 伊藤 航（鯖江）
110mH 工藤 和莞（敦賀工業） 村上 碧（敦賀） 瀧波 和大（鯖江）
400mH 大家 希武（敦賀） 田中 一総（北陸） 沓掛 玄冬（敦賀工業）
3000mSC 上山 詩樹（敦賀気比） 金吉 一穂（藤島） 森 稜真（敦賀気比）
5000mW 山本 雅哉（敦賀気比） 加藤 涼（敦賀気比） ―
４×１００ｍＲ 敦賀高校 鯖江高校 敦賀気比高校
４×４００ｍＲ 敦賀高校 北陸高校 鯖江高校
走高跳 西岡 勇翔（鯖江） 岡田 大暉（敦賀） 建石 大貴（鯖江）
棒高跳 吉田 零（武生商工） 上田 蒼偉（金津） ―
走幅跳 下川 玲布（北陸） 花田 成琉（敦賀） 矢口 賢（藤島）
三段跳 石黒 竜聖（大野） 竹田 圭志（敦賀） 西尾 和記（科学技術）
砲丸投 花田 李樹（敦賀） 宇都宮 諒平（敦賀） 花田 成琉（敦賀）
円盤投 ゴメス エンヒケ（足羽） 花田 李樹（敦賀） 河野 光訓（足羽）
ハンマー投 岡田 大暉（敦賀） 河野 光訓（足羽） 中村 竜也（敦賀）
やり投 永木 晴之（美方） 安江 陽（足羽） 藤原 雄大（若狭東）
総合 敦賀高校 鯖江高校 北陸高校
100m 吉田 彩葉（北陸） 横山 恵理菜（北陸） 山岸 沙也加（敦賀）
200m 吉田 彩葉（北陸） 松田 夏美（北陸） 高山 愛香（敦賀）
400m 宮本 さくら（敦賀） 野村 いちご（敦賀） 橋本 さくら（敦賀）
800m 野村 いちご（敦賀） 山口 晏音衣（鯖江） 佐々木 由良（鯖江）
1500m 道屋 瑠美奈（鯖江） 山口 晏音衣（鯖江） 末本 愛菜（鯖江）
3000m 道屋 瑠美奈（鯖江） 末本 愛菜（鯖江） 川端 案花里（敦賀気比）

