
平成２６年度大会結果 

三重県高等学校剣道春季大会 

 

男子団体 女子団体 

優 勝 三重高等学校 津西高等学校 

準優勝 鈴鹿高等学校 鈴鹿高等学校 

第３位 
津田学園高等学校 津田学園高等学校 

津西高等学校 三重高等学校 

ベスト８ 

木本高等学校 皇學館高等学校 

桑名高等学校 宇治山田商業高等学校 

松阪高等学校 桑名高等学校 

皇學館高等学校 松阪高等学校 

 

最優秀選手 金子 太一 （三重） 笹之内ゆき （津西） 

優秀選手 

三好 俊成（三重） 瀬川 未森（津西） 

杉本 竣作 （鈴鹿） 井上 夏子 （鈴鹿） 

西倉 浩樹 （津田学園） 太田 優花 （津田学園） 

玉置 亮太 （津西） 濱口 紀子 （三重） 

奥地 祐介 （木本） 草深 遥香 （皇學館） 

近藤 祐介 （桑名） 伊藤 香絵 （宇治山田商業） 

豊田 聖輝 （松阪） 長谷川 緑 （桑名） 

早川 雄斗  （皇學館） 萩野 咲良  （松阪） 

 

  



三重県高等学校総合体育大会剣道競技 

  
男子団体 女子団体 

優 勝 全国・東海出場 三重高等学校 鈴鹿高等学校 

準優勝 

東海大会出場 

鈴鹿高等学校 皇學館高等学校 

第３位 
津西高等学校 津田学園高等学校 

いなべ総合学園高等学校 津西高等学校 

ベスト８ 
 

皇學館高等学校 桑名高等学校 

松阪高等学校 三重高等学校 

木本高等学校 宇治山田商業高等学校 

桑名高等学校 松阪高等学校 

 

  

男子個人 女子個人 

優勝 
全国・東海出場 

三好 俊成 （三重） 舩見菜々子（皇學館） 

準優勝 沖中  操 （尾鷲） 井上  夏子（鈴鹿） 

３位 

東海大会出場 

吉岡 海斗 （津田） 奥岩 悠花 （鈴鹿） 

西  晃司 （津田） 笹之内ゆき （津西） 

ベスト８ 

中森晃太郎 （津工業） 前田 実穂 （津田） 

和手 祐樹 （木本） 長田 いずみ（三重） 

奥地 祐介 （木本） 辻井菜乃香 （津田 

 

 

  



三重県高等学校剣道１年生大会 

優 勝 嶌田 和希 三重 長田 いずみ 三重 

準優勝 西村 永亮 三重 國樹 杏梨 三重 

第３位 
森川 将史 津西 新居 未雪 三重 

早川 雄斗 皇學館 後岡 那月 三重 

ベスト８ 

中山 雄矢 川越 高田 真奈 津西 

岩出 和樹 津西 森岡 香帆 尾鷲 

松岡 達彦 三重 松田 愛香 いなべ総合 

中村 文哉 三重 大野 葉音 津 

 
男子Ⅱ部 女子Ⅱ部 

優 勝 小井 碧紫 四日市工 伊藤 彩 四日市 

準優勝 清水 康平 亀山 田尻 麻彩 いなべ総合 

第３位 
鵜飼 健 松阪 長瀬 莉奈 神戸 

鈴木 毅 海星 東福 桃永 桑名 

 

  



三重県高等学校剣道秋季大会 

 

男子団体 女子団体 

優 勝 三重高等学校 高田学園高等学校 

準優勝 鈴鹿高等学校 鈴鹿高等学校 

第３位 
皇學館高等学校 四日市高等学校 

高田高等学校 津西高等学校 

ベスト８ 

尾鷲高等学校 津田学園高等学校 

津田学園高等学校 いなべ総合学園高等学校 

いなべ総合学園高等学校 皇學館高等学校 

津西高等学校 桑名高等学校 

 

 

男子個人 女子個人 

優勝 山下 大地（尾鷲） 川村 ゆり（皇學館） 

準優勝 沖中 操 （尾鷲） 笹之内ゆき（津西） 

第３位 
井上 夢斗（皇學館） 喜多 彩未（松阪） 

嶌田 和希 （三重） 松本 夕花 （津田） 

ベスト８ 

立嶋 大雅 （木本） 金児 恵里佳（津西） 

米本 航 （いなべ総合） 金子 祐弓（高田） 

中島 惇兵（津田） 光野 円（いなべ総合） 

（鈴鹿） 後藤有里子（三重） 

 

 

  



三重県高等学校剣道新人大会 

  
男子団体 女子団体 

優 勝 
全国選抜・東海

選抜出場 
三重高等学校 津田学園高等学校 

準優勝 

東海選抜出場 

鈴鹿高等学校 三重高等学校 

第３位 
尾鷲高等学校 桑名高等学校 

津田学園高等学校 鈴鹿高等学校 

ベスト８ 

津西高等学校 津西高等学校 

いなべ総合学園 

高等学校 
松阪高等学校 

高田高等学校 高田高等学校 

皇學館高等学校 皇學館高等学校 

 

 
男子個人 女子個人 

優勝 和田 吉勝 （皇學館） 國樹 杏梨 （三重） 

準優勝 嶌田 和希 （三重） 笹之内ゆき （津西） 

３位 
真井 康光 （尾鷲） 喜多 彩未 （松阪） 

山下 大地 （尾鷲） 北川 幹菜 （皇學館） 

ベスト８ 

沖中 操  （尾鷲） 川村 ゆり （皇學館） 

米本 航   （いなべ総合） 萩野 咲良 （松阪） 

有田 昂平（宇治山田商） 髙木 愛玖（津西） 

安田 澪司（いなべ総合） 後藤有里子（三重） 

 

  



東海高等学校総合体育大会 剣道競技 

 

男子団体の部 第３位 三重高等学校 

      

男子個人の部 優勝 三好 俊成選手（三重） 

 

女子個人の部 第５位 船見 菜々子選手（皇學館） 

 

 


