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設置会場一覧設置会場一覧設置会場一覧設置会場一覧

設置会場一覧設置会場一覧設置会場一覧設置会場一覧

13木 14金 15土 16日 17月 29土 30日 1月 2火 3水 4木 5金 6土 7日 8月 9火 A W5,400×H1,800 1 木パネル/出力シート 第５入場口 自立 斜めに設置（入場後は壁面に寄せる）B W2,400×H600 12 木パネル/出力シート メインスタンド 梁に取付 B W2,400×H600 7 木パネル/出力シート 第３コーナー付近 梁に取付 B W2,400×H600 6 木パネル/出力シート 炬火台前 梁に取付 階段を開けて３枚ずつA W5,400×H1,800 1 木パネル/出力シート 第５入場口 自立 壁面に寄せるB W2,400×H600 12 木パネル/出力シート メインスタンド 梁に取付B W2,400×H600 7 木パネル/出力シート ゴール手前 自立型（板面斜め） インフィールドB W2,400×H600 7 木パネル/出力シート 第３コーナー入口付近 梁に取付B W2,400×H600 7 木パネル/出力シート 第１コーナー入口付近 梁に取付3 水泳 競泳 敦賀市総合運動公園プール 9月15日～17日 ● ● 全種別 敦賀市 B W2,400×H600 12 木パネル/出力シート 観客席側プールサイド 自立型(板面垂直） プールサイドから50cm離す4 サッカー① テクノポート福井総合公園スタジアム 9月30日～10月1日/10月3日～4日 ● ● ● ● 全種別 坂井市 B W2,800×H700 12 木パネル/出力シート 各ゴール左右 自立型（板面斜め） ゴールラインから5ｍ離す5 サッカー② 丸岡スポーツランドサッカー場 9月30日～10月1日/10月3日～4日 ● ● ● ● 全種別 坂井市 B W2,800×H700 6 化繊布 サッカー場東側コートサイド 手摺から吊6 ホッケー 越前町営朝日総合運動場 10月4日～8日 ● ● 全種別 越前町 B W2,800×H700 12 化繊布 Aコート各ゴール両脇奥 フェンスに取付 各６枚ずつ初日：各コートエンド２日目以降：観客席手前３面初日：各コートエンド端● ● 成年女子 あわら市 ２日目以降：各観客席手前予選：各コートエンド決勝：コート三面囲い予選：会場中央側コートサイド決勝：コート三面囲い11 体操 競技 サンドーム福井 9月30日～10月3日 ● ● 全種別 鯖江市 B W2,800×H700 24 ターポリン 体操床端 防球フェンスに取付 各３枚ずつ。防球フェンス持込？・両面成年女子 予選：各コート/ゴール左右少年男子 決勝：コート三面囲い13 レスリング おおい町総合運動公園体育館 9月30日～10月3日 ● ● 全種別 おおい町 B W1,400×H350 20 ウレタン+毛織布 各コート左右外側 三角置型 両面14 卓球 敦賀市総合運動公園 9月29日～10月3日 ● ● 全種別 敦賀市 C W1,400×H700 48 化繊布 コート上下 防球フェンスに取付15 柔道 福井県立武道館 10月6日～8日 ● ● 全種別 福井市 B W2,800×H700 6 化繊布 ２F観客席 ２F手摺から吊16 体操 新体操 サンドーム福井 10月7日～8日 ● ● 少年女子 鯖江市 B W2,800×H700 24 ターポリン 体操床端 防球フェンスに取付 各３枚ずつ。防球フェンス持込？・両面17 ハンドボール 福井県営体育館 9月13日～17日 ● ● 成少年男子 福井市 B W2,800×H700 12 化繊布 コートサイド 防球フェンスに取付18 相撲 大野市エキサイト広場総合体育施設体育館 9月30日～10月2日 ● ● 全種別 大野市 B Ｗ2,400×H600 6 化繊布 大会タイトル下部 ２F手摺から吊19 フェンシング 越前市ＡＷ-Ⅰスポーツアリーナ（武生中央公園総合体育館） 9月30日～10月3日 ● ● 全種別 越前市 B W2,800×H700 12 化繊布 開場端ピスト 防球フェンスに取付 中央にスペースをとる20 剣道 福井県立武道館 9月30日～10月2日 ● ● 全種別 福井市 B W2,800×H700 6 化繊布 ２F観客席 ２F手摺から吊21 勝山市体育館「ジオアリーナ」 10月5日～8日 ● ● 全種別 勝山市 B W2,400×H600 6 化繊布 タイトル看板下 ２F手摺から吊22 ウエイトリフティング 小浜市民体育館 10月4日～8日 ● ● 全種別 小浜市 A　W5,400×H1,800 1 シール ステージバックパネル シールで貼付23 ラグビーフットボール 7人制 小浜市総合運動場陸上競技場・多目的グラウンド 9月30日～10月4日 ● ● 成年男女 小浜市 B W3,600×H900 6 化繊布 バックストレート側スタンド前 フェンスに取付 ３枚ずつ
バレーボール④10 三国体育館 坂井市●● ● 化繊布12 化繊布 防球フェンスに取付
バドミントン

