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 ご あ い さ つ  

 

 公益社団法人 福井市スポーツ協会 

          会 長  荻 原 昭 人 

 

 

 福井市スポーツ協会の令和２年度事業についてご

報告する「スポ協だより」の発刊にあたり一言ご挨拶を申し上げます。皆様方に

は、日頃より当協会の事業推進に格別なるご支援、ご協力をいただき心より厚

くお礼を申し上げます。  

さて、本年度は春先からの新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、東

京オリンピック 2020や第７５回国民体育大会の延期を初め、福井市において

も市最大のスポーツの祭典である第７１回市民スポーツ大会、地区スポーツ大

会、競技団体の種目別事業等の実施予定だったいくつものスポーツ事業が中

止となる事態になりました。スポーツ活動を通しての心身の健康保持、ストレス

の発散、連帯感の充実等の機会が減り、スポーツを推進する立場の当協会とし

ては、大変残念な１年でありました。医療従事者のワクチン先行接種が始まりま

したが、早くいつも通りのスポーツ活動ができる環境になる事を願うばかりであ

ります。 

引き続き当協会では、本市のスポーツ振興、健康づくり、競技力の向上及び

スポーツの普及、発展のため、９７の入会団体とスポーツ事業に取り組むととも

に、あらゆる年代の方々がスポーツを通して充実した人生を送れるよう、手軽に

始められるニュースポーツやレクリエーションなどの生涯スポーツの普及活動

にも力を入れていきますので、お力添えのほどよろしくお願いいたします。 

結びになりますが、本市スポーツ界の更なる発展を願うとともに、関係各位の

ご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、あいさつといたします。 



 

 

 

(１)市民スポーツ大会について 

   市民が広くスポーツ活動に参加する機会を与え、市民スポーツ愛好精神を昂揚して、

その普及発展に努め、市民の健康増進と生活の明朗化を図るため、毎年市民スポーツ大

会を開催していますが、本年度は、新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言が国、県共

に発令されたこともあり、４月に市民スポーツ大会実行委員会による決議（書面決議）

で大会中止が決定されました。 

 

(２)令和２年度(公社)福井市スポーツ協会スポーツ功労者表彰について 

地区スポーツ団体推薦９名、競技団体推薦１１名、スポーツ少年団推薦１名、レクリエ

ーション協会推薦１名について、協会役員立ち合いのもと表彰式を行いました。受賞者は

次のとおりです。 

 

  松並 利夫(清 明) 平澤 千鶴(中藤島) 前川紀美枝(日之出) 野坂  晋(松 本) 

  野村 栄次(和 田) 吉村 好史(岡 保) 長谷川 昭(国 見) 松尾 輝一(順 化) 

  柳澤 一博(大安寺) 酒井 信幸(インディアカ) 山形 茂雄(エスキーテニス) 喜多村長夫(剣 道) 

伊東 英明(ゲートボール) 小林 博一(水 泳) 南東 良江(ソフトボール) 朝倉 剛司(卓 球) 

長谷村和子(なきなた) 西山 俊明(バスケットボール) 佐島 泰治(マレットゴルフ) 白井 正良(レスリング) 

北村 洋一(スポーツ少年団) 鈴木  敏(レクリエーション)  

 

 

 (３)県民スポーツ祭について 

   県民が気軽に参加できるよう、幅広いスポーツ活動の場を提供することにより、競技

スポーツおよび生涯スポーツの普及、振興を図ることを目的に、県スポーツ協会を中心

に毎年開催されています。市町対抗の部については、今年度は新型コロナウイルス感染

症の影響で２０競技が中止となりましたが、実施種目２１競技中１８競技に福井市から

２３７名の監督・選手を派遣しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 事業（中間）報告 

テニス競技 ライフル射撃競技 スティックリング競技 



◎’２０県民スポーツ祭福井市上位成績 

 《優勝種目》  合計 １１種目 

  【男 子】 カヌー、柔道、ボクシング、少林寺拳法 

  【女 子】 ソフトテニス、少林寺拳法、ゴルフ、スティックリング 

  【混合・共通】 ソフトテニス（シニア２部）、アーチェリー、マレットゴルフ 

 

