
２０２１　県民スポーツ祭　連絡事項

参加チーム数
男子：１３チーム、女子：８チーム
※参加チーム詳細は別シートにて

男子は3チームリーグ/3、4チームリーグ/1。女子は4チームリーグ/2とする。

３チームのリーグは総当たり戦を行い、１位のチームが決勝トーナメントに進出。
４チームのリーグは各チームが２対戦行い、上位２チームが決勝トーナメントに進出。
よって、男子決勝は５チームでのトーナメント、女子決勝は４チームでのトーナメント。

なお、ドローは当日朝の監督者会議において公開抽選とする。
監督者会議は8：20～管理棟にて行います。

試合方法は１セットマッチノーアドバンテージ方式。
リーグ戦は勝敗決定後も打ち切らずにすべて行います。
決勝トーナメントは勝敗決定後は打ち切りとします。



注意事項
朝は８時より前には会場に入れません。ご了承ください。

各チームの代表者は大会参加者全員の健康状態報告用紙の提出をお忘れないようご準備ください。

感染症対策のため、大会参加者は「選手・監督・引率」を原則としております。協力を御願いします。

県営コート入り口にて健康状態報告用紙のチェックを受けるまでは、会場内へ入らないように御願いします。

公式練習は８：20～８：50までとなります。

※応援は拍手を原則とし、試合中の選手以外はマスク着用とする

メンバー変更について
8/26（木）までに 1998grancha@gmail.com 宛にメールで行ってください



監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９ №１０ ﾒﾝﾊﾞｰ変更

1 福井市 川崎雅司 秋山竜一 清水誠也 広瀬裕輝 村田泰斗 竹下直隆 長谷川聡 杉岡智史 小倉学 八杉竜生 濱田充弘

2 敦賀市 菊澤重明 中阪敦史 脇坂健 笠井達貴 坂野翔太 高木拓郎 向井竜一 中野仁之 四方一彦 竹下岳志 菊澤重明

3 小浜市 的場均 宮田英嗣 的場均 村松幸雄 中森一郎 伊藤悠 遠藤淳紀

4 大野市 宮本明昌 林良雅 砂畑大輔 石田卓也 松田知也 松田聡 藤原文寿 安川裕治 坂本靖 山口太一 宮本明昌

5 勝山市 木下俊毅 落合秀登 石塚遼河 細川昌春 仲村真晃 長谷川純一 木下祐治 笠原政弘 小林幹幸

6 鯖江市 森田末廣 山田貴廣 三田村亮実 山内悟 林凌平 小泉勇樹 龍田則幸 西野二三夫 林義彦 古村朗 山内啓嗣

7 あわら市 道谷成雄 森田陽介 藤田昭一 田海輪宙 畑野諒 谷川和巳 江川浩視 加藤友彦 松本学 山下隼平 黒田一也

8 越前市 柳瀬民人 高島賢太郎 東谷幸一 柳瀬民人 山本隆彦 須ヶ原泰人 藤井貴司 玉村光史 永田天門 木村尚史 松浦圭汰

9 坂井市 加藤昭治 浅岡隆司 北川直規 八木健文 細川侑作 北川敬喜 戸田義典 竹腰陽一 宮下勝也 山内貴之 加藤昭治

10 おおい町 山本和司 角谷明博 大谷将太 三谷昭彦 佐藤彰男 山本和司

11 若狭町 前田司 森川宏 山本泰平 島田秀志 前田司 島津静夫 武田浩司 浅田峰一

12 美浜町 熊谷正道 村下正和 梅木陽一 山脇健一 松尾建吾 野原良明 一瀬憲幸 熊谷正道 田中眞二

13 永平寺町 上田清和 野崎俊也 藪晴夫 坪川栄一郎 林宰 油谷誠 青木勇武 野崎俊祐 木根崇史 清田和希 清水計都

14

監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９ №１０ ﾒﾝﾊﾞｰ変更

1 福井市 秋山勝之 内田葉土希 秋山沙也香 桑野万尋 堂村真莉耶 梅田優香 橋本真歩 滝波緑 山下奈巳 山内ひろみ 松原幸子

2 敦賀市 木本茂 寺地和枝 赤木悠起子 古家千鶴子 川森わか子 則包淳子 四方美枝子 吉田麗美香 松田晶江

3 勝山市 三屋京子 鳥山真生 小泉陽 重矢松枝 浦野千鶴子 三屋京子 北川美佐世 永吉久美子 木下順子

4 鯖江市 林由美子 佐々木美有 横村優希 小泉絵梨 永井友舞 林由美子 天谷まり子 相馬乃利江 竹村博美 薮下裕美 三輪千夏

5 あわら市 摩垣浄心 佐々木弘美 伊藤文子 菅安美枝子 西川幸子 藤田裕子 松儀知美 綿谷妙子 松井由起枝 䋆井綾子

6 越前市 八幡慶美 高木美枝 山田幸恵 内藤幸智恵 八幡慶美 谷奥綾乃 高島明日香 松浦ほのか

7 坂井市 中田小百合 中田小百合 岩崎真由美 山下なるみ 織田喜美栄 半田由美 前田有美 長谷川理絵 今村奈理恵

8 永平寺町 太喜美恵子 野﨑佳加里 竹内優子 太喜美恵子 坪川美穂 向川弥生 青木真緒 南部麻紀 金川　楓 山根千佳 野本ゆき

２０２１ 県民スポーツ祭 選手名簿 （男子） ４５歳以上（昭和5１年(1976年)12月31日以前に出生した者）

２０２１ 県民スポーツ祭 選手名簿 （女子） ４０歳以上（昭和56年(1981年)12月31日以前に出生した者）


