
☆６０ｋｇ級

学校名 学校名

東北 〇 △ 高専名取

東北学院 △ 〇 仙台二

古川学園 △ 〇 高専名取

仙台育英 △ 〇 東北

☆６６ｋｇ級

東北 〇 △ 東北学院

高専名取 △ 〇 古川工業

柴田 〇 △ 仙台育英

石巻工業 △ 仙台育英

☆７３ｋｇ級

東北 〇 △ 仙台工業

仙台育英 △ 多賀城

白石工業 △ 〇 柴田

白石工業 △ 〇 古川工業

☆８１ｋｇ級

仙台育英 △ 古川工業

東北 △ 〇 仙台育英

仙台育英 〇 △ 東北

古川学園 △ 〇 東北

☆９０ｋｇ級

東北 △ 柴田

東北学院 △ 〇 仙台育英

古川工業 △ 東北

仙台育英 △ 〇 東北

☆１００ｋｇ級

東北 〇 △ 柴田

柴田 △ 〇 東北

仙台三 △ 〇 宮城農業

白石工業 △ 〇 柴田

☆１００ｋｇ超級

柴田 △ 仙台育英

宮城農業 〇 △ 古川工業

高専名取 〇 △ 宮城工業

石巻工業 △ 〇 東北学院

佐藤　瑠玖 上四方固 栗田　翔平

中澤　佑哉 袈裟固 佐藤　翔太

阿部　大地 判定勝 尾﨑　文耶

南條　優介 内股 髙橋　巨夢

松澤　秀馬 棄権勝ち 男鹿谷　凛杜

佐久間　隆誓 内股 前田　恭介

髙橋　幸汰 小外刈 高橋　健之介

橋本　恭太 一本背負投 木下　侑也

本田　竜輝 僅差勝 堀池　怜之

佐藤　蓮太 内股 佐藤　茅人

田中　良尚 判定勝 村井　凌河

佐藤　陽太郎 上四方固 後坊　蒼斗

伊藤　悟 一本背負投 村山　一樹

佐々木　佳祐 大外刈 佐々木　陸人

横田　渉真 合せ技 加藤　颯

阿部　星哉 一本背負投 大沼　朴

谷津　佑太 背負投 渡邊　悠太

高見澤　治希 払腰 成澤　翼

鈴木　総太 合せ技 大谷　翔真

山倉　浩輝 技有優勢 西塚　大翔

野々山海士 一本背負投 宮野　大志朗

中澤　聖哉 僅差勝 今野　太陽

小前　辰真 腕挫十字固 竹内　隼杜

石川　勇人 袈裟固 野村　尊

目黒　蓮人 横四方固 今井　松慶

梶原　望生 背負い投げ 須田　洸郎

田坂　慎太朗 合せ技 浅野　昊明

黒田　銀之介 腕挫十字固 安達　秀太郎

第69回宮城県高等学校総合体育大会柔道競技大会　代替大会

準々決勝

氏　名 勝敗内容 氏　名

男子個人戦



男子個人戦

☆６０ｋｇ級

学校名 学校名
東北 〇 △ 仙台二

高専名取 △ 〇 東北

☆６６ｋｇ級

東北 〇 △ 古川工業
柴田 △ 仙台育英

☆７３ｋｇ級

東北 △ 仙台育英
柴田 △ 〇 古川工業

☆８１ｋｇ級

仙台育英 △ 〇 仙台育英
仙台育英 〇 △ 東北
☆９０ｋｇ級

東北 〇 △ 仙台育英
東北 △ 東北

☆１００ｋｇ級

東北 〇 △ 東北
宮城農業 〇 △ 柴田
☆１００ｋｇ超級

柴田 △ 宮城農業
高専名取 △ 〇 東北学院

男子個人戦
☆６０ｋｇ級
学校名 学校名

東北 △ 東北
☆６６ｋｇ級

東北 △ 柴田
☆７３ｋｇ級

東北 〇 △ 古川工業
☆８１ｋｇ級
仙台育英 〇 △ 仙台育英