 《準優勝種目》 合計 ５種目 

  【男 子】 テニス 

  【女 子】 テニス 

  【混合・共通】 セーリング、ライフル射撃、なぎなた 

 

 《３位種目》  合計 ４種目 

【男 子】 ウエイトリフティング、スティックリング 

【混合・共通】 ゲートボール、ターゲットバードゴルフ 

                     

(４)都市対抗駅伝競走大会について 

   令和２年１１月１日(日)、鯖江市において第６５回都市対抗駅伝競走大会が男子６区

間３０㎞、女子４区間１２．５㎞で開催され、男子は９チーム、女子は４チームが出場

しました。福井市は男女共に優勝を果たし、男子は大会新記録で４連覇、女子は２連覇

を達成しました。 

  

 

 

 
 
 
 

 

◎男子成績 

 

福井市選手<男子> 

１区 5.0㎞  前田 倖誠(16’32”)    ２区 6.0㎞  玉村 翔希(19’08”) 

３区 3.0㎞  吉川 洸亜( 9’42”)    ４区 6.0㎞  西木 浩司(19’18”) 

５区 5.0㎞  髙山 良太(16’26”)    ６区 5.0㎞  佐藤 一馬(17’05”) 

  

◎女子成績 

 

 

福井市選手<女子> 

１区 3.0㎞  吉川マユミ(10’53”)    ２区 3.0㎞  北 和香奈(10’56”) 

３区 3.0㎞  武田真由子(12’27”)    ４区 3.5㎞  福嶋美奈子(12’49”) 

 

順 位 都市名 タイム 

優 勝 福井市 １時間 38分 11秒（大会新記録） 

準優勝 鯖江市 １時間 40分 23秒 

３ 位 勝山市 １時間 40分 42秒 

順 位 都市名 タイム 

優 勝 福井市 47分 05秒 

準優勝 敦賀市 48分 32秒 

３ 位 大野市 48分 56秒 



(5)国民体育大会について 

１０月に開催予定だった第７５回国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）について

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日本スポーツ協会は令和５年に延期する

ことを決定しました。 

なお、第７６回国民体育大会冬季大会については、愛知・岐阜両県で、スケート競技と

アイスホッケー競技が開催されました。福井市よりスケート競技に監督１名・選手３名

が参加し、優秀な成績を収めました。また、３年ぶりにアイスホッケー競技に監督１名・

選手４名が選出されましたが、新型コロナウイルス感染症に対する感染リスクを考慮し、

福井県チームは出場を辞退しました。 

秋田県で開催予定だったスキー競技は、選手の健康が保証出来ないとして中止となり

ました。 

 

◎第７６回国民体育大会冬季大会における福井市出場選手の主な成績 

競 技 種 別 種 目 氏 名 成績 

スケート 

成年男子 

成年男子 

成年女子 

スピードスケート 1500ｍ 

スピードスケート 1500ｍ 

スピードスケート 1500ｍ 

小坂 龍 

池田 崇将 

山田 真以 

４位 

６位 

７位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)共催事業について 

 第４９回市民スポーツレクリエーション大会が９月 21 日(月･祝)・22 日(火･祝)に福井市

体育館サブアリーナ、福井市スポーツ公園、田原町駅広場において開催され、フォークダン

ス、ターゲット・バードゴルフ、サイクリング、オリエンテーションの４種目に１２６名の

参加がありました。 

 

 

1500ｍでの小坂選手（中央） 

（福井県スポーツ協会提供） 

1500ｍでの山田真以選手 

（福井県スポーツ協会提供） 

ターゲット・バードゴルフ フォークダンス 



 

 

 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、予定していた多くの大会が、中止や延期を

余儀なくされました。そんな中、実施されました種目別スポーツ事業をご紹介いたします。

（２月末までに開催した事業を掲載） 

 

