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◆国体パートナー（5）
・三井住友海上火災保険株式会社 ・株式会社ローソン

・アシックスジャパン株式会社 ・ミズノ株式会社

・大塚製薬株式会社

◆大会特別協賛（1）
・大同生命保険株式会社

◆オフィシャルスポンサー（6）
・株式会社福井新聞社 ・福井テレビジョン放送株式会社

・福井放送株式会社 ・福井県信用金庫協会

・西日本電信電話株式会社 ・大和証券株式会社

◆オフィシャルサポーター（45）
・セーレン株式会社 ・株式会社福井銀行

・アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 ・株式会社アイビックス

・株式会社アスピカ ・株式会社エイチアンドエフ

・エル・ローズグループ ・株式会社オーイング

・ONODANIグループ ・清酒梵醸造元合資会社加藤吉平商店

・関西電力株式会社 ・清川メッキ工業株式会社

・株式会社熊谷組 ・小林化工株式会社

・サカイオーベックス株式会社 ・株式会社シャルマン

・信越化学工業株式会社武生工場 ・株式会社SHINDO

・敦賀海陸運輸株式会社 ・轟産業株式会社

・日華化学株式会社 ・株式会社日本ピーエス

・株式会社ネスティ ・一般社団法人福井県建設業協会

・福井県JAグループ ・福井県民生活協同組合

・福井コンピュータグループ ・フクイタテアミ・イーゲートグループ

・福井鐵工グループ ・福井鋲螺株式会社

・フクビ化学工業株式会社 ・株式会社福邦銀行

・株式会社PLANT ・株式会社法美社

・株式会社北陸銀行 ・北陸電力株式会社

・前田工繊株式会社 ・株式会社マルツ電波

・三谷商事株式会社 ・三谷セキサン株式会社

・ミツヤ・ニシヤマグループ ・村田製作所グループ

・株式会社UACJ ・株式会社ヨコブリシ

・株式会社イシワタ

◆オフィシャルサプライヤー（26）
・福井トヨタ自動車株式会社 ・福井トヨペット株式会社

・トヨタカローラ福井株式会社 ・ネッツトヨタ福井株式会社

・公益社団法人福井県バス協会 ・社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会

・上屋敷工業株式会社 ・株式会社スズキ自販北陸

・ 日本酪農協同株式会社 ・京福商事株式会社

・株式会社西村プレシジョン ・福井県織物工業組合

・トータルネット株式会社 ・全国マツダ労働組合連合会

・岩谷産業株式会社 ・公益社団法人日本フラワーデザイナー協会

・株式会社城山 ・日本郵便株式会社北陸支社

・福井シード株式会社 ・JAIFA福井県協会

・カバヤ食品株式会社 ・日本マクドナルド株式会社

・シンテイ警備株式会社 ・株式会社ハチバン

・ヤマト運輸株式会社 ・アピタ福井大和田店

◆大会協力企業（26）
・福井県内郵便局 ・国際ソロプチミスト福井

・株式会社ルイ高 ・オリオン電機株式会社

・農林中央金庫 ・株式会社ウィルパックニシヤマ

・福井ジャムおじさんの会 ・福井ヤクルト販売株式会社

・一般社団法人福井県トラック協会 ・医療法人寿人会木村病院

・若狭塗箸協同組合 ・学校法人福井仁愛学園

・藤田製本印刷株式会社 ・北陸綜合警備保障株式会社

・株式会社サンモニター ・一般社団法人福井県LPガス協会

・ゼット株式会社 ・株式会社ホームセンターみつわ

・株式会社栄太楼 ・株式会社甘泉堂

・亀屋製菓株式会社 ・株式会社五月ヶ瀬

・マエダセイカ株式会社 ・厚生会グループ

・ハピリン ・レンゴー労働組合

協賛企業・団体　大会特別協賛一覧（敬称略）
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・セーレン株式会社 ・株式会社福井銀行
・アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 ・株式会社アイビックス
