
平成２３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 鈴鹿工業高等専門学校 

準優勝 津田学園高等学校 三重高等学校 

第３位 
高田高等学校 高田高等学校 

津西高等学校 松阪高等学校 

ベスト８ 

桑名高等学校 白子高等学校 

皇學館高等学校 津西高等学校 

松阪高等学校 いなべ総合学園高等学校 

いなべ総合学園高等学校 尾鷲高等学校 

 

 男子 女子 

最優秀選手 伊藤 千晃 （三重） 小林 美貴 （鈴専） 

優秀選手 

田中 祐太朗 （三重） 川端 香澄 （鈴専） 

田中 孝賢 （津田） 坂口 絵梨華 （三重） 

紀平 航佑 （高田） 中山 咲 （高田） 

山本 純平 （津西） 中西 夏希 （松阪） 

水谷 燿大 （桑名） 栗本 裕子 （白子） 

岩崎 圭佑 （皇學館） 宮崎 遥香 （津西） 

藤永 孝彦 （松阪） 下田 貴実華 （いなべ） 

金森 壮摩 （いなべ） 髙山 緑 （尾鷲） 

 

  



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 
鈴鹿工業高等専門

学校 

準優勝 

東海大会出場 

津田学園高等学校 高田高等学校 

第３位 
津西高等学校 白子高等学校 

高田高等学校 津田学園高等学校 

ベスト８  

松阪高等学校 尾鷲高等学校 

皇學館高等学校 津西高等学校 

鈴鹿工業高等専門

学校 
松阪高等学校 

いなべ総合学園高

等学校 

いなべ総合学園高等

学校 

 

  男子個人 女子個人 

優勝 
全国・東海出場 

井上 諒 （三重） 坂口 恵梨華 （三重） 

準優勝 伊藤 千晃 （三重） 北川 桃子 （鈴鹿） 

３位 

東海大会出場 

紀平 航佑 （高田） 玉置 彩 （高田） 

大西 卓也 （鈴鹿） 中西 夏希 （松阪） 

ベスト８ 

田中 孝賢 （津田） 廣瀬 由佳 （白子） 

野地本 渓 （皇學館） 倉田 笑里 （三重） 

藤永 貴彦 （松阪） 伊藤 明 （白子） 

丹羽 悠介 （三重） 鈴木 美佐子 （三重） 

 

  



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 久米 孝和 高田 大村 美星 三重 

準優勝 橋本 伊織 津西 北川 桃子 鈴鹿 

第３位 
内山 朋大 いなべ 山中 さほ 山商 

上野 祥太郎 高田 奥村 未希 三重 

ベスト

８ 

山川 大智 津田 田中 麻友 四日市 

牧野 拓馬 いなべ 佐藤 夏帆 松阪 

山本 憲都 名張西 藤田 莉穂 津 

服部 知弥 高田 森 美菜子 いなべ 

 

 男子 無段の部 女子 無段の部 

優 勝 伊藤 拓也 津田 佐藤 暖 川越 

準優勝 渡部 勝太 津田 浦 安衣香 暁 

第３位 
村松 颯也 白山 北村 佳奈子 松工 

加藤 佑基 四日市 吉田 優唯 暁 

 

  



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 三重高等学校 

準優勝 津西高等学校 津西高等学校 

第３位 
名張西高等学校 宇治山田商業高等学校 

皇學館高等学校 白子高等学校 

ベスト８ 

鈴鹿工業高等専門学校 四日市高等学校 

松阪高等学校 鈴鹿工業高等専門学校 

高田高等学校 津田学園高等学校 

津田学園高等学校 久居農林高等学校 

 

 男子 女子 

最優秀選手 土江 一輝 （三重） 後藤 万知子 （三重） 

優秀選手 

上地 由泰 （三重） 大村 美星 （三重） 

西田 健悟 （津西） 矢賀 愛 （津西） 

有村 和貴 （名張西） 山中 さほ （山商） 

舩見 宗樹 （皇學館） 栗本 裕子 （白子） 

植谷 拓斗 （鈴専） 田中 麻友 （四日市） 

奥川 晶隆 （松阪） 川端 香澄 （鈴専） 

紀平 航佑 （高田） 中島 奈々美 （津田） 

古池 將泰 （津田） 稲森 有理佳 （久農林） 

  



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 津西高等学校 

準優

勝 

 

皇学館高等学校 津田学園高等学校 

第３位 
松阪高等学校 いなべ総合学園高等学校 

津田学園高等学校 鈴鹿工業高等専門学校 

ベスト

８ 

尾鷲高等学校 三重高等学校 

津西高等学校 鈴鹿高等学校 

高田高等学校 四日市高等学校 

鈴鹿工業高等専門学校 久居農林高等学校 

 

 男子個人 女子個人 

優勝 浜口 直己 （三重） 鹿井 美奈 （白子） 

準優勝 和田 季純 （三重） 大村 美星 （三重） 

３位 
尾上 武聡 （皇學館） 後藤 万知子 （三重） 

土江 一輝 （三重） 小川 詩織 （三重） 

ベスト８ 

小坂 智也 （いなべ） 金児 啓衣 （高田） 

紀平 航佑 （高田） 山本 綾乃 （亀山） 

上野 祥太郎 （高田） 山中 さほ （山商） 

増田 泰久 （桑名） 伊藤 祥夏 （津西） 

 

  



東海高等学校総合体育大会 剣道競技 

女子個人の部  

第５位 坂口 絵梨華 選手 （三重） 

 

男子団体の部 

第５位 三重高等学校 

      

   

全国高等学校総合体育大会 剣道競技 

男子個人の部  

第５位 井上 諒 選手 （三重）  優秀選手賞 受賞      

 