☆９０ｋｇ級

東北 △ 東北
☆１００ｋｇ級

東北 △ 宮城農業
☆１００ｋｇ超級

柴田 〇 △ 東北学院

髙橋　幸汰 僅差勝 男鹿谷凛杜

阿部　大地 合せ技 佐藤　翔太

大沼　朴 大外刈 伊藤　悟

田中　良尚 技有優勢 佐藤　茅人

小前　辰真 判定勝 野々山海士

鈴木　総太 崩上四方固 成澤　翼

佐藤　瑠玖 払腰 佐藤　翔太

決　勝

田坂　慎太朗 判定勝 須田　洸郎
氏　名 勝敗内容 氏　名

男鹿谷　凛杜 払腰 前田　恭介

阿部　大地 判定勝 南條　優介

堀池　怜之 僅差勝 佐藤　茅人

髙橋　幸汰 反則勝 木下　侑也

伊藤　悟 一本背負投 佐々木　陸人

田中　良尚 合せ技 後坊　蒼斗

渡邊　悠太 内股 成澤　翼

横田　渉真 反則勝 大沼　朴

野々山海士 判定勝 今野　太陽

鈴木　総太 僅差勝 山倉　浩輝

今井　松慶 背負い投げ 須田　洸郎

小前　辰真 内股 野村　尊

準 決 勝

氏　名 勝敗内容 氏　名
田坂　慎太朗 反則勝 安達　秀太郎



【成　　　績】
１位 ２位 ３位

高専名取
仙台二

仙台育英
古川工業
仙台育英

柴田
仙台育英

東北
東北

仙台育英
東北
柴田

宮城農業
高専名取

100ｋｇ超級 柴田 阿部　大地 東北学院 佐藤　翔太
南條　優介
佐藤　瑠玖

100ｋｇ級 東北 髙橋　幸汰 宮城農業 男鹿谷凛杜
木下　侑也
前田　恭介

９０ｋｇ級 東北 佐藤　茅人 東北 田中　良尚
堀池　怜之
後坊　蒼斗

８１ｋｇ級 仙台育英 大沼　朴 仙台育英 伊藤　悟
横田　渉真

佐々木　陸人

７３ｋｇ級 東北 鈴木　総太 古川工業 成澤　翼
山倉　浩輝
渡邊　悠太

６６ｋｇ級 柴田 野々山海士 東北 小前　辰真
今野　太陽
野村　尊

６０ｋｇ級 東北 須田　洸郎 東北 田坂　慎太朗
今井　松慶

安達　秀太郎



学校名 学校名

小牛田農 〇 △ 石巻工業

気仙沼向洋 △ 〇 亘理

亘理 △ 〇 東北

古川工業 〇 △ 小牛田農

東北 〇 △ 柴田

小牛田農 〇 △ 仙台二

気仙沼向洋 △ 〇 東北

仙台西 △ 〇 柴田

東北 〇 △ 小牛田農

東北 △ 東北

東北 △ 〇 東北

古川工業 △ 柴田

古川工業 △ 東北

柴田 〇 △ 石巻工業

東北 〇 △ 柴田

柴田 △ 東北

東北 〇 △ 白石工業

高専名取 〇 △ 亘理

古川工業 〇 △ 小牛田農

柴田 △ 〇 東北

中嶋　詩織 佐藤　小桃横四方固

高橋　夢花 内股 熊谷　李美

　　出場者３名につき準々決勝はありません。

　　出場者4名につき準々決勝はありません。

狩野　優 不戦勝 大槻　永遠

佐藤　歩瑠 反則勝 佐々木かおり

佐々木　涼 背負投 遠藤　もえ

島野　桃華 技有優勢 佐々木　萌

加藤　ほのか 判定勝 高橋　瑛美

土井　咲良 袈裟固 佐藤　綾音

佐藤　心奈 僅差勝 熊谷　羽美

佐々木　歩 判定勝 後藤　唯

☆４８ｋｇ級

森口　睦望 内股 齋藤　優那

不戦勝

三浦　向日葵 不戦勝 狩野　愛華