100mＨ 北川 柚芽夏（敦賀） 木村 朱里（敦賀） 徳橋 美咲（北陸）
４00mＨ 田中 花（高志） 深町 美翔（敦賀） ―
４×１００ｍＲ 敦賀高校 北陸高校 鯖江高校
４×４００ｍＲ 敦賀高校 鯖江高校 武生高校
走高跳 河村 彩香（鯖江） 苅谷 真奈（鯖江） 竹内 夏未（鯖江）
棒高跳 平井 明日香（武生） 細野 りえ（高志） ―
走幅跳 清水 綾美（北陸） 森 美琴（敦賀気比） 中原 由葵（北陸）
三段跳 酒井 利菜（足羽） 原 綾伽（大野） ―
砲丸投 岡田 彩音（敦賀） 前川 愛里（敦賀） 朝倉 沙織（敦賀）
円盤投 三村 啓恵（敦賀） 貴田 歩伽（敦賀） 山本 真白（北陸）
ハンマー投 朝倉 沙織（敦賀） 三村 啓恵（敦賀） 田中 亜怜（大野）
やり投 前川 愛里（敦賀） 細野 りえ（高志） 猿橋 ヒイナ（若狭）
個人総合 壁谷日陽（鯖江） 山口陽亮（鯖江） 植田拓馬（鯖江）
ゆか 壁谷日陽（鯖江） 植田拓馬（鯖江）・山口陽亮（鯖江） ―
あん馬 永井春樹（鯖江） 壁谷日陽（鯖江） 植田拓馬（鯖江）
つり輪 壁谷日陽（鯖江） 植田拓馬（鯖江） 山口陽亮（鯖江）
跳馬 壁谷日陽（鯖江） 山口陽亮（鯖江） 中村天也（鯖江）
平行棒 植田拓馬（鯖江） 壁谷日陽（鯖江） 山口陽亮（鯖江）
鉄棒 伊藤颯良（鯖江） 山口陽亮（鯖江） 壁谷日陽（鯖江）
個人総合 宗万凜（鯖江） 宮田笙子（鯖江） 赤穂羽奈（鯖江）
跳馬 宮田笙子（鯖江） 宗万凜（鯖江） 赤穂羽奈（鯖江）
段違い平行棒 宗万凜（鯖江） 宮田笙子（鯖江） 近藤環（鯖江）
平均台 宗万凜（鯖江） 宮田笙子（鯖江） 赤穂羽奈（鯖江）
ゆか 宗万凜（鯖江） 宮田笙子（鯖江） 赤穂羽奈（鯖江）
団体 科学技術高校 ― ―
リング 小林拓馬（科学技術） 橋本展将（科学技術） 野寺雅幸（科学技術）
ロープ 小林拓馬（科学技術） 橋本展将（科学技術） 野寺雅幸（科学技術）
団体 丸岡高校A 丸岡高校B ―
クラブ 長谷川友香（丸岡） 尾谷ｼﾞｪﾆﾌｧｰｱﾏﾗﾁ（丸岡） 百目鬼彩羽（丸岡）
リボン 長谷川友香（丸岡） 尾谷ｼﾞｪﾆﾌｧｰｱﾏﾗﾁ（丸岡） 百目鬼彩羽（丸岡）
フープ 尾谷ｼﾞｪﾆﾌｧｰｱﾏﾗﾁ（丸岡） 長谷川友香（丸岡） 中谷美羽（丸岡）
ボール 尾谷ｼﾞｪﾆﾌｧｰｱﾏﾗﾁ（丸岡） 百目鬼彩羽（丸岡） 山内紗希（丸岡）
学校対抗 工大福井高校 北陸高校 大野高校
５０ｍ自由形 宮川虹歩（工大福井） 門屋知仁（高志） 山本翔太（北陸）
１００ｍ自由形 中村一暉（工大福井） 井上輝星（工大福井） 長谷川敬太（工大福井）
２００ｍ自由形 中村一暉（工大福井） 柿原康陽（工大福井） 安藤　暉（敦賀）
４００ｍ自由形 宮本歩尚（工大福井） 室　颯真（藤島） ―
１５００ｍ自由形 宮本歩尚（工大福井） 藤田拳輝（工大福井） 藤田睦樹（勝山）
１００ｍ平泳ぎ 赤松奈生（鯖江） 中川雄平（北陸） 松井聖夢（大野）
２００ｍ平泳ぎ 中川雄平（北陸） 赤松奈生（鯖江） 吉野有祐（高志）
１００ｍバタフライ 毛利慎之介（若狭） 影山靖教（工大福井） 門屋知仁（高志）
２００ｍバタフライ 毛利慎之介（若狭） 影山靖教（工大福井） 神戸　悠（鯖江）
１００ｍ背泳ぎ 長谷川敬太（工大福井） 松山昂史（藤島） 藤田拳輝（工大福井）
２００ｍ背泳ぎ 松山昂史（藤島） 小林和紗（大野） ―
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NO.2
競　　技　　名 性別 １位 2位

２００ｍ個人メドレー 井上輝星（工大福井） 田村治大（工大福井） 渋谷昴輝（敦賀）
４００ｍ個人メドレー 渋谷昴輝（敦賀） 和多田亮太（羽水） 藤井一樹（武生）
４×１００ｍリレー 工大福井高校 北陸高校 大野高校
４×２００ｍリレー 工大福井高校 ― ―
４×１００ｍメドレーリレー 工大福井高校 北陸高校 大野高校
学校対抗 工大福井高校 啓新高校 高志高校
５０ｍ自由形 長田真衣（啓新） 清川　藍（高志） 樋口歩美（高志）
１００ｍ自由形 長田真衣（啓新） 清川　藍（高志） 江守凜華（啓新）
２００ｍ自由形 北川華子（北陸） 江守凜華（啓新） 姉川　結（武生商工）
４００ｍ自由形 海崎智咲（工大福井） ― ―
８００ｍ自由形 海崎智咲（工大福井） ― ―
１００ｍ平泳ぎ 榊原莉那（啓新） 北川葵泉（工大福井） 砂畑ひめゆり（工大福井）