主管団体 事 業 名 開催期日 会  場 

参加

人数

(人) 

ソフトボール協会 

第 66回福井市民ソフトボール大会 7/19～10/18 市スポーツ公園 1,200 

福井市長杯争奪壮年ソフトボール大会 8/9 市スポーツ公園 200 

福井市協会長杯争奪実年ソフトボール大会 11/8～11/15 市スポーツ公園 150 

バドミントン協会 

レディースバドミントン大会 10/4 市西体育館 30 

学童バドミントン大会 10/11 福井市体育館 197 

秋季市長杯バドミントン大会 11/15・22 市西体育館 346 

野球連盟 
第 69回福井市民野球大会 7/19～11/22 フェニックススタジアム他  1,500 

第 142 回福井市長旗争奪高等学校野球(秋季)大会  8/21～23 フェニックススタジアム 330 

ソフトテニス連盟  

小学生ソフトテニス教室 6/20～11/28 西公園テニスコート 688 

福井市長杯ソフトテニス団体大会 7/5 西公園テニスコート 120 

福井市ソフトテニス選手権大会 11/15 西公園テニスコート 113 

テニス協会 

第 52回福井市テニス選手権大会 10/17・18 市わかばコート 29 

第 38 回秋季福井市ダブルステニストーナメント  10/25 市わかばコート 12 

第 55 回福井市長杯室内テニス選手権大会 12/12・13 福井市体育館 53 

弓道協会 

福井市弓道場開設記念 50 射会 10/4 市弓道場 26 

福井市弓道選手権大会 
11/3(中高) 

11/22(一般) 

県立武道館 

市弓道場 
284 

剣道連盟 第 44回福井地区少年剣道錬成大会 10/25 県立武道館 90 

ライフル射撃協会  福井市長杯ライフル射撃大会 7/12 県立ライフル射撃場 25 

バレーボール協会  第 12 回福井市長杯小学生バレーボール大会  12/20 福井市体育館他 250 

サッカー協会 
福井市リーグ 2020 ヤングサッカーの部 7/26～10/18 市スポーツ公園他 640 

福井市リーグ 2020フットサルの部 6/9～3/14 きららドーム他 1,536 

なぎなた連盟 
初心者なぎなた教室 9/2～10/5 県立武道館他 7 

第 34回福井市民なぎなた大会 11/22 県立武道館 40 

ヨット協会 市長杯ヨットレース大会 7/12 鷹巣海岸沖 20 

カヌー協会 福井市民カヌー教室 8/9 白浜漁港 36 

柔道連盟 柔道教室 10/20～3/4 県柔道整復師会館 1,166 

ゴルフ協会 第 29回福井市民ゴルフ大会 8/1 フォーレスト福井 GC 110 

ボクシング連盟 ボクシング体験教室 12/5 県営体育館内 22 

種目別スポーツ事業の紹介 



 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

   

 

 

 

 

 

                     

 

  

 

 

 

 

福井市長杯争奪壮年ソフトボール大会 福井市ソフトテニス選手権大会 

第 51回福井市弓道選手権大会 第 44回福井地区少年剣道錬成大会 

第 12回福井市長杯小学生バレーボール大会 福井市リーグ 2020 フットサルの部 

第 34回福井市民なぎなた大会 福井市民カヌー教室 

ボクシング体験教室 柔道教室 

http://fukuishikendo.g1.xrea.com/dantai_2_1_20201029.jpg


 

 

 

(令和３年２月２８日現在) 

