
活動報告

2009年度（平成21年度）

5月 西播大会（県総体予選） 男子個人　3位　　位田元基

女子個人　ベスト8　大垣理恵

女子団体　3位（大垣、吉田、谷口、藤尾、石井）

6月 県総体 女子団体　ベスト16

男子団体　ベスト32

8月 第30回三楽練成剣道大会 男子団体　ベスト8　（河村・倉元・大牧）

優秀選手賞　倉元鮎紀

8月 県民大会 男子団体　ベスト32

9月 西播磨大会　 男子団体　第5位　倉元・高島・大牧・河村・須鎗

10月 西播新人大会（県新人予選）　 男女団体　共にベスト8　（県新人大会出場）

11月 県新人大会　 9

12月 第31回三楽練成剣道大会　 男子個人　二・参段の部　ベスト8　河村知範

男子団体　ベスト8　（倉元・須鎗・大牧）

優秀選手　河村知範

3月 第32回三楽練成剣道大会 男子個人　段外の部　優勝　福井拓也

優秀選手　大牧佳浩

2010年度（平成22年度）

5月 西播大会（県総体予選） 男女団体、共にベスト8（県大会出場）

男子個人　河村知範　ベスト16（県大会出場）

女子個人　大垣志穂　ベスト16（県大会出場）

6月 県総体 男子団体　ベスト32

8月 第33回三楽練成剣道大会 女子段外の部　優勝　堀尾真希

男子初段の部　第3位　福井拓也

優秀選手賞　堀尾真希

9月 西播磨剣道大会 参加

10月 西播新人大会（県新人予選）　 個人戦　男子　大牧佳浩　第3位（県大会出場）

団体戦　男女とも県大会出場権獲得

11月 播但剣道大会　参加

11月 県新人大会 女子個人・男子団体戦（ベスト16位）

男子個人・女子団体戦　参加

12月 第34回三楽練成剣道大会 男子個人　初段の部　福井拓也　第8位

男子団体　倉元・三木・大牧組　優勝！

優秀賞　三木健太

3月 天理大学剣道部主催剣道大会 男女とも惜しくも予選リーグ突破できず

2011年度（平成23年度）

4月 西播大会(県総体予選) 男子個人　大牧佳浩・倉元鮎紀　ベスト8

県大会出場権獲得

女子団体　ベスト8

女子個人　大垣志穂　ベスト8

県大会出場権獲得

5月 姫路市民大会



6月 県総体　 女子団体2回戦須磨学園に敗れる。

男子団体2回戦報徳に惜敗。

個人　男子　倉元鮎紀　3回戦進出

女子　大垣志穂　4回戦進出　　ベスト32

8月 第36回三楽錬成剣道大会 女子個人　弐・参段の部　第3位　大垣志穂

優秀選手賞　大垣志穂

8月 県民大会 女子団体　第5位  　（長谷川・秋村・髙木・延澤・大垣）

　21年ぶりの入賞！

10月 西播新人大会(県新人予選) 女子団体　3位

男子団体も県大会出場権獲得

女子個人　大垣志穂　ベスト16（県大会出場権獲得）

男子個人　三木健太　ベスト16（県大会出場権獲得）

11月 県新人大会 女子個人　大垣志穂　ベスト16

男子団体　2回戦進出

女子団体　5回戦進出　ベスト8（第5位獲得）

　33年ぶりの快拠！

優秀選手賞　大垣志穂

12月 第37回三楽剣道大会 女子個人　参段の部　大垣　志穂　優勝

女子団体　Aチーム　三位

3月 第38回三楽剣道大会 女子個人　参段の部　秋村　萌・長谷川琴美　ベスト16

2012年度（平成24年度）

4月 西播大会(県総体予選) 男子個人　三木健太　ベスト8（県大会出場権獲得！）

女子団体　優勝　（32年ぶりの快挙！！）

女子個人　大垣志穂　ベスト16（県大会出場権獲得）

男子団体　2回戦敗退

5月 姫路市民大会 男子団体2回戦敗退

6月 県総体 男子個人　大塚裕斗・三木健太2回戦敗退

女子団体　3回戦進出

男子団体　1回戦敗退

8月 第39回三樂錬成剣道大会 女子個人　弐・参段の部

準優勝　秋村　萌

女子個人　初段の部

準優勝　渡邉　響・　3位　中村美穂

優秀選手賞　秋村　萌

8月 県民大会 女子団体　5位　（2年連続）

（中村優・太田奈・長谷川・秋村・延澤）

10月 西播新人大会(県新人予選) 女子団体　3位　

（中村優・太田奈・長谷川・秋村・延澤）

女子個人　長谷川琴美　ベスト8

男子　団体　県大会出場権獲得！

12月 第1回西播高校剣道錬成大会 女子団体　優勝！

（中村優・中村美・長谷川・秋村・延澤）

12月 第40回三樂錬成剣道大会 男子　段外の部　三輪耕大　3位

女子　初段の部　渡邉　響　優勝・藤後美咲　準優勝



2013年度（平成25年度）

5月 西 播 大 会 女子団体 　3位!!