２００ｍ平泳ぎ 榊原莉那（啓新） 北川葵泉（工大福井） 北川華子（北陸）
１００ｍバタフライ 宮原胡春（武生商工） 加藤木美咲（工大福井） 坂口桃樺（工大福井）
２００ｍバタフライ 加藤木美咲（工大福井） ― ―
１００ｍ背泳ぎ 土本夕愛（工大福井） 土本梨乃（工大福井） 樋口歩美（高志）
２００ｍ背泳ぎ 土本夕愛（工大福井） 土本梨乃（工大福井） ―
２００ｍ個人メドレー 宮原胡春（武生商工） 定兼音羽（武生商業） ―
４００ｍ個人メドレー 定兼音羽（武生商業） ― ―
４×１００ｍリレー 啓新高校 工大福井高校 ―
４×２００ｍリレー 工大福井高校 啓新高校 ―
４×１００ｍメドレーリレー 工大福井高校 啓新高校 ―

男子 北陸高校 坂井高校 福井商業高校
女子 仁愛女子高校 足羽高校 福井商業高校
男子 福井工大福井高校 啓新高校 鯖江高校 北陸高校
女子 北陸高校 福井工大福井高校 仁愛女子高校 福井商業高校

シングルス知事杯 佐々木駿和（福井商業） 谷口来弥（敦賀） 旭　峻佑（啓新） 松木悠斗（敦賀）
シングルス交流 西畑晴哉（武生商業） 栗原　頌（福井高専） 澤　佳輝（武生工業） 髙橋隼大（福井高専）
シングルス知事杯 橋本美波（敦賀） 森廣伽衣（福井商業） 桒田千帆（啓新） 井上美玖（敦賀）
シングルス交流 古谷七海（福井商業） 角　紅里（福井商業） 天谷麗華（啓新） 倉田百合愛（敦賀）

男子 団体 金津高校B 金津高校A 敦賀高校A 北陸高校B
女子 団体 福井商業高校C 福井商業高校A 北陸高校A 坂井高校A

ハ ン ド ボ ー ル
サ ッ カ ー 男子 丸岡高校 福井商業高校 北陸高校
ラ グ ビ ー 男子

男子 団体 勝山高校 工大福井高校 坂井高校 高志高校
女子 団体 工大福井高校 勝山高校 武生商業・武生商工 羽水高校
男子
女子 三国高校 福井商業高校 啓新高校 若狭高校

団体 福井農林高校 奥越明成高校 ―
無差別級 多田央希（福井農林） 鵜山隼治（福井農林） 佐々木　真（奥越明成）
団体 工大福井高校 北陸高校 坂井高校 敦賀高校
６０kg級 宮田大聖（工大福井） 田中悠登（敦賀） 中道弥旺（北陸） 岡田悠二（北陸）
７３kg級 生井沢悠斗（工大福井） 枩村翔馬（北陸） 木村銀次（工大福井） 吉田壮汰（工大福井）
９０kg級 宗廣杜頼(工大福井) 平本大空（北陸） 龍崎直勝（北陸） 大瀧智滉（工大福井）
1００kg級 アリウンボルド　アリウンエルデネ（工大福井） 岡山僚兵（北陸） 上口彪覇（工大福井） 石本晶也（敦賀）
無差別級 古場幸能（工大福井） 五十嵐翔也（工大福井） 岡田勇気（北陸） 江藤賢吾（工大福井）
団体 敦賀高校 工大福井高校 北陸高校 ―
５２kg級 五十嵐梨亜（工大福井） 川口みづき（北陸） 高島心結（科学技術） ―
６３kg級 坂口千桜（敦賀） 土田萌生（敦賀） 大村望乃（北陸） 濱﨑なつめ（北陸）
７８kg級 佐藤蘭菜（敦賀） 服部杏菜（工大福井） ― ―
舵手付きクオドルプル 美方高校 若狭高校A 敦賀工業高校
ダブルスカル 美方高校B 美方高校A 敦賀工業高校A
シングルスカル 松迫（若狭東） 小西（敦賀工業） 秋吉（敦賀工業）
舵手付きクオドルプル 美方高校 若狭高校 ―
ダブルスカル 美方高校 若狭高校A 若狭高校B
シングルスカル 中西（敦賀工業） 柴田（美方） 藪本（若狭）

