
大会名 種別 参加数 優勝 二位 三位

4/4(土) 近江・生水 山田・木越 宮本・松村（七尾：石川）

春季大会（ジュニア） （武生） （武生） 藤村・靏野（敦賀）

酒井・北紺 松原・竹澤 坪川・木村（丸岡）

（武生） （敦賀） 奥山・嵯峨（武生）

小川・水崎 清水・高野 藤田・戸田（三国）

（丸岡） （丸岡） 酒井・三崎（武生）

右原・東 大塚・丸山 八角・内田（三国）

（敦賀・三国） （武生） 近江・山田（武生）

4/11(土) 井上・栗塚 角方・水野 佐近・梅田（武生二中）

春季大会（中学男子） （武生二中） （武生二中） 渡辺・高橋（武生一中）

是広・田野 天勝・宇野 山田・濱野（武生二中）

（武生一中） （武生三中） 南山・生田（武生二中）

永田・野村 宇野・上木 大谷・飯田（武生三中）

（武生六中） （武生三中） 山口・木下（万葉中）

4/13(日) 吉田・武内 高橋・松田 定政・池崎（球友会）

春季大会（一般） （球友会） （福井工業大学） 舘・柴田（球友会）

5/2(土) 山口・谷内 宮下・宮下 田中・禅野（武生第一中学校）

春季大会（中学女子） （気比中学校） （武生第一中学校） 小原・佐々木（武生第一中学校）

田中・高倉 不破・八角 和田・堀井（武生第三中学校）

（三国中学校） （三国中学校） 河野・宮腰（三国中学校）

半田・越桐 寺澤・中村 田島・森田（三国中学校）

（三国中学校） （三国中学校） 中嶋・作藤（清水中学校）

5月23日 武生第三中学校Ａ

春季研修大会 万葉中学校Ａ

（中学男女団体） 武生第二中学校Ｂ

武生第三中学校Ｂ

武生第三中学校Ｃ

武生第一中学校Ｅ

武生第二中学校Ａ

武生第一中学校Ａ

武生第一中学校Ｂ

武生第一中学校Ｃ

6月28日 宇野・倉本 前田・大木 林・高木（北電・球友会）

第33回笠原杯争奪大会 （滋賀21・NASTA滋賀） （福井工業大学） 長田・福澤（福井工業大学）

（一般）

7月5日 辻・中川 叶田・山道 石川・出村（七尾：石川）

夏季大会（ジュニア） （丸岡） （七尾：石川） 仲谷・三原（敦賀・福井）

坪川・石隅 横山・木村 内倉・荒井（三国・福井）

（丸岡） （丸岡） 伊藤・三原（福井）

清水・高野 柳・築山 今井・辻（福井）

（丸岡） （七尾：石川） 大塚・丸山（武生）

北川・藤井 出村・築山 帰山・柿下（福井）

（七尾：石川） （七尾：石川） 土山・福岡（武生）

成立しませんでした。
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成立しませんでした。

男子２部 9

女子１部 21

女子２部

一般男子 16

女子・壮年

男子１部 13

女子１部 8

女子２部 6

女子３部 5

男子２部 7 武生第一中学校Ｃ 武生第六中学校Ｂ

男子３部 8 武生第二中学校Ｃ 武生第六中学校Ｃ

女子３部 28

男子１部 6 武生第一中学校Ａ 武生第二中学校Ａ

女子２部 28

一般男子 22

女子・壮年

女子１部 32

男子１部 22

男子２部 17

男子３部 20

女子１部 9

女子２部 21
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男子１部 14

男子２部 12

武生第六中学校Ａ 万葉中学校Ａ

万葉中学校Ｂ 南越中学校Ｂ

万葉中学校Ｃ 南越中学校Ｃ 武生第一中学校Ｄ



8/11(火) 池田中学校Ａ

夏季研修大会 南越中学校Ａ

（中学女子） 南越中学校Ｂ

武生第二中学校Ａ

武生第二中学校Ｂ

武生第三中学校Ｃ

8/12(水)

夏季研修大会

（中学男子） 武生第三中学校Ｃ

武生第一中学校Ｂ

武生第一中学校Ｃ

武生第一中学校Ｄ

9/12(土) 中村・柿下 近江・生水 靏野・藤村（敦賀）

第３３回笠原杯争奪大会 （三国・福井） （武生） 木越・山田（武生）

（ジュニア） 酒井・中田 今井・辻 棟田・小川（武生）

（武生） （福井） 三崎・大塚（武生）

右原・宮前 丸山・飯塚 小泉・奥井（敦賀）

（敦賀・三国） （武生） 築山・中川（七尾・福井）

渡辺・谷奥 清水・鳥居 中山・梅田（武生）

（武生） （武生） 舟木・秋山（敦賀）

10/24(土) 藤井・岡川 北野・榎 小川・黒澤（武生三中）

秋季大会（中学） （武生第一中学校） （武生第一中学校） 櫛部・清水（万葉中）

寺田・堀川 大谷・佐藤 渡部・山本（武生一中）

（武生第一中学校） （武生第三中学校） 岩之谷・山口（武生六中）

竹内・横山 竹内・河原 酒井・河原（武生一中）

（武生第一中学校） （武生第一中学校） 武内・牧田（万葉中）

宮下・川崎 上坂・高山 内山・谷口（武生六中）

（武生第六中学校） （武生第六中学校） 中島・山田（武生六中）

笠島・山崎 吉田・佐々木 小木・蔦田（武生二中）

（武生第六中学校） （武生第三中学校） 文室・栗塚（武生二中）

山森・堀 小林・小林 宇野・佐飛（武生一中）

（武生第三中学校） （武生第二中学校） 牧田・吉田（武生三中）

10/25(日) 西川・林 土本・松下 高木・武内（球友会）

秋季大会（一般） （北陸高校・北電） （球友会・FAST） 太田・川崎（武生東高校）

清水・岸本 天勝・河嶋 定政・川崎（武生東高校）

（武生東高校） （武生東高校） 坂田・山本（武生東高校）

11/14.15

第33回笠原杯争奪大会

1/5（火） 藤井・岡川 北野・榎 南山・堤（武生二中）

インドア大会 （武生第一中学校） （武生第一中学校） 山田・井上（武生二中）

1/6（水） 上坂・川崎 宮下・高山 竹澤・大良（万葉中学校）

インドア大会 （武生第六中学校） （武生第六中学校） 中島・山田（武生六中）

1/16（土） 籔腰・林 高橋・高木 前田・瀬戸（福井工大・金津ク）

インドア大会 （敦賀高校・北電） （福井工大・球友会） 土本・前澤（球友会）

小西・森廣 多田・飯田 内田・酒井（武生高・万葉中）

（武生高校） （武生高校） 竹内・橋本（三国高校）
一般女子 13

雨のため中止

中学男子 30

中学女子 41

一般男子 14

一般男子 15
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中学男女

女子１部 21

女子２部 12

女子３部 16

男子１部 15

男子２部 12

男子３部 15

女子１部 10

２　部 18

３　部 27

男子３部 7 武生第三中学校Ｄ 武生第二中学校Ｄ

男子１部 13

男子１部 7 武生第一中学校Ａ 武生ジュニアＡ 春江中学校Ａ

男子２部 8

女子２部 8 武生ジュニアＣ 万葉中学校Ｂ

女子３部 7

女子１部 7 武生第六中学校Ａ 武生ジュニアＡ

武生第二中学校Ｃ

武生第三中学校Ｂ 武生第二中学校Ｂ