・株式会社アスピカ ・株式会社エイチアンドエフ
・エル・ローズグループ ・株式会社オーイング
・ONODANIグループ ・関西電力株式会社
・清川メッキ工業株式会社 ・株式会社熊谷組
・厚生会グループ ・小林化工株式会社
・サカイオーベックス株式会社 ・株式会社シャルマン
・信越化学工業株式会社武生工場 ・株式会社SHINDO
・清酒梵醸造元合資会社加藤吉平商店 ・敦賀運陸運輸株式会社
・轟産業株式会社 ・日華化学株式会社
・株式会社日本ピーエス ・株式会社ネスティ
・一般社団法人福井県建設業協会 ・福井県JAグループ
・福井県信用金庫協会 ・福井県民生活協同組合
・福井コンピュータグループ ・株式会社福井新聞社
・フクイタテアミ・イーゲートグループ ・福井鐵工グループ
・福井テレビジョン放送株式会社 ・福井鋲螺株式会社
・福井放送株式会社 ・フクビ化学工業株式会社
・株式会社福邦銀行 ・株式会社PLANT
・株式会社法美社 ・株式会社北陸銀行
・北陸電力株式会社 ・前田工繊株式会社
・株式会社マルツ電波 ・三谷商事株式会社
・三谷セキサン株式会社 ・ミツヤ・ニシヤマグループ
・村田製作所グループ ・株式会社UACJ
・AOIホールディングス株式会社 ・株式会社秋吉グループ本部
・株式会社アタゴ ・学校法人天谷学園
・石黒建設株式会社 ・株式会社一本義久保本店
・伊藤電機設備株式会社 ・井上商事株式会社
・宇野酸素株式会社 ・ウラセグループ
・栄月株式会社 ・永和建設工業株式会社
・江守商事株式会社 ・大阪福井県人会
・オカモト鐵工株式会社 ・株式会社奥井海生堂
・株式会社カズマ ・株式会社勝木書店
・株式会社カツクラ ・技建工業株式会社
・木下鉄工株式会社 ・ギャレックス株式会社
・共同コンピュータ株式会社 ・京福バス株式会社

・有限会社幸伸食品 ・税理士法人合同経営会計事務所
・黒龍酒造株式会社 ・株式会社コバード
・協同組合ゴールドショッピングセンター ・坂川建設株式会社
・サカセ化学工業株式会社 ・株式会社サンワコン
・株式会社システム研究所 ・株式会社ジャクエツ
・新富産業株式会社 ・株式会社新内
・新日本海フェリー株式会社敦賀支店 ・生晃栄養薬品株式会社
・株式会社西友 ・星和ケミカル株式会社
・株式会社関組グループ ・第一織物株式会社
・第一ビニール株式会社 ・株式会社タッセイ
・田中建設・サンエー電機グループ ・株式会社帝国コンサルタント
・株式会社東急リゾートサービス ・東洋紡株式会社敦賀事業所
・株式会社ナカテック ・ニチコン大野株式会社
・ニチコン製箔株式会社富田工場 ・ニチコンワカサ株式会社
・公益財団法人日母おぎゃー献金基金 ・日東シンコー株式会社
・日本システムバンク株式会社 ・花山工業株式会社
・平野純薬株式会社 ・広撚株式会社
・福井エフエム放送株式会社 ・福井貨物自動車株式会社
・福井環境事業株式会社 ・福井ケーブルテレビ株式会社・さかいケーブルテレビ株式会社
・一般社団法人福井県医師会 ・福井県漁業協同組合連合会
・福井県骨材工業組合 ・福井県森林組合連合会
・福井県スポーツ用品協同組合 ・一般社団法人福井県トラック協会
・協同組合福井ショッピングモール ・福井中央魚市株式会社
・福井ビル管理株式会社 ・福井埠頭株式会社
・フクイボウ株式会社 ・福泉信用組合
・株式会社ふじや食品 ・フレッグ食品グループ
・株式会社平和堂 ・北陸労働金庫
・株式会社ホーコーズ ・株式会社松浦機械製作所
・丸市食品株式会社 ・株式会社三国
・株式会社ミタス ・美浜・五木ひろしマラソン実行委員会
・株式会社ミルコン ・村中建設株式会社
・株式会社八木熊 ・株式会社ヤスサキ・パリオCiTY
・安田蒲鉾株式会社 ・吉岡幸株式会社
・吉水建機株式会社

※多額の募金をいただいた方を掲載しています。
　このほか多くの企業・団体・個人の皆様にご協力いただいています。

募金者一覧（敬称略）
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