番号 名  称 番号 名  称 番号 名  称 

１ 旭スポーツ振興会 34 清水西地区体育振興会 67 スキー協会 

２ 足羽地区体育連盟 35 清水東地区体育振興会 68 スケート協会 

３ 麻生津体育協会 36 清水南地区スポーツ振興会  69 スティックリング協会 

４ 円山体育振興会 37 順化体育振興会 70 スポーツウエルネス吹矢協会  

５ 木田体育振興会 38 鷹巣体育振興会 71 相撲連盟 

６ 啓蒙体育振興会 39 大安寺体育振興会 72 ソフトテニス連盟 

７ 清明地区体育振興会 40 殿下地区体育振興会 73 ソフトボール協会 

８ 中藤島体育振興会 41 東郷体育振興会 74 体操協会 

９ 日新体育振興会 42 棗体育協会 75 卓球協会 

10 春山体育振興会 43 西藤島体育振興会 76 綱引協会 

11 東安居体育振興会 44 東藤島体育協会 77 テニス協会 

12 日之出体育協会 45 本郷体育振興会 78 トライアスロン協会 

13 宝永体育協会 46 宮ノ下体育協会 79 なぎなた連盟 

14 松本体育振興会 47 美山地区体育振興会 80 ハンドボール協会 

15 湊体育振興会 48 文殊体育振興会 81 バウンドテニス協会 

16 豊体育振興会 49 六条体育振興会 82 バスケットボール協会 

17 明新体育協会 50 アーチェリー協会 83 バドミントン協会 

18 森田体育振興会 51 インディアカ協会 84 バレーボール協会 

19 社北体育振興会 52 ウエイトリフティング協会 85 フェンシング協会 

20 社西体育振興会 53 エスキーテニス協会 86 武術太極拳協会 

21 社南体育振興会 54 カヌー協会 87 ボウリング連盟 

22 和田体育振興会 55 空手道連盟 88 ボクシング連盟 

23 安居体育振興会 56 弓道協会 89 マレットゴルフ協会 

24 一光体育振興会 57 グラウンド・ゴルフ協会 90 野球連盟 

25 一乗体育振興会 58 剣道連盟 91 ヨット協会 

26 鶉体育協会 59 ゲートボール協会 92 ライフル射撃協会 

27 岡保地区体育振興会 60 ゴルフ協会 93 陸上競技協会 

28 上文殊体育振興会 61 サッカー協会 94 レスリング協会 

29 河合地区体育振興会 62 銃剣道連盟 95 福井地区中学校体育連盟  

30 国見地区体育振興会 63 柔道連盟 96 福井市スポーツ少年団 

31 越廼地区体育振興会 64 少林寺拳法協会 97 福井市レクリエーション協会  

32 酒生体育振興会 65 シルバーバレーボール連盟    

33 清水北地区体育振興会 66 水泳協会   

 

 

令和２年度 正会員(入会団体)名列 



 

 

(令和３年２月２８日現在) 

 今年度も多くの皆様に賛助会員のご加入をいただきありがとうございました。賛助会費に

ついては、本市のスポーツ普及・振興に活用させていただいております。今後ともスポーツ

の普及と振興に向け、一層邁進してまいります。 

 

◎法人・団体 賛助会員  62社・団体 

弐拾口 福井市マレットゴルフ協会加盟団体一同 

   拾口 興和江守㈱ ㈱西友 福井市グラウンド･ゴルフ協会 福井市剣道連盟  

      福井市ソフトボール協会  

   八口 福井市水泳協会 

   五口 ㈱オザキスポーツ 河和田屋印刷㈱ 啓新高等学校 さのプリント 創文堂印刷㈱  

      ㈱太陽スポーツ 春山体育振興会 日之出体育協会 福井市カヌー協会  

      福井市ゲートボール協会 福井市ゴルフ協会 福井市シルバーバレーボール連盟  

      福井市銃剣道連盟 福井市少林寺拳法協会 福井市相撲連盟 福井市ソフトテニス連盟 

福井市テニス協会 福井市なぎなた連盟 福井市バドミントン協会  

      福井市ライフル射撃協会 福井市レスリング協会 ㈱福井新聞社  

      福井テレビジョン放送㈱ 福井放送㈱ 豊体育振興会 松本体育振興会  

      和田体育振興会 

   四口 啓蒙体育振興会 福井市エスキーテニス協会 社南体育振興会 

   三口 エフケーユーテクニカル㈱ 順化体育振興会 中藤島体育振興会 ㈱ニュー・フェイス 

㈱福井スポーツ社 ㈱ホーコーズ ムラセ看工店 

   二口 奥本タイプ印刷所 木田体育振興会 西藤島体育振興会  

   一口 安居体育振興会 旭スポーツ振興会 円山体育振興会 ㈱大信堂 棗体育協会  

     福井市弓道協会 福井市スキー協会 福井市スポーツ課職員一同 福井市体操協会  

福井市トライアスロン協会 福井市バウンドテニス協会 福井市ボクシング連盟  

      福井市陸上競技協会 宝永体育協会 森田体育振興会  

   

