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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３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、本年度は新型コロナウイルス感染により延期になっていた、東京オリン

ピック 2020が開催され、改めてスポーツのすばらしさに感動しました。 

しかし、未だ新型コロナウイルス感染症拡大の収束が不透明な状況で、本年

度においても第７６回国民体育大会の中止をはじめ、２年連続市民スポーツ大

会、地区スポーツ大会、競技団体の種目別事業等実施予定のスポーツ事業が

次々と延期や中止を余儀なくされました。新型コロナウイルス感染拡大の１日

でも早い収束を願うばかりであります。 

このような厳しい状況下ではありますが、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、９６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まいります、今後も皆

様のお力添えとご指導を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、本年度も、新型コロナウィルスの感染状況が大きく改善してい

ないことから、大会は中止されました。 

 

(２)令和３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 

永年にわたり市のスポーツ振興または入会団体発展のためにご尽力された功労が顕著

な方に贈られるスポーツ功労者。本年度は地区スポーツ団体推薦６名、競技団体推薦８名

について、総会の席上で表彰を行いました。受賞者は次のとおりです。(敬称略) 

 

  高村るり子(円 山) 黒田 浩次(中藤島) 熊野 周子(春 山) 岩佐 喜則( 豊 ) 

  松田 成正(和 田) 安原 律子(東 郷) 畑  佳秀(空手道) 道内由佳里(剣 道) 

  上本たか子(水 泳) 伊藤 貴夫(ソフトボール) 三宅  龍(体 操) 田中太美子(なぎなた) 

上道  悟(バスケットボール) 水上 義昭(野 球)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (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１４競技が中止となりましたが、実施種目２７競技中２３競技に福井市から

３５９名の監督・選手を派遣しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 事業（中間）報告 

ゴルフ競技 ウエイトリフティング競技 柔道競技 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎’２１県民スポーツ祭福井市上位成績 

 《優勝種目》  合計 ２０種目 

  【男 子】 ゴルフ、ソフトボール、銃剣道、柔道、カヌー、アーチェリー、クレー射撃、

卓球、剣道(成年・壮年)、少林寺拳法、相撲、テニス、ボクシング、 

  【女 子】 剣道(成年)、少林寺拳法、ソフトテニス、テニス、スティックリング 

  【混合・共通】 ゲートボール、ライフル射撃、 

 

 《準優勝種目》 合計 ３種目 

  【混合・共通】 マレットゴルフ、セーリング、なぎなた 

 

 《３位種目》  合計 ５種目 

【男 子】 ウエイトリフティング、ソフトテニス 

【女 子】 ゴルフ、ソフトボール、ソフトテニス(シニア) 

                     

 

(４)東京オリンピックについて 

   スポーツを通した人間育成と世界平和を究極の目的とし、４年に一度開催される世界

的なスポーツの祭典ですが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて１年延期

となっていました。今大会には福井市居住・ふるさと選手７名が出場を決めました。出

場者は次のとおりです。 

 

               岸本 新菜 選手（トライアスロン） 

石立真悠子 選手（ハンドボール） 

堀川 真奈 選手（ハンドボール） 

吉田 正尚 選手（野 球） 

                栗原 陵矢 選手（野 球） 

                 清水 邦広 選手（バレーボール）  

                脇本 雄太 選手（自転車トラック） 

 

 

 

クレー射撃競技 アーチェリー競技 卓球競技 

セーリング競技 なぎなた競技 



◎東京オリンピックにおける福井市出場選手の主な成績 

競 技 種 目 氏 名 成 績 

野 球 

野 球 

自転車(トラック) 

バレーボール 

男子野球 

男子野球 

男子ケイリン 

男子 

吉田 正尚 

栗原 陵矢 

脇本 雄太 

清水 邦広 

１位 

１位 

７位 

７位 

 

(５)東京パラリンピックについて 

身体障害者（肢体不自由（上肢・下肢および欠損、麻痺）、脳性麻痺、

視覚障害、知的障害）を対象とした世界最高峰の障害者スポーツの総合

競技大会。オリンピックと同じ年に同じ場所で開催されます。今大会に

は福井市居住の西島美保子選手（マラソン・T12(視覚)クラス）１名が

２大会連続の出場を決めました。 

 