女子個人 準優勝 長谷川琴美

男女団体 　 男子個人2名 　女子個人4名 　 県総体出場!!

５月 姫路市民大会 女子団体 準優勝!!

８月 第42回三樂錬成剣道大会 女子個人 弐・参段の部 　3位 中村優伽

優秀選手賞 井奥裕太

１０月 西播新人大会 女子団体試合　第３位

女子個人試合　ベスト１６中村優伽

11月 県新人大会 男子団体試合　１回戦

女子団体試合　３回戦

女子個人試合　中村優伽　２回戦

１２月 西播高等学校剣道錬成大会 女子団体 準優勝!!

１月 第43回三樂錬成剣道大会 女子個人 弐・参段の部 　3位 中村優伽

優秀選手賞 中村優伽 

３月 第44回三樂錬成剣道大会 男子個人 段外の部 準優勝 岡 利成

男子個人 初段の部 　3位 井奥裕太

優秀選手賞 酒井大地

2014年度（平成26年度）

5月 西 播 大 会 男子団体 ベスト8　女子団体 ベスト8

女子個人 中村優伽 ベスト16　渡邉　響　ベスト16

男女団体　男子個人1名　女子個人3名　県総体出場!!

５月 姫路市民大会 女子団体 準優勝!!

6月 県総体 男子団体試合　１回戦

女子団体試合　３回戦

男子個人試合　ベスト１６　酒井大地

女子個人試合　３回戦　中村優伽　渡邉響　藤後美咲

８月 第45回三樂錬成剣道大会 女子個人　弐・参段の部　植田麻寛　第3位!! 

男子個人　段外の部　黒田一真　準優勝!! 

１０月 西播新人大会 女子団体 　3位!! 

女子個人 ベスト16 植田麻寛　　県新人大会出場!!

男女団体　　県新人大会出場!!

１１月 県新人大会 女子団体　２回戦敗退

男子団体　２回戦敗退

女子個人　２回戦敗退

３月 第47回三樂錬成剣道大会 優秀選手賞 岡 利成

2015年度（平成27年度）

4月 西 播 大 会 女子団体　１回戦敗退

男子団体　１回戦敗退

男女団体　男子個人1名　女子個人1名　県総体出場!!

