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２部
チーム

高井 俊暢 鮎川 真宙 石田 千真 中川 莉奈 橋本 莉絵 泉脇 花穏
清水 優希
朝香 優一 藤川 徹 谷口 亮太 栗田 華佳 木村 茉梨奈 渡邉 萌香
竹内 敦

ＲＥＡＣＴ 竹内 和徳 平井 展洋 山脇 夢彦 戸田 麻美 金山 桃子 小倉 亜友
岩元 章造 松井 大空 安間 健藏 秋田 佳那 安倍 雅奈 松井 美虹

川田 結華
ユーアイ Ｋ 岩上 京太郎 坂下 晃靖 斎藤 雄介 南 麻由子 木戸 紀子 工谷 実佑

小林 寿樹 三ツ谷 和人 藪 星海 佐々木 凛 中脇 優奈 片岸 華菜
高橋 秀典 神谷 美寛 藤田 美星

福井高専 Ａ 吉良 優輝 市橋 玄志 高村 健太郎 大西 ほの香 田嶋 倖奈 笹川 結菜
福井高専 Ｂ 青木 葉瑠 中村 啓亮 筧 椋祐 笠松 青夏 杉田 涼香 細井 遥和

３部
チーム

林 祐徳 伊藤 将希 吉田 圭 栗波 月恵 松村 智美 澤田 典佳
山口 大輔
佐藤 雅敏 大野 敦 石塚 祐己 酒井 めぐみ 宮永 輝美 八巻 保子
アルフィエン ルイスヨ 豊岡 翔輝 宮永 瑞穂 栗波 遥

ｍａｘｉｍｕｍ β 倉元 勇樹 石村 隆志 山田 裕介 畑中 夏季 安川 美里 谷 玲妙奈
澤田 三千雄 中山 皓介 吉川 創 東 諭架子 斉木 千佳 伊藤 文江
清水 隆

おとうさんといっしょ 小田 勇人 増田 七大 和田 亮 千秋 梨央 野中 奈緒美 和田 奈津希
工藤 隼弥 溝口 一志 富山 智史 新谷 水萌 田中 陽菜 牧田 愛未
大野 樹 板倉 眞咲

でっけぇ衝撃 笹岡 正直 石田 剛寛 堂野 任俊 光河 志穂乃 北沢 佳菜 山田 梨絵
安澤 毅彦 深草 拓山 佐藤 史紀 金森 範子 谷口 理江 近葉 裕子

近葉 心
芦原クラブ 北嶋 良光 阿部 晃三 佐々本 哲生 北村 有香 薮 未希穂 木村 瑞紀

松井 清富 金山 俊二 新屋 俊介 木水 美咲 片山 瑞季 片山 陽子
竹内 久美恵

大野 悟 角野 弘樹 岡田 敏夫 笛吹 茜 杉山 美恵 加賀川 菜摘
笛吹 海優斗

ピース Ｂ 高島 俊明 豊田 総哲 長谷川 達啓 森田 尚子 横山 絵梨 岡部 恵美
ピース Ｃ 家城 弘安 河村 康嗣 野口 崇之 竹内 智穂 小形 瑞穂 山田 さと美
ピース Ｄ 豊田 誠 野村 佳秀 笠原 平士郎 藪内 由美 木水 里美 前田 七恵

負け星ゴルフ同好会 市村 和也 松田 晃史 滝花 雄介 森澤 初代 小林 恵理子 滝花 尚子

４部
チーム

岡本 建太 伊藤 煌晟 坪井 碧希 小野田 志帆 川森 幹奈 稲森 希叶
竹内 庄吾 河野 叶喜 松浪 莉佳
上野 博史 菅原 健一 川田 真聖 小倉 佳子 門井 弓枝 松井 博子

川田 浄乃
しみんちゅ 岩元 哉汰 五十嵐 瑛翔 後藤 優斗 高橋 凛 谷村 朱理 森岡 紗彩
ユーアイ Ｂ 中山 和則 佐々木 正則 佐藤 功二 児玉 明美 佐々木 愛 杉本 麗羅
松岡スポ少 Ａ 南部 晃佑 丸木 幹太 吉岡 誠也 青木 伶愛 早津 夢唯 渡辺 葵
松岡スポ少 Ｂ 清水 颯真 山下 智輝 山下 正通 道幸 亜胡 鈴木 陽日 早津 彩希

男 女

Ｔｅａｍ Ｆｒｅｅ

チアフル Ｂ

Ｔｅａｍ 森餃子

チーム小山ゼミ

ユーアイ Ａ

西藤Ｚｏｏ

ピース Ａ

【３チーム×２リーグ　１位同士による決勝戦】

チアフル Ａ

坂井高校

男 女

１ＵＰ マリオ

１ＵＰ ルイジ

福井市北体育館第30回福井市団体リーグ大会

【４チーム×２リーグ　１位同士による決勝戦】

【３チーム×５リーグ　各リーグ１位によるトーナメント戦】

※ ポイントは全てのゲーム６点オールから始めて、２１点まで（実質１５点）

男 女

　 延長は無し（２１点で打ち切り）とします。
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