
№ 氏名 フリガナ 年齢 住所 走行市町 № 氏名 年齢 住所 走行市町

1 荻野　正二 オギノ　マサジ 51 大阪府 高浜町 1 佐藤　希望 34 越前市 越前市
2 田中　哲 タナカ　サトシ 81 高浜町 高浜町 2 白崎　竣介 14 越前市 越前市
3 堀尾　侑来 ホリオ　ユラ 16 高浜町 高浜町 3 藤木　唯 26 越前市 越前市
4 北村　史陽 キタムラ　フミヤ 14 おおい町 おおい町 4 金戸　誉 41 池田町 池田町
5 芝　一花 シバ　イチカ 13 おおい町 おおい町 5 野路　春希 24 池田町 池田町
6 五輪　叶 イツワ　カナウ 14 小浜市 小浜市 6 安土　信裕 70 大野市 大野市
7 堂下　明子 ドウシタ　アキコ 53 小浜市 小浜市 7 黒田　富子 56 大野市 大野市
8 牧野　勇樹 マキノ　ユウキ 27 福井市 小浜市 8 龍田　孝介 32 勝山市 勝山市
9 高橋　花帆 タカハシ　カホ 23 若狭町 若狭町 9 長谷川　紀子 59 勝山市 勝山市

10 森井　宏一 モリイ　ヒロイチ 67 若狭町 若狭町 10 天土　博視 89 永平寺町 永平寺町

11 魚見　莉央 ウオミ　リオ 13 美浜町 美浜町 11 田中　之江 50 永平寺町 永平寺町

12 木下　詩音 キノシタ　シオン 19 美浜町 美浜町 12 古崎　倫太朗 19 永平寺町 永平寺町

13 美浜町 13 甲斐　秀治 53 あわら市 あわら市

14 勝部　英夫 カツベ　ヒデオ 75 敦賀市 敦賀市 14 土橋　香乃 21 あわら市 あわら市

15 鈴木　昌子 スズキ　マサコ 56 敦賀市 敦賀市 15 古谷　輝美 67 坂井市 坂井市
16 今村　彰彦 イマムラ　アキヒコ 28 南越前町 南越前町 16 三澤　敏子 73 坂井市 坂井市
17 岩﨑　良子 イワサキ　ヨシコ 61 南越前町 南越前町 17 山田　愛莉 17 坂井市 坂井市
18 佐々木　琉心 ササキ　リュウシン 13 越前町 越前町 18 上嶋　ちひろ 21 鯖江市 福井市
19 山崎　詩織 ヤマザキ　シオリ 19 越前町 越前町 19 近江　優菜 16 福井市 福井市
20 栗田　もも乃 クリタ　モモノ 24 鯖江市 鯖江市 20 津田　寛治 55 東京都 福井市
21 小玉　重久 コダマ　シゲヒサ 52 鯖江市 鯖江市 21 吉田　笙乃 13 福井市 福井市
22 高橋　愛 タカハシ　アイ 34 東京都 鯖江市 22 吉田　新内 83 福井市 福井市
※走行市町順、五十音順
※年齢は、令和３年２月26日現在

（再掲）
〇福井県ＰＲランナー

№ 氏名 フリガナ 年齢 住所 走行市町 № 氏名 年齢 住所 走行市町

1 荻野　正二 オギノ　マサジ 51 大阪府 高浜町 1 佐藤　希望 34 越前市 越前市
22 高橋　愛 タカハシ　アイ 34 東京都 鯖江市 20 津田　寛治 55 東京都 福井市

（選出ランナーの属性）

（１）年齢構成・性別
年齢構成 男性 女性 合計

10代 6 7 13
20代 2 6 8

30・40代 2 2 4
50・60代 6 6 12
70・80代 5 1 6

合計 21 22 43
※グループランナーは除く

（２）走行にあたり特別な配慮(車いす等)
　　　　　 　　　 が必要なランナー

約 15 ％

サトウ　ノゾミ

ツダ　カンジ

ツダ　カンジ

ヨシダ　ショウノ

ヨシダ　シンナイ

5月29日 5月30日
フリガナ

ドバシ　カノ

フルタニ　テルミ

ミサワ　トシコ

ヤマダ　アイリ

ウエジマ　チヒロ

オウミ　ユウナ

　福井県国体ボートチーム カイ　シュウジ

シラサキ　シュンスケ

フジキ　ユイ

カネト　ホマレ

ノジ　ハルキ

アヅチ　ノブヒロ

クロダ　トミコ

タツタ　コウスケ

ハセガワ　ノリコ

アマツチ　ヒロミ

タナカ　ユキエ

フルサキ　リンタロウ

サトウ　ノゾミ

東京2020オリンピック聖火リレー
福井県実行員会 選出ランナー

5月29日 5月30日
フリガナ

資料１