剣 道 男子 団体
団体 敦賀気比高校 若狭東高校 福井農林高校 ―

51kg級 松田海音（敦賀気比） ― ― ―
55kg級 吉田澪平（敦賀気比） 野坂亮誓（福井農林） ― ―
60kg級 田中陵雅（若狭） 安田悠悟（敦賀気比） 松浦大暉（若狭東） ―
65kg級 山本創真（敦賀気比） 鈴木陽央大（敦賀気比） 吉岡凌輝（若狭東） ―
71kg級 若野秀彪（敦賀気比） 岡本　祥（若狭東） 吉田冬威（福井農林） ―
80kg級 中三瀬正樹（福井農林） 吉田翔吾（敦賀気比） 森下　空（敦賀気比） ―
92kg級 長友大生（敦賀気比） ― ― ―
125kg級 土井春樹（敦賀気比） ― ― ―

団体 武生工業高校A 科学技術高校C 高志高校A 丹生高校B
個人 田中誠也（勝山） 関　龍樹（丹生） 林　　巧（敦賀） ―
団体 丹生高校A 北陸高校A 高志高校A 武生工業高校A
個人 坂下　桜（高志） 掃部泰帆（武生工業） 小林咲姫（丹生）

NO.３
競　　技　　名 性別 １位 2位

男子 団体 北陸高校 敦賀気比高校 武生商業高校 ―
女子 団体 仁愛女子高校 藤島高校 若狭東高校 ―
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NO.2
競　　技　　名 性別 １位 2位

学校対抗 科学技術高校 坂井高校 ―
1kmTT 小谷寛待（科学技術） 櫻井仁志（科学技術） 竹澤海翔（科学技術）
200mFR 小谷寛待（科学技術） 片岡遼真（科学技術） 櫻井仁志（科学技術）

片岡遼真（科学技術） 篠島瑠樹（科学技術） 反保亮太（科学技術）
チームスプリント 科学技術高校Ａ 科学技術高校B 坂井高校A
500ｍTT 市田ひかり（科学技術） 五島　宝（坂井） 松下晴奈（坂井）

五島　宝（坂井） 市田ひかり（科学技術） 松下晴奈（坂井）
ライトフライ級 熊野幸志朗（武生工業） ― ―
フライ級 伏里優汰（武生工業） ― ―
バンタム級 立木勇聖（武生工業） ― ―
ライト級 山口優真（羽水） ― ―