◎東京パラリンピックにおける福井市居住選手の成績 

競 技 種 目 氏 名 成 績 

陸 上 女子マラソンＴ12(視覚) 西島 美保子 ８位 

 

 

(６)第 76 回国民体育大会について 

三重県で９月に開催予定だった第７６回国民体育大会（三重とこわ

か国体）については、新型コロナウイルスの爆発的な全国での感染拡

大にともない、２年連続の中止となりました。 

 

(７)都市対抗駅伝競走大会について 

   令和３年１１月７日(日)、鯖江市において第６６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５チームが出場

しました。福井市は男子が今年も大会新記録で５連覇を果たし、女子は準優勝となりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会新記録で５連覇した男子選手たち 鯖江市内を駆け抜ける走者 

(敬称略) 

(敬称略) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E4%BD%93%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A2%E4%BD%93%E4%B8%8D%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B3%E6%80%A7%E9%BA%BB%E7%97%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%96%E8%A6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E9%9A%9C%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A4%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A4%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF


◎男子成績 

 

福井市選手<男子> 

１区 5.0㎞  高村比呂飛(15’10”＝区間新記録)２区 6.0㎞  前田 倖誠(20’16”) 

３区 3.0㎞  小寺 空駕(10’02”)    ４区 6.0㎞  玉村 翔希(19’33”) 

５区 5.0㎞  南  絢人(16’38”)    ６区 5.0㎞  後久 真嗣(16’24”) 

  

◎女子成績 

 

 

福井市選手<女子> 

１区 3.0㎞  大西さゆり(11’46”)    ２区 3.0㎞  大塚 結衣(10’41”) 

３区 3.0㎞  大塚めぐみ(11’42”)    ４区 3.5㎞  武田真由子(13’32”) 

 

 

(８)第 77 回国民体育大会冬季大会について 

栃木県、秋田県で開催された冬季国体に、福井市よりスケート競技に監督２名・選手１

名、アイスホッケー競技に監督１名・選手３名、スキー競技に選手１名が出場し、スピー

ドスケートの大林昌仁選手が５位に入賞し、優秀な成績を収めました。 

 

◎第７７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 スピードスケート 1500ｍ 大林 昌仁 ５位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順 位 都市名 タイム 

優 勝 福井市 １時間 38分 03秒（大会新記録） 

準優勝 勝山市 １時間 40分 56秒 

３ 位 鯖江市 １時間 43分 25秒 

順 位 都市名 タイム 

優 勝 敦賀市 46分 34秒 

準優勝 福井市 47分 41秒 

３ 位 大野市 50分 26秒 

５位入賞した大林昌仁選手(中央)（福井県スポーツ協会提供） 

準優勝した女子選手たち 

(敬称略) 

(敬称略) 

(敬称略) 



 

 

 

(令和４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 33 清水北地区体育振興会 65 シルバーバレーボール連盟  

