
平成２１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 鈴鹿工業高等専門学校 津田学園高等学校 

準優勝 いなべ総合学園高等学校 三重高等学校 

第３位 
尾鷲高等学校 上野高等学校 

皇學館高等学校 松阪高等学校 

ベスト８ 

高田高等学校 皇學館高等学校 

木本高等学校 久居農林高等学校 

三重高等学校 いなべ総合学園高等学校 

桑名高等学校 高田高等学校 

 

 男子 女子 

最優秀選手 伊藤 仁貴 （鈴鹿高専） 加藤 あい （津田） 

優秀選手 

鬼頭 知宏 （鈴鹿高専） 森 百合子 （津田） 

久留宮 翔輝 （いなべ） 中井 真愛 （三重） 

神原 俊介 （尾鷲） 水巻 英菜 （上野） 

井上 雄太郎 （皇學館） 森下 彰子 （松阪） 

野村 友樹 （高田） 橋本 葵 （皇學館） 

立嶋 太貴 （木本） 鎌倉 まどか （久居農林） 

井上 隼 （三重） 小坂 めぐみ （いなべ） 

近藤 真平 （桑名） 水沼 公実 （高田） 

 

  



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 いなべ総合学園高等学校 三重高等学校 

準優

勝 
東海大会出場 

皇學館高等学校 津田学園高等学校 

第３位 
尾鷲高等学校 白子高等学校 

鈴鹿工業高等専門学校 皇學館高等学校 

ベスト

８ 
 

三重高等学校 いなべ総合学園高等学校 

高田高等学校 高田高等学校 

木本高等学校 鈴鹿工業高等専門学校 

津西高等学校 松阪高等学校 

 

  男子個人 女子個人 

優勝 全国・東

海出場 

小川 祐 （三重） 赤坂 泉美 （三重） 

準優勝 久留宮 翔輝 （いなべ） 中井 真愛 （三重） 

３位 

東海大会

出場 

井上 隼 （三重） 丹羽 愛子 （三重） 

阪井 燿 （皇學館） 大村 春奈 （三重） 

ベスト８ 

伊藤 仁貴 （鈴専） 森下 彰子 （松阪） 

福井 健太 （皇學館） 荻野 明日香 （三重） 

一柳 岳 （三重） 上之郷 友紀 （三重） 

藤田 秀登 （皇學館） 
小坂 めぐみ  

（いなべ） 

 

  



三重県高等学校剣道１年生大会 

男子 有段の部 女子 有段の部 

優 勝 井上 諒 三重 田中 愛 鈴鹿高専 

準優勝 田中 祐太郎 三重 坂口 恵梨華 三重 

第３位 
大西 伸吾  皇學館 鳥谷 麻美 松阪 

堀江 優太  皇學館 藤巻 麻衣子 津田 

ベスト

８ 

萩尾 勇介 津田 鈴木 美佐子 三重 

藤井 秀成 津田 加藤 千尋 鈴鹿高専 

西村 諒 松阪工 玉置 里衣 津田 

山本 純平 津西 池田 遥香 松阪工 

 

男子 無段の部  女子 無段の部 

優 勝 坂口 拓也 木本 埜本 香里 日生一 

準優勝 池山 駿 伊勢工 奥山 とき 伊勢学 

第３位 
大津 卓磨 神戸 原 こずえ 川越 

赤沢 征一郎 日生一 橋爪 杏奈 山商 

 

  



三重県高等学校剣道秋季大会 

 男子団体 女子団体 

優 勝 皇學館高等学校 三重高等学校 

準優勝 三重高等学校 皇學館高等学校 

第３位 
津田学園高等学校 鈴鹿工業高等専門学校 

鈴鹿工業高等専門学校 いなべ総合学園高等学校 

ベスト８ 

高田高等学校 白子高等学校 

津西高等学校 松阪高等学校 

いなべ総合学園高等学校 高田高等学校 

松阪高等学校 津田学園高等学校 

 

 男子 女子 

最優秀選手 藤田 秀登 （皇學館） 萩野 明日香 （三重） 

優秀選手 

前川 祐志 （皇學館） 上野 愛加 （三重） 

丹羽 悠介 （三重） 河北 あずさ （皇學館） 

稲葉 大地 （津田） 加藤 千尋 （鈴鹿高専） 

草分 剛瑠 （鈴鹿高専） 小坂 めぐみ （いなべ） 

中澤 諒 （高田） 川上 菜摘 （白子） 

細井 健人 （津西） 波田 亜香里 （松阪） 

西井 一馬 （いなべ） 中野 みき （高田） 

服部 壮汰 （松阪） 伊藤 茜 （津田） 

  



三重県高等学校剣道新人大会 

  男子団体 女子団体 

優 勝 全国選抜出場 三重高等学校 三重高等学校 

準優勝 

 

皇學館高等学校 津田学園高等学校 

第３位 
いなべ総合学園高等学校 いなべ総合学園高等学校 

高田高等学校 白子高等学校 

ベスト８ 

松阪工業高等学校 松阪高等学校 

津田学園高等学校 鈴鹿工業高等専門学校 

津西高等学校 皇學館高等学校 

桑名高等学校 高田高等学校 

 

 男子個人 女子個人 

優勝 小川 祐 （三重） 大村 春奈 （三重） 

準優勝 服部 壮汰 （松阪） 豊田 かれん （皇學館） 

３位 
多賀 弘貴 （松阪） 藤巻 麻衣子 （津田） 

阪井 耀 （皇學館） 田中 愛 （鈴専） 

ベスト８ 

藤田 秀登 （皇學館） 川合 朋実 （三重） 

糸山 真郷 （いなべ） 荻野 明日香 （三重） 

萩尾 勇介 （津田） 福堀 愛 （皇學館） 

神原 俊介 （尾鷲） 鈴木 美佐子 （三重） 

 

  



東海高等学校総合体育大会剣道競技  

男子個人の部  

優 勝 久留宮 翔輝 選手 （いなべ総合） 

第５位 一 柳   岳  選手 （三重） 

 

男子団体の部 

第５位 いなべ総合学園高校 

第５位 皇學館高等学校 

 

女子団体の部  

第５位 三重高等学校 

 