ホ ッ ケ ー 男子 丹生高校 武生工業高校 ―
学校対抗 坂井高校 若狭東高校 星槎国際高校
５５kg級 佐々木慎二（坂井） 高橋　涼（坂井） 道幸昌弘（若狭東）
６１kg級 前田翔太（坂井） 竹内駿介（坂井） 五十嵐一樹（坂井）
６７kg級 石水　走（坂井） 宇野竜生（若狭東） 河原圭汰（若狭東）
７３kg級 佐部龍輝（坂井） 高橋哲司（坂井） 小林太陽（坂井）
８１kg級 杉谷優太（星槎国際） 尾張義典（若狭東） ―
８９kg級 東　遥翔（坂井） 本村　孔（坂井） 金屋航介（坂井）
９６kg級 岩谷梅輝（若狭東） 竹内蓮太（坂井） 斎藤康輝（坂井）
１０２kg級 田中稜真（若狭東） ― ―
４９kg級 河村彩寧（坂井） 平野愛莉（坂井） ―
５９kg級 辻川知歩（坂井） ― ―
７１kg級 竹内心乃（坂井） ― ―
４２０級 岡本和記・石田駿介（若狭） 木下真治・土岡広昌（三国） ―
レーザーラジアル級 邑田光（三国） 斉藤玲也（三国） ―
４２０級 井上桃花・松井実夢（若狭） 平田愛奈・伊藤琴美（三国） ―
レーザーラジアル級 宇野綾華（三国） 山口里真（三国） ―
学校対抗 北陸高校 ― ― ―
フルーレ 武信圭騎（北陸） 松山拓未（北陸） 大日方勇輝（北陸） 脇本　夢（北陸）
エペ 武信圭騎（北陸） 松山拓未（北陸） 脇本　夢（北陸） 北林慶太（北陸）
サーブル 多田和生（北陸） 鈴木心人（北陸） 白崎晴也（武生商業） ―
学校対抗 武生商業高校 北陸高校 ― ―
フルーレ 渡辺紗都（武生商業） 笹木咲里（武生商業） 谷口栞奈（武生商業） 藤間さくら（北陸）
エペ 竹内一華（武生商業） 渡辺紗都（武生商業） 谷口栞奈（武生商業） 藤間さくら（北陸）
サーブル 笹木咲里（武生商業） 徳尾日向子（北陸） 矢部結花（北陸） ―

70ｍ 丹南高校 ― ―
30ｍ 金津高校B 金津高校A ―
70ｍ 林田玲緒（丹南） 阪本哲也（丹南） 福島尋斗（丹南）
30ｍ 櫻井凌羽（鯖江） 大倉秀一朗（金津） 川猿敦登（金津）

団体 70ｍ 丹南高校 ― ―
70ｍ 西嶋詩緒里（丹南） 西嶋梨緒美（仁愛女子） 真柄結衣（丹南）
30ｍ 髙橋あいり（鯖󠄀江） ― ―

空 手 道 開催中止

団体 鯖江高校A 羽水高校 鯖江高校B

演技 青山摩耶・窪田妃那（羽水） 杉本芽依・内藤杏香（鯖江） 市川真衣・吉澤万桜（鯖江）

個人試合 窪田妃那（羽水） 内藤杏香（鯖江） 杉本芽依（鯖江）
男子 個人 前田　藍（丹南） ― 山本晃大（丹南）

Ｋ－１ 山田空弥（金津） ― ―
Ｃ－１ 元井涼介（金津） 堀川裕輝（金津） ―
Ｋ－１ 村上莉渚（金津） 大石育弥（金津） 大﨑麻由（金津）
Ｃ－１ 髙嶋里衣（金津） 田嶋愛弓（金津） ―

団体 科学技術高校 ― ―
個人 西藤心希（科学技術） 藤季光樹（科学技術） 佐々木一帆（金津）

女子 個人 三浦莉桜（足羽） 酒井綾乃（科学技術） ―
団体 科学技術高校 足羽高校 ―
個人 服部心也（足羽） 新宅ひかる（科学技術） 南部友希（足羽）

男子 個人 山川斗夢(工大福井） 三宅勇輝(工大福井) 大谷元気(工大福井）
女子 個人 中村好花(工大福井） 服部仁美（工大福井） 杉浦愛梨(工大福井）
男子 石丸龍一（啓新） 和田渉汰（啓新） 金平怜也（藤島）

女子 山﨑紗愛（啓新） 面屋春奈（啓新） 檀野　晶（敦賀）

種　　　　目 3位
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自 転 車
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女子

女子

男子

単独演武の部

単独演武の部
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