２ 足羽地区スポーツ振興会  34 清水西地区体育振興会 66 水泳協会 

３ 麻生津体育協会 35 清水東地区体育振興会 67 スキー協会 

４ 円山体育振興会 36 清水南地区スポーツ振興会  68 スケート協会 

５ 木田体育振興会 37 順化体育振興会 69 スティックリング協会 

６ 啓蒙体育振興会 38 鷹巣体育振興会 70 スポーツウエルネス吹矢協会  

７ 清明地区体育振興会 39 大安寺体育振興会 71 相撲連盟 

８ 中藤島体育振興会 40 殿下地区体育振興会 72 ソフトテニス連盟 

９ 日新体育振興会 41 東郷体育振興会 73 ソフトボール協会 

10 春山体育振興会 42 棗体育協会 74 体操協会 

11 東安居体育振興会 43 西藤島体育振興会 75 卓球協会 

12 日之出体育協会 44 東藤島スポーツ協会 76 綱引協会 

13 宝永体育協会 45 本郷体育振興会 77 テニス協会 

14 松本体育振興会 46 宮ノ下体育協会 78 トライアスロン協会 

15 湊体育振興会 47 美山地区体育振興会 79 なぎなた連盟 

16 豊体育振興会 48 文殊体育振興会 80 ハンドボール協会 

17 明新体育協会 49 六条体育振興会 81 バウンドテニス協会 

18 森田体育振興会 50 アーチェリー協会 82 バスケットボール協会 

19 社北体育振興会 51 インディアカ協会 83 バドミントン協会 

20 社西体育振興会 52 ウエイトリフティング協会 84 バレーボール協会 

21 社南体育振興会 53 エスキーテニス協会 85 武術太極拳協会 

22 和田体育振興会 54 カヌー協会 86 ボウリング連盟 

23 安居体育振興会 55 空手道連盟 87 ボクシング連盟 

24 一光体育振興会 56 弓道協会 88 マレットゴルフ協会 

25 一乗体育振興会 57 グラウンド・ゴルフ協会 89 野球連盟 

26 鶉体育協会 58 剣道連盟 90 ヨット協会 

27 岡保地区体育振興会 59 ゲートボール協会 91 ライフル射撃協会 

28 上文殊体育振興会 60 ゴルフ協会 92 陸上競技協会 

29 河合地区体育振興会 61 サッカー協会 93 レスリング協会 

30 国見地区体育振興会 62 銃剣道連盟 94 福井地区中学校体育連盟  

31 越廼地区体育振興会 63 柔道連盟 95 福井市スポーツ少年団 

32 酒生体育振興会 64 少林寺拳法協会 96 福井市レクリエーション協会  

 

令和３年度 正会員(入会団体)名列 



 

 

(令和４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 6５社・団体 

弐拾口 福井市マレットゴルフ協会加盟団体一同 

  拾一口 福井市ソフトボール協会 

拾口 興和江守㈱ 福井市グラウンド･ゴルフ協会 福井市剣道連盟  

八口 福井市水泳協会 

   六口 福井市カヌー協会 

   五口 エフケーユーテクニカル㈱ 河和田屋印刷㈱ さのプリント 清水南地区体育振興会 

㈱西友 創文堂印刷㈱ 春山体育振興会 日之出体育協会 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 福井市柔道連盟 

      福井市少林寺拳法協会 福井市スティックリング協会 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 福井市野球連盟 フレンドスポーツ  

福井市ライフル射撃協会 ㈱福井新聞社 ㈻福井精華学園 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 木田体育振興会 ㈱福井スポーツ社 ムラセ看工店 

   二口 奥本タイプ印刷所 西田幸子司法書士行政書士事務所 西藤島体育振興会 ㈱ホーコーズ 

   一口 安居体育振興会 旭スポーツ振興会 麻生津体育協会 円山体育振興会 

清水西地区体育振興会 順化体育振興会 ㈱大信堂 福井市弓道協会  

福井市スキー協会 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 福井市武術太極拳協会 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 リカーショップまつやま  

六条体育振興会 

 

◎個人賛助会員 ５２名 

五口 荻原昭人 木下量夫 西村友一 畑 透仁 村田みどり 吉川雄二 

四口 上坂守男 重森俊道  

三口 大森 晋  

二口 嶋田伸行  

一口 天谷賢一 井土博之 宇野信彦 大久保容子 小倉敏之 加畑博幸 河合啓子 川端尚之 

北 勝美 木下武明 坂下哲也 笹野直輝 嶋津康弘 清水啓幸 白﨑範雄 新開邦夫 

谷口麻子 谷口智樹 谷口義昭 玉村桂子 塚本智之 坪川修一郎 中嶋靖利 中野裕三 

南保正枝 西田耕一朗 西本真由美 野路一洋 服部良男 林 俊宏 廣部嘉寛 前川 孝 

馬來田善準 松倉伸雄 松田玲子 水島広幸 柳澤一博 山田裕司 山本桂一郎 山本恭唯 

吉田武文 渡邉貴美 

            

（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） 
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