吉田　陽音 村田　萌

鈴木　清香 合せ技 青田　実久

斉藤　優花 合せ技 永原　愛世

冨樫　美涼 合せ技 浅野　日菜

第69回宮城県高等学校総合体育大会柔道競技大会　代替大会

女子個人戦

☆７８ｋｇ超級

☆７８ｋｇ級（少数エントリー）

☆７０ｋｇ級（少数エントリー）

☆６３ｋｇ級

☆５７ｋｇ級

☆５２ｋｇ級

準々決勝

氏　名 勝敗内容 氏　名

野上　莉来奈 不戦勝 大槻　萌未

佐藤　あずは 佐々木　侑不戦勝

佐々木未羽

溝口　悠 内股 工藤　美羽

合せ技 大槻　海



☆４８ｋｇ級
学校名 学校名
小牛田農 〇 △ 亘理
東北 △ 古川工業

☆５２ｋｇ級
東北 〇 △ 小牛田農
東北 △ 〇 柴田

☆５７ｋｇ級
東北 △ 東北
東北 〇 △ 柴田

☆６３ｋｇ級
東北 〇 △ 柴田
東北 △ 東北

☆７０ｋｇ級
柴田 △ 〇 東北

宮城水産 △ 〇 東北
☆７８ｋｇ級（出場者３名）
柴田 △ 東北

☆７８ｋｇ超級
東北 〇 △ 高専名取

古川工業 △ 東北

☆４８ｋｇ級
小牛田農 △ 〇 東北
☆５２ｋｇ級
東北 △ 柴田

☆５７ｋｇ級
東北 △ 東北

☆６３ｋｇ級
東北 〇 △ 東北

☆７０ｋｇ級
東北 〇 △ 東北

☆７８ｋｇ級
小牛田農 △ 東北
☆７８ｋｇ超級
東北 △ 東北

【成　　　績】
１位 ２位 ３位

古川工業
亘理
東北

小牛田農
柴田
東北
柴田
東北

高専名取
古川工業

柴田 狩野　美空

高橋　瑠奈 小牛田農 佐々木あすか

７８ｋｇ超級 東北 狩野　優 東北 熊谷　李美
佐藤　歩瑠
中嶋　詩織

７８ｋｇ級 東北 瀬戸　宙柴田

東北 高橋　瑛美 東北 佐々木　涼
土井　咲良
佐々木　萌

７０ｋｇ級 東北 溝口　葵 東北 長沼　有夏

６３ｋｇ級

５７ｋｇ級 東北 工藤　美羽 東北 佐々木　歩
熊谷　羽美
冨樫　美涼

５２ｋｇ級 柴田 青田　実久 東北 野上　莉来奈
村田　萌
森口　睦望

４８ｋｇ級 東北 佐々木　侑 小牛田農 佐々木未羽
三浦　向日葵
永原　愛世

佐々木あすか 僅差勝 高橋　瑠奈

狩野　優 技有優勢 熊谷　李美

＜記号＞　○：一本　　　　：技有優勢　　　　：僅差勝　　　　：判定勝　　△：負け　

高橋　瑛美 大腰 佐々木　涼

溝口　葵 裏投 長沼　有夏

野上　莉来奈 技有優勢 青田　実久

佐々木　歩 僅差勝 工藤　美羽

中嶋　詩織 技有優勢 熊谷　李美

決　勝

佐々木未羽 大外刈 佐々木　侑

狩野　優 佐藤　歩瑠袈裟固め

佐々木　海春 棄権勝 長沼　有夏

瀬戸　宙 技有優勢 高橋　瑠奈

佐々木　涼 技有優勢 佐々木　萌

狩野　美空 袈裟固め 溝口　葵

工藤　美羽 十字固 熊谷　羽美

高橋　瑛美 払腰 土井　咲良

村田　萌 上四方固 青田　実久

冨樫　美涼 僅差勝 佐々木　歩

佐々木　侑 判定勝 三浦　向日葵

野上　莉来奈 背負投 森口　睦望

準　決　勝

氏　名 勝敗内容 氏　名
佐々木未羽 合せ技 永原　愛世


