
平成２４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 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 
尾鷲高等学校 白子高等学校 

松阪高等学校 高田高等学校 

ベスト８ 

鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿工業高等専門学校 

高田高等学校 四日市高等学校 

木本高等学校 久居農林高等学校 

いなべ総合学園高等学校 いなべ総合学園高等学校 

 

 男子 女子 

最優秀選手 浜口 直己 （三重） 小川 詩織 （三重） 

優秀選手 

和田 季純（三重） 大村 美星（三重） 

岩崎 圭佑（皇學館） 中嶋 菜々美 （津田） 

小川 大貴 （尾鷲） 伊藤 直（白子） 

奥川 晶隆 （松阪） 玉置 彩 （高田） 

藤巻 高文（鈴専） 福重 友理 （鈴専） 

宮嶋 孝侑 （高田） 下田 暁子（四日市） 

向井 善紀 （木本） 稲田 あかり （久居農） 

金森 壮摩 （いなべ） 角田 美咲季（いなべ） 

 

  



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 白子高等学校 

準優

勝 
東海大会出場 

皇學館高等学校 津西高等学校 

第３位 
松阪高等学校 桑名高等学校 

高田高等学校 三重高等学校 

ベスト

８ 
 

いなべ総合学園高等学校 鈴鹿高等学校 

津西高等学校 宇治山田商業高等学校 

鈴鹿工業高等専門学校 皇學館高等学校 

尾鷲高等学校 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 

野地本 渓 （皇學館） 伊藤 祥夏 （津西） 

準優勝 和田 季純 （三重） 北川 桃子 （鈴鹿） 

３位 

東海大会出場 

吉岡 海斗 （津田） 後藤 万知子 （三重） 

増山 智之 （いなべ） 大村 美星 （三重） 

ベスト８ 

三好 俊成 （三重） 小川 詩織 （三重） 

川北 将秀 （津西） 西村 博美 （久農） 

藤巻 高文 （鈴専） 矢賀 愛 （津西） 

浜口 直己 （三重） 伊藤 恵 （鈴専） 

  



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 三好 俊成 三重 船見 菜々子 皇學館 

準優勝 松岡 佳輝 三重 阪井 真雪 鈴鹿 

第３位 
金子 太一 三重 野村 純花 津田 

中村 有希 鈴鹿 西川 依里 山商 

ベスト

８ 

濱 昌輝 尾鷲 北川 晴菜 鈴鹿 

杉本 竣作 鈴鹿 井上 夏子 鈴鹿 

西倉 浩樹 津田 櫻井 美和子 桑名 

澤井 俊哉 三重 與那嶺 好香 亀山 

 

 男子 無段の部 女子 無段の部 

優 勝 木村 亨 津田 田中 美波 神戸 

準優勝 清水 航平 伊勢 大西 智子 松工 

第３位 
松田 憲人 桑西 増田 温美 四日市 

西井 源記 伊勢 徳重 瞳 白鳳 

  



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 鈴鹿高等学校 

準優勝 高田高等学校 三重高等学校 

第３位 
鈴鹿高等学校 宇治山田商業高等学校 

松阪高等学校 高田高等学校 

ベスト８ 

津田学園高等学校 津田学園高等学校 

津西高等学校 松阪高等学校 

鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿工業高等専門学校 

桑名高等学校 皇學館高等学校 

 

 男子 女子 

優勝  尾上 武聡 （皇學館） 北川 桃子 （鈴鹿） 

準優勝 三好 俊成 （三重） 井上 夏子 （鈴鹿） 

第３位 
山口 茂敏 （桑名） 大村 美星 （三重） 

玉置 亮太 （津西） 阪井 真雪 （鈴鹿） 

ベスト８ 

牧野 拓馬 （いなべ） 森 美菜子 （いなべ） 

岩田 篤紀 （川越） 岡田 純奈 （名張西） 

内山 周哉 （津西） 芳村 咲那 （鈴鹿） 

中村 有希 （鈴鹿） 與那嶺 好香 （亀山） 

  



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 

 

木本高等学校 津西高等学校 

第３位 
鈴鹿高等学校 津田学園高等学校 

津西高等学校 宇治山田商業高等学校 

ベスト８ 

桑名高等学校 鈴鹿高等学校 

鈴鹿工業高等専門学校 皇學館高等学校 

高田高等学校 白子高等学校 

松阪高等学校 桑名高等学校 

 

 男子個人 女子個人 

優勝 三好 俊成 （三重） 大村 美星 （三重） 

準優勝 中島 悠斗 （三重） 北川 桃子 （鈴鹿） 

３位 
岩崎 公則 （皇學館） 井上 夏子 （鈴鹿） 

奥地 祐介 （木本） 辻井 菜々香 （津田） 

ベスト８ 

大西 悠真 （宇治山田） 西田 真唯 （皇學館） 

西倉 浩樹 （津田） 藤田 莉穂 （津） 

上野 祥太郎 （高田） 野村 飛鳥 （津田） 

尾上 武聡 （皇學館） 松下 ひかり （津西） 

 

  



東海高等学校総合体育大会 剣道競技 

男子個人の部  

第５位 三好 俊成 選手 （三重） 

第５位 野地本 渓 選手 （皇學館） 

 

男子団体の部 

第３位 皇學館高等学校 

 

女子団体の部 

第５位 三重高等学校 