B W2,800×H700 12福井市●12 バスケットボール 福井県営体育館 10月1日～5日 ●

設置方法設置方法設置方法設置方法看板素材看板素材看板素材看板素材枚枚枚枚数数数数会場会場会場会場No.No.No.No. ９月９月９月９月 10月10月10月10月競 技 名競 技 名競 技 名競 技 名 日　程日　程日　程日　程会 場 名会 場 名会 場 名会 場 名 日　付日　付日　付日　付
● 全種別 福井市

分類・サイズ分類・サイズ分類・サイズ分類・サイズ 特記事項特記事項特記事項特記事項種　別種　別種　別種　別 市町村市町村市町村市町村 放映日放映日放映日放映日（ＮＨＫ）（ＮＨＫ）（ＮＨＫ）（ＮＨＫ） 設置場所設置場所設置場所設置場所

9 バレーボール③ 丸岡体育館
2 陸上競技 福井県営陸上競技場

バレーボール② トリムパークかなづ体育館8 ２日目以降転換あり7 あわら市農業者トレーニングセンター 10月5日～8日 ●バレーボール① B W2,800×H700 12
10月5日～9日

●
●

10月5日～8日 B W2,800×H700B W2,800×H700B W2,800×H700少年男子 化繊布少年女子 坂井市10月5日～8日 あわら市● 成年男子10月5日～8日
【総合閉会式】10月9日

防球フェンスに取付防球フェンスに取付防球フェンスに取付防球フェンスに取付12 化繊布12
総合開会式総合閉会式 福井県営陸上競技場

化繊布
1 ●● - 福井市【総合開会式】9月29日
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看板デザイン一覧看板デザイン一覧看板デザイン一覧看板デザイン一覧

看板デザイン一覧看板デザイン一覧看板デザイン一覧看板デザイン一覧

■A_W5,400×H1,800mm

■B_W1,400×H350／W1,800×H450 ／W2,400×H600／W2,800×H700mm

■C_W1,400×H700mm



看板デザイン

会場レイアウト

看板展開案
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総合開会式総合開会式総合開会式総合開会式/総合閉会式総合閉会式総合閉会式総合閉会式
福井県営陸上競技場

総合開会式総合開会式総合開会式総合開会式/総合閉会式総合閉会式総合閉会式総合閉会式

日　程日　程日　程日　程 種　別種　別種　別種　別 市町村市町村市町村市町村 枚数枚数枚数枚数 看板素材看板素材看板素材看板素材 設置場所設置場所設置場所設置場所 設置方法設置方法設置方法設置方法 特記事項特記事項特記事項特記事項A W5,400×H1,800 1 木パネル/出力シート 第５入場口 自立 斜めに設置（入場後は壁面に寄せる）B W2,400×H600 12 木パネル/出力シート メインスタンド 梁に取付B W2,400×H600 7 木パネル/出力シート 第３コーナー付近 梁に取付B W2,400×H600 3 木パネル/出力シート 炬火台左手 梁に取付B W2,400×H600 3 木パネル/出力シート 炬火台右手 梁に取付【開会式】9月29日【閉会式】10月9日 - 福井市 分類・サイズ分類・サイズ分類・サイズ分類・サイズ
AAAA

BBBB

Ｂ_単独バナーW2,400×H600×12枚Ａ_コンポジットW5,400×H1,800×1枚Ｂ_単独バナーW2,400×H600×7枚
Ｂ_単独バナーW2,400×H600×3枚 Ｂ_単独バナーW2,400×H600×3枚



