
大会名 種別 参加数 優勝 次勝 三位

4/12(土) 武本・山腰 濱岡・藤井 三崎・中村(武生スポ少)

春季大会(ジュニア) (福井・竹田) (敦賀スポ少) 福沢・村本(竹田スポ少)

高橋・谷川 吉田・三村 中川・桐畑(敦賀スポ少)

(武生スポ少) (敦賀スポ少) 河合・酒井(福井JSTC)

山本・本庄 浜口・斉藤 洞口・南野(丸岡スポ少)

(竹田スポ少) (福井JSTC) 山本・松川(竹田スポ少)

三崎・楠木 南野・石田 長谷川・掃部(丸岡スポ少)

(武生スポ少) (丸岡スポ少) 林・中村(敦賀スポ少)

4/13(日) 定政・池崎 村島・上道 大橋・植木(藤島高校)

春季大会(一般) (球友会・軟庭会) (藤島高校) 近江・佐藤(球友会)

鈴木・山﨑 上嶋・山田 飯田ち・飯田い(球友会)

(武生第三中学校) (武生第三中学校) 前田・島田(武生商業・武生東)

池田・斉藤 木原・下村

(福井市役所) (武生STC)

4/27(日) 武生第三中学校A

中学校研修大会 武生第一中学校B

武生第二中学校D

武生第一中学校D

池田中学校A

武生第一中学校A

武生第一中学校C

武生第三中学校C

4/29(火) 牧田・金巻 高橋・鎌谷 伊藤・小泉(武生第六中学校)

春季大会(中学男子) (武生第二中学校) (武生第二中学校) 赤田・小森(武生第一中学校)

上嶋・松尾 三崎・中村 高橋・角方(武生第二中学校)

(武生第一中学校) (武生スポ少) 澤崎・上山(武生第二中学校)

5/3(土) 平井・木村 大森・水嶋 山内・工藤(武生第二中学校)

春季大会(中学女子) (武生第二中学校) (東陽中学校) 川崎・小林(南越中学校)

坂下・宮本 高山・加藤 高原・青木(武生スポ少)

(武生第二中学校) (武生第二中学校) 西嶋・福田(東陽中学校)

6/1(日) 有吉・大林 赤木・堂本 山岸・高瀬(福井工大)

第２６回 (丸岡クラブ) (工大OB) 大塚・小柴(大津STA)

笠原杯争奪大会 田中・山崎 内田・西村 堀・坂下(鯖江高校)

(球友会) (ウィルベリーズ) 坂井・三好(グリーンハンズ)

木原・下村 新屋・赤松

(武生STC) (宝永クラブ)

壮年女子

8/12(火) 武生第二中学校A

夏季研修大会 芦原中学校A

(中学女子) 万葉中学校D

武生ジュニア

成立せず

女子１部 12 池田中学校A 武生第三中学校A

女子2部 15 池田中学校B 武生第一中学校C

一般男子 42

一般女子 31

壮年男子 6

男子２部 31

女子１部 35

女子2部 48

女子2部 7 武生第一中学校D 武生第二中学校C

男子１部 25

男子２部 8 武生第二中学校C 武生第二中学校F

女子１部 9 武生第三中学校A 武生第二中学校A

壮年男子 6

男子１部 7 武生第二中学校A 武生第一中学校A

16

女子２部 10

一般男子 33

一般女子 19
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女子１部



8/18(月) 武生第二中学校B

夏季研修大会 武生第二中学校A

(中学男子) 武生第二中学校E

万葉中学校B

9/15(月) 兵・畠中 松尾・上嶋 高橋・角方(武生第二中学校)

秋季大会(中学生) (武生第三中学校) (武生第一中学校) 三崎・中村(武生ジュニア)

高橋・山下 上木・山下 藤本・藤本(武生第二中学校)

(武生ジュニア) (武生第一中学校) 山本・谷川(武生ジュニア)

高原・山﨑 田中・中橋 矢尾・山田(武生第三中学校)

(武生第二中学校) (池田中学校) 岩田・田中(池田中学校)

山越・土山 大久保・青木 土山・明城(武生第一中学校)

(武生ジュニア) (武生第六中学校) 宇野・辻岡(池田中学校)

9/27(土) 中川・石田 谷内・竹澤 高原・山﨑(武生第三中学校)

笠原杯争奪大会 (吉江中学校・富山) (鹿島中学校・石川) 浅山・松原(丸岡中学校竹田分校)

10/12(日) 山崎・吉田 三崎・中村 藤井・清水(敦賀スポ少)

笠原杯争奪大会 (小杉・富山) (武生スポ少) 三村・濱岡(敦賀スポ少)

(ジュニア) 棚田・小西 松原・山本 高橋・山下(武生スポ少)

(小杉・富山) (竹田スポ少) 滝渕・大門(竹田スポ少)

渡辺・津田 高原・青木 服部・武田(庄川・富山)

(多治見・岐阜) (武生スポ少) 浜口・二木(福井JSTC)

黒畑・赤尾 小島・沢田 石田・南野(丸岡スポ少)

(小杉・富山) (小杉・富山) 掃部・田上(丸岡スポ少)

高嶋・北川 澤崎・松山 大西・岡田(武生スポ少)

(丸岡スポ少) (武生スポ少) 大椙・滝渕(竹田スポ少)

10/13(月)親子大会

11/2(日) 舘・上梨 辻野・貞本 定政・巽(球友会)

秋季大会(一般) (球友会) (敦賀クラブ) 村林・小保(ナツメ・敦賀クラブ)

獅子原・佐野 飯田・飯田 山田・奥村(石川・錦城中学校)

(グリーンハンズ) (球友会) 宮崎・筏(武生高校)

谷川・大良 木原・下村

(信越・武生STC) (武生STC)

11/22(土) 島田・寺尾 近岡・川渕 寺田・出口(石川/御祓中学校)

笠原杯争奪大会 (石川/御祓中学校) (石川/御祓中学校) 兵・畠中(武生第三中学校)

1/6(火)インドア大会 松尾・上嶋 兵・畠中 谷口・田中(武生第二中学校)

(武生第一中学校) (武生第三中学校) 高木・高橋(武生第二中学校)

1/31(土)インドア大会 岩田・田中 田中・田中 坂下・宮本(武生第二中学校)

(池田中学校) (池田中学校) 木村・田中(武生第二中学校)

2/1(日)インドア大会 山﨑・山内 赤木・堂本 辻岡・上(武生高校)

(武生高・敦賀高) (工大OB) 藤井・林(松陵中・気比中)

佐野・津川 清水・永宮

(グリーンハンズ) (丹生高校)

壮年男子 5

一般男子 39

中学男子 101

中学男子 36

中学女子 36

親・子供・一般総勢１００人ほどの参加がありました。

3部 15

一般男子 32

一般女子 17

男子２部 15

女子１部 19

女子2部 14

女子2部 46

中学女子 64

男子１部 16

男子１部 27

男子２部 29

女子１部 42

男子１部 12 武生第二中学校A 武生第三中学校A

男子２部 12 武生第一中学校C 武生第三中学校B

一般女子

県インドアと重なったため壮年成立しませんでした。
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