◎個人賛助会員 ５７名 

拾口 荻原昭人 

五口 上坂守男 木下量夫 西村友一 畑 透仁 村田みどり 吉川雄二 

四口 重森俊道  

三口 大森 晋  

二口 嶋田伸行 堀川盛一 

一口 天谷賢一 幾田 等 井土博之 今村順一 宇野信彦 奥出 充 大久保容子 小倉敏之 

上口孝資 川端尚之 氣谷達郎 北野起代 倉野八十夫 桑原浩明 小木一良 小林秀樹 

坂井小由里 佐田大樹 佐藤秀樹 白﨑範雄 新開邦夫 髙屋雅樹 谷口麻子 谷口敏英 

玉村桂子 塚谷朋美 刀根暢広 中嶋靖利 中野裕三 名津井章 長谷康彦 服部良男 

久野勝利 廣木健治郎 前川 孝 馬來田善準 松原充郎 水野勝夫 三ッ田大輔 宮下治由 

向井成人 山本恭唯 吉川貴大 吉田武文 渡邉貴美 渡辺俊範 

            

（法人・団体名及び個人名は、五十音順、敬称及び個人会員の所属団体名は省略） 

令和２年度 賛助会員名列 



 
 

 福井市スポーツ協会 役員  

 

顧 問  田中 廣昌 

会 長  荻原 昭人   

副会長  西村 友一  木下 量夫  畑 透仁 

理事長  中嶋 靖利 

理 事   小辻 省一  幾田  等  村田みどり  辻  宏泰  谷口 義昭 

 齋藤  隆  久野 勝利  玉村 桂子  前川  孝  嶋田 伸行 

 水上 義昭  上坂 守男  山田 年克  吉田 正博  刀根 暢広 

 宮本光一郎  川端 尚之  柳澤 一博  大森  晋  宇野 信彦 

 宮本  巧 

監 事   小野田明博  中川 博雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◎編集後記 

   今年度は新型コロナウイルス感染症の影響から、市民スポーツ大会をはじめ 

  数々の大会や事業が中止や延期を余儀なくされ、各団体におかれましては、困 

  惑の１年であったと推察します。 

   １日も早くこのパンデミックが収束に向かい、再び皆様に笑顔と活気あふれ 

  る大会や事業が再開出来ることを心から願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井市スポーツ協会 役員の紹介 



 

    不死鳥のねがい（福井市市民憲章） 

実践目標（平成３１年4月～令和４年３月） 

１ すすんで 親切をつくし 

愛情ゆたかなまちを つくりましょう 

２ すすんで 健康にこころがけ 

明朗で活気あるまちを つくりましょう 

 

４ すすんで きまりを守り 

安全で住みよいまちを つくりましょう 

 

３ すすんで くふうをこらし 

清潔で美しいまちを つくりましょう 

 

５ すすんで 教育を重んじ 

清新な文化のまちを つくりましょう 

 

あいさつで ふれあうよろこび 深める絆 

スポーツで 広がれつながれ 元気の輪 

ふるさとを 今よりもっと 美しく 

たかめよう 交通マナーと 防災意識 

（昭和３９年６月２８日制定） 

不死鳥のねがい（福井市市民憲章）推進協議会 

わたくしたちは  不死鳥福井の市民であることに誇りと責任を感じ  

郷土の繁栄と幸福をきずくため  力をあわせ  不屈の気概をもって  

このねがいをつらぬきましょう  

ふくいの魅力 学んで知って 広めよう 