看板デザイン

会場レイアウト

看板展開案
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陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技
福井県営陸上競技場

陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技

AAAA

BBBB

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×12枚 Ａ_コンポジットW5,400×H1,800×1枚Ｂ_単独バナーW2,400×H600×7枚Ｂ_単独バナーW2,400×H600×7枚Ｂ単独バナー
W2,400×H600×7枚

日　程日　程日　程日　程 種　別種　別種　別種　別 市町村市町村市町村市町村 枚数枚数枚数枚数 看板素材看板素材看板素材看板素材 設置場所設置場所設置場所設置場所 設置方法設置方法設置方法設置方法 特記事項特記事項特記事項特記事項1 木パネル/出力シート 第５入場口 自立 壁面に寄せて設置12 木パネル/出力シート メインスタンド 梁に取付7 木パネル/出力シート ゴール手前 自立型（板面斜め） インフィールド7 木パネル/出力シート 第３コーナー付近 梁に取付　B W2,400×H600 7 木パネル/出力シート 第１コーナー付近 梁に取付福井市 　B W2,400×H60010月5日～9日 全種別 　B W2,400×H600　Ｂ W2,400×H600　Ａ W5,400×H1,800分類・サイズ分類・サイズ分類・サイズ分類・サイズ



看板デザイン

会場レイアウト

看板展開案
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水泳（競泳）水泳（競泳）水泳（競泳）水泳（競泳）
敦賀市総合運動公園プール

水水水水泳泳泳泳（（（（競競競競泳泳泳泳））））

BBBB

Ｂ_単独バナーW2,400×H600×12枚

プールサイドから50cm離す自立型（板面垂直）12 観客席側プールサイド木パネル/出力シート敦賀市 B W2,400×H6009月15日～17日 全種別



看板デザイン

会場レイアウト

看板展開案
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サッカーサッカーサッカーサッカー
テクノポート福井総合公園スタジアム

サッカーサッカーサッカーサッカー

BBBB

5m Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚5m

B W2,800×H700 3 木パネル/出力シート 東側ゴール左手 自立型（板面斜め） ゴールラインから5m離すB W2,800×H700 3 木パネル/出力シート 東側ゴール右手 自立型（板面斜め） ゴールラインから5m離すB W2,800×H700 3 木パネル/出力シート 西側ゴール左手 自立型（板面斜め） ゴールラインから5m離すB W2,800×H700 3 木パネル/出力シート 東側ゴール右手 自立型（板面斜め） ゴールラインから5m離す9月30日～10月1日・10月3日～4日 全種別 坂井市

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚
Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚 Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚



看板デザイン

会場レイアウト

看板展開案
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サッカーサッカーサッカーサッカー
丸岡スポーツランド/サッカー場

サッカーサッカーサッカーサッカー

BBBB

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚

サッカー場東側コートサイド/通路向かって左サッカー場東側コートサイド/通路向かって右B W2,800×H700 手摺から吊手摺から吊3 化繊布B W2,800×H7009月30日～10月1日・10月3日～4日 化繊布坂井市 3全種別

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚



看板デザイン

会場レイアウト

看板展開案
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ホッケーホッケーホッケーホッケー
越前町営朝日総合運動場

ホッケーホッケーホッケーホッケー

BBBB

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚

B W2,800×H700 3 化繊布 Ａコート南側ゴール左側 フェンスに取付B W2,800×H700 3 化繊布 Ａコート南側ゴール右側 フェンスに取付B W2,800×H700 3 化繊布 Ａコート北側ゴール左側 フェンスに取付B W2,800×H700 3 化繊布 Ａコート北側ゴール右側 フェンスに取付10月4日～8日 全種別 越前町

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚 Ｂ_単独バナーW2,800×H700×3枚



看板デザイン

会場レイアウト

看板展開案
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バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール
あわら市農業者トレーニングセンター

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

【初日】 【２⽇目以降】

【初日】

【２⽇目以降】

BBBB

初日：ステージ右側コート/各コートエンド２日目以降：コートサイド客席手前初日：ステージ左側コート/各コートエンド２日目以降：各コートエンド客席手前10月5日～8日 W2,800×H700W2,800×H700 防球フェンスに取付化繊布B 防球フェンスに取付成年男子 あわら市 6B ２日目以降：中央にスペースをとる6 化繊布

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×6枚

Ｂ_単独バナーW2,800×H700×6枚