５月 姫路市民大会 男女団体　1回戦敗退

6月 県総体 女子個人　嶋澤美咲季　　１回戦敗退



男子個人　井奥裕太　　　１回戦敗退

男女団体　　　　　　　　２回戦敗退

8月 県民大会

８月 第48回三樂錬成剣道大会

１０月 西播新人大会

11月 県新人大会

１２月 西播高等学校剣道錬成大会

１月 第49回三樂錬成剣道大会

３月 第50回三樂錬成剣道大会

2016年度（平成28年度）

4月 西 播 大 会 女子団体　ベスト８

５月 姫路市民大会 男子団体　1回戦　女子団体　第4位

6月 県総体 女子団体　ベスト16

男子個人　辰本憲哉　２回戦　

女子個人　松本菜々夏　１回戦　  

8月 県民大会 女子団体　3回戦

８月 第51回三樂錬成剣道大会 女子団体　ベスト8　　優秀選手賞　山本藍莉

１０月 西播新人大会 女子団体　第３位　県大会出場

11月 県新人大会 女子団体　２回戦敗退

１２月 西播高等学校剣道錬成大会 女子団体　第３位

男子団体　第６位

１月 第52回三樂錬成剣道大会 女子団体　ベスト８

女子個人　三木　彩　ベスト８　優秀選手賞　三木　彩

３月 檜交杯争奪高校剣道大会 女子団体　ベスト８

３月 第53回三樂錬成剣道大会 優秀選手賞　三木　彩

2017年度（平成29年度）

４月 姫路市民大会 男子団体　準優勝

女子団体　第３位

4月 西 播 大 会 女子団体　ベスト８

女子団体　県大会出場　

女子個人　川上稚紘　　３回戦敗退

　　　　　三木　彩　　４回戦敗退　ベスト１６

　　　　　　　　　　　川上・三木　県大会出場

男子個人　辰本憲哉　　２回戦敗退

6月 県総体 女子個人　川上稚紘　　２回戦敗退

　　　　　三木　彩　　３回戦敗退

女子団体　　　　　　　１回戦敗退

8月 県民大会 女子団体　　　　　　　　３回戦敗退（ベスト３２）

８月 第54回三樂錬成剣道大会 男子団体　　　　　　　　２回戦敗退

女子団体　　　　　　　　３回戦敗退（ベスト８）

優秀選手賞　辰本憲哉

１０月 西播新人大会 女子団体　第３位　県大会出場

男子個人　辰本ベスト16　県大会出場



女子個人　三木ベスト16　県大会出場

11月 県新人大会 女子団体　２回戦敗退

男子個人　辰本1回戦

女子個人　三木1回戦

１２月 西播高等学校剣道錬成大会 男子団体　第３位

１月 第55回三樂錬成剣道大会 優秀選手賞　辰本憲哉

３月 第56回三樂錬成剣道大会 女子個人　三木ベスト８

男子団体　第3位

女子団体　第3位

優秀選手賞　三木　彩

2018年度（平成30年度）

４月 姫路市民大会

4月 西 播 大 会 男子団体　1回戦

女子団体　2回戦

女子団体　県大会出場　

6月 県総体 女子団体　2回戦

8月 県民大会 男子団体　２回戦

女子団体　２回戦

８月 第57回三樂錬成剣道大会 男子団体　３回戦

女子団体　１回戦

男子個人　本間翔貴　３回戦

松下　１回戦

女子個人　眞島理帆　１回戦

優秀選手賞　松下嘉成

１０月 西播新人大会 男子個人　松下嘉成　２回戦　　本間翔貴　３回戦

女子個人　眞島理帆　１回戦

１２月 西播高等学校剣道錬成大会 男子団体　予選リーグ２位

女子団体　予選リーグ２位

１月 加古川市長杯高等学校剣道大会　 男子団体　予選リーグ２位

女子団体　予選リーグ３位

１月 第58回三樂錬成剣道大会 男子個人　松下嘉成　ベスト８

男子団体　ベスト１６

女子団体　１回戦

優秀選手賞　松下嘉成

３月 第59回三樂錬成剣道大会 男子個人　本間翔貴　２回戦

男子団体　１回戦

女子団体　１回戦

優秀選手賞　本間翔貴

2019年度（平成31年度　令和元年度）

 ５月 西播高等学校剣道大会 男子個人　本間1回戦　播磨1回戦　松下2回戦

女子個人　眞島2回戦　東本3回戦

男子団体　１回戦　姫路１－４姫路南

　　　       敗者復活　姫路２－３淳心



女子団体　２回戦　姫路２－１播磨　　　　ベスト８

　　       　県総体女子団体出場！！　　 

 ５月 姫路市民体育大会(剣道の部) 男子団体　１回戦　姫路０－５神港学園

女子団体　２回戦　姫路０－２姫路東　 

 ６月 兵庫県高等学校剣道大会 女子団体　２回戦　姫路０－４三木

 ８月 兵庫県民大会 男子団体　１回戦　姫路１－４敬明

 ８月 第60回記念三樂錬成剣道大会 男子個人 段外の部　播磨 ベスト８

　　       弐参段の部松下 ベスト16　本間 ベスト８

男子団体　１回戦　姫路１－１社(代表者戦負け)

優秀選手賞　本間翔貴　

 10月 西播高等学校新人剣道大会 男子個人 　播磨 1回戦　　本間 2回戦　　松下 ベスト16

　              松下 県新人大会出場権獲得！

男子団体　１回戦　姫路０－４姫路西

 11月 兵庫県高等学校新人剣道大会 男子個人 　松下 1回戦　 男子団体　２回戦　姫路０－３神戸 

 １月 第61回三樂錬成剣道大会 男子個人　播磨 1回戦　本間 3回戦　松下 ベスト16！!

男子団体　1回戦　姫路１－１琴丘(代表戦負け)

優秀選手賞　松下嘉成

2020年度（令和2年度）

※ 新型コロナウィルス感染症のため、西播大会、県総体など全てが中止となる。


