
大会名 種別 優勝 次勝 三位

4/8(土) 小林・藤堂 佐々木・山本 浅野・竹田(竹田スポ少)

春季大会(ジュニア) (福井FJTC) (福井FJTC) 高橋・角方(武生スポ少)

木村・山崎 松村・村本 高原・山田(武生スポ少)

(武生スポ少) (竹田スポ少) 浅山・本庄(竹田スポ少)

武本・渡辺 牧野・上田 高原・加藤(武生スポ少)

(福井FJTC) (丸岡スポ少) 福沢・市川(竹田スポ少)

4/9(日) 細川・細川 堀井・高橋 山崎・上田(武生三中)

春季大会(一般) (鯖江クラブ) (球友会) 辻岡・小竹原(武生三中)

堀井・西崎 藤原・小澤 西浦・高田(敦賀高校)

(敦賀高校) (敦賀高校) 平井・木村(武生スポ少)

木原・下村 岡田・塚崎 橋本・大良(武生STC)

(武生STC) (武生STC) 林　・吉田(武生STC)

4/15(土) 男女１部

春季中学校研修大会 男女２部

5/3(水)・4(木) 高木・成實 幸道・小西 平井・中村(武生二中)

春季大会(中学) (武生三中) (武生三中) 青木・新田(武生六中)

山内・木村 鈴木・上嶋 高原・中嶋(武生三中)

(武生スポ少) (武生三中) 中嶋・野村(武生二中)

牧田・金巻 赤田・青山 川口・大塚(武生六中)

(武生スポ少) (武生一中) 鎌谷・高橋(武生二中)

上山・井上 谷川・仲村 長谷川・佐野(武生一中)

(武生二中) (武生一中) 山下・酒井(万葉中)

6/18(日) 穴口・池崎 安積・高瀬 伊東・山内(敦賀高校)

笠原杯争奪大会 (福井工大) (福井工大) 有吉・村尾(福井工大)

飯田・後藤 皆川・黒川 鈴木・山崎(武生スポ少)

(武生東高校) (金津高校) 宗石・堀江(金津高校)

波戸・伊東 田川・道下

(敦賀クラブ) (湊ク・わかばク)

小野・塚崎 吉村・相馬

(グリーンハンズ) (宝永ク・春山ク)

8/6(日) 一般男子 敦賀市 坂井市A 越前市A・鯖江市

県民スポーツ祭 一般女子 福井市 越前市 鯖江市・坂井市A

シニア男子 鯖江市A 坂井市A 越前市A・越前市B

シニア女子 福井市 越前市

シニア２部 福井市A 福井市B

8/17(木)・18(金) 男子１部 武生二中A 武生二中B 武生一中B・武生六中A

中学夏季研修大会 女子１部 三国中A 武生Jr.A 池田中A・武生三中A

男子２部 武生一中D 武生二中D 武生一中E・武生三中C

女子２部 武生Jr.B 三国中D 武生一中C・武生一中D
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9/17(日)

秋季大会(一般)

9/18(月) 寺田・川口 高橋・樫尾 牧田・金巻(武生二中)

秋季大会(中学) (武生二中) (武生二中) 石山・青山(武生一中)

西　・山崎 平井・木村 上山・井上(武生二中)

(福井・武生Jr.) (武生二中) 佐野・杉本(池田中)

松井・永谷 高橋・小森 上山・藤澤(武生二中)

(武生一中) (武生一中) 相馬・上木(武生一中)

飯田・飯田 永本・中村 与力・渡辺(武生一中)

(池田中) (池田中) 小林・川崎(南越中)

10/14(土) 小林・藤堂 佐々木・山本 林・河瀬(敦賀スポ少)

笠原杯争奪大会 (福井FJTC) (福井FJTC) 藤井・中村(敦賀スポ少)

(ジュニア) 高原・山崎 西・濱中 木村・山田(武生スポ少)

(武生スポ少) (福井FJTC) 浅山・本庄(竹田スポ少)

籬・山腰 高橋・角方 武本・渡辺(福井FJTC)

(竹田スポ少) (武生スポ少) 今川・川端(武生スポ少)

松原・村本 高原・加藤 坂下・宮本(武生スポ少)

(竹田スポ少) (武生スポ少) 本庄・山本(竹田スポ少)

市川・松川 斉藤・浜口 市川・早水(竹田スポ少)

(竹田スポ少) (福井FJTC) 山本・松川(竹田スポ少)

11/5(日) 西　・山崎 平井・木村 本庄・村本(丸岡竹田中)

笠原杯争奪大会 (福井・武生Jr.) (武生二中) 川端・千秋(足羽一中)

11/23(木) 西村・池田 市川・松原 赤田・長谷川(武生一中)

笠原杯争奪大会 (敦賀) (丸岡竹田中) 牧田・金巻(武生二中)

1/5(金) 鈴木・上嶋 平井・木村 高山・上嶋(武生一中)

インドア大会 (武生三中) (武生二中) 杉本・佐野(池田中)

1/14(日) 巽・池崎 堂本・赤木 定政・上梨(球友会・FAST)

インドア大会 (球友会・福井工大) (軟庭会) 堀井・品川(球友会)

鈴木・山﨑 足立・松田 前田・林(武生商業高校)

(武生Jr.) (軟庭会) 高原・木村(武生Jr.)

木原・下村 中島・大良

(武生STC) (武生STC)

1/27(土) 牧田・金巻 高橋・樫尾 寺田・川口(武生二中)

インドア大会 (武生二中) (武生二中) 高橋・鎌谷(武生二中)

3/21(水) 土本・堂本 近江・佐藤 北出・福澤(福井工大)

秋季リベンジ大会 (球友会・軟庭会) (球友会) 水上・吉田(藤島高校)

足立・山崎 飯田・後藤 上嶋・山崎(武生Jr.)

(軟庭会) (武生東高校) 前田・林(武生商業高校)

木原・宇野 中島・下村

(武生STC) (武生STC)

3/25(日)
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