
宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道男子-60kg級

狩野　海翔 (小牛田農林) 32

2 白井　一羽 (名取) 菅野　杜仁

1 伊藤　広稀 (柴田)

(名取) 33

3 北郷　優大 (村田) 熊谷　信人 (佐沼) 34

4 遠藤　優人 (黒川) 添田　優介 (古川工業) 35

女鹿　和希 (東北学院) 36

6 星　風人 (白石) 村上　敬太

5 水越　勇瑠 (石巻北)

(迫桜) 37

7 徳川　瑛介 (小牛田農林) 北條　雅之介 (名取北) 38

8 女鹿　義希 (東北学院) 三浦　空 (宮城水産) 39

畠山　隼輔 (仙台工業) 40

10 大津　壮陽 (高専名取) 阿部　駿

9 佐々木　楊介 (佐沼)

(鹿島台商業) 41

11 石井　悠貴 (鹿島台商業) 木村　和真 (宮城工業) 42

12 和野　樹 (松山) 温井　流海 (仙台商業) 43

三浦　凜太郎 (高専名取) 44

14 千葉　瑛斗 (迫桜) 大橋　稜星

13 髙橋　涼 (宮城水産)

(白石工業) 45

15 桑島　開飛 (白石工業) 新妻　浩史 (石巻商業) 46

16 熊坂　翼 (仙台商業) 山本　樹 (宮城農業) 47

清野　貴幸 (加美農業) 48

18 小野寺　健人 (気仙沼向洋) 高橋　領

17 玉田　豪 (仙台城南)

(白石) 49

19 本田　健秦 (石巻工業) 佐藤　剛 (黒川) 50

20 只野　理玖 (古川工業) 佐賀　啓倫 (鹿島台商業) 51

佐藤　佑哉 (白石工業) 52

22 林　汰樹 (白石工業) 小野寺　佑馬

21 戸羽　慶 (仙台育英)

(気仙沼) 53

23 佐藤　海斗 (小牛田農林) 田坂　慎太郎 (東北) 54

24 今井　松慶 (高専名取) 佐々木　陸十 (迫桜) 55

大沼　勢 (古川工業) 56

26 菊地　直人 (迫桜) 佐藤　裕樹

25 戸田　朋樹 (黒川)

(仙台商業) 57

27 関谷　拓実 (塩釜) 平間　拓海 (村田) 58

28 戸澤　士 (宮城工業) 津田　剛志 (石巻工業) 59

(仙台育英) 61

31 三浦　大河 (石巻商業)

阿部　悠生 (石巻) 60

30 伊藤　尚 (村田) 鈴木　壱世

29 金野　太一 (仙台三)



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道男子-66kg級

藤嶋　妙晟 (仙台西) 24

2 佐々木　渓太 (石巻商業) 武田　陽史

1 堀内　大誠 (古川工業)

(黒川) 25

3 三浦　恭輔 (気仙沼向洋) 和良品　郁弥 (古川工業) 26

4 佐藤　優 (白石) 阿部　剛優 (鹿島台商業) 27

森　啓汰 (石巻商業) 28

6 金野　賢希 (宮城工業) 瀬尾　悠紀

5 品野　光佑 (宮城水産)

(白石) 29

7 西塚　大翔 (多賀城) 佐藤　賢明 (石巻工業) 30

8 小島　空 (亘理) 齊藤　晃羅 (高専名取) 31

古山　和樹 (名取) 32

10 牛木　一磨 (柴田) 里村　天翼

9 猪股　尚晃 (村田)

(小牛田農林) 33

11 鈴木　友也 (小牛田農林) 木村　健太郎 (仙台育英) 34

12 但野　智哉 (小牛田農林) 佐々木　康晴 (柴田) 35

伊藤　純之介 (宮城農業) 36

14 髙橋　良輝 (鹿島台商業) 大久保　元

13 田山　快 (仙台育英)

(松島) 37

15 鈴木　克典 (東北) 阿部　巧也 (白石工業) 38

16 平塚　草吉 (高専名取) 竹内　蒼平 (東北学院) 39

青田　竜太郎 (柴田) 40

18 尾上　穂高 (名取) 伊藤　柚月

17 阿部　俊樹 (石巻工業)

(仙台三) 41

19 天野　春 (仙台一) 青沼　楓稀 (小牛田農林) 42

20 中尾　優孝 (仙台城南) 佐藤　芳文 (仙台城南) 43

木皿　翔夢 (亘理) 44

22 日野　晴人 (石巻商業) 菊田　拓真

21 千葉　渓 (仙台三)

46

(気仙沼) 45

23 牛木　聖成 (柴田) 大槻　優斗 (仙台育英)



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道男子-73kg級

今野　剛龍 東北 22

2 小櫻　直 白石 小沼　航輔

1 佐藤　友飛 柴田

仙台商業 23

3 玉手　賢治 仙台西 吉田　康生 小牛田農林 24

4 阿部　隼祐 石巻商業 加藤　大志 古川工業 25

森　太一 白石 26

6 八島　佑斗 仙台工業 倉島　光生

5 渡辺　ヒロ 東北

松山 27

7 高橋　隼人 古川学園 引地　啓太 仙台三 28

8 山内　怜 志津川 金井　空夫 古川学園 29

日下　流空 白石工業 30

10 伊山　竜太 亘理 蜂谷　優輝

9 伊藤　大成 小牛田農林

仙台育英 31

11 髙橋　駿斗 古川工業 庄司　雅広 仙台工業 32

12 武藤　陸 古川学園 草野　光星 伊具 33

丹野　康悦 柴田 34

14 皿貝　悠馬 古川工業 斎藤　大翔

13 長谷川　蔵人 迫桜

松島 35

15 野村　良人 名取北 野村　尊 古川工業 36

16 日野　陽斗 東北 阿部　弘仁 石巻工業 37

松葉　大志 高専名取 38

18 三浦　悠希 加美農業 木村　将太

17 鈴木　大文 柴田

佐沼 39

19 髙橋　皆 宮城水産 今野　大河 仙台育英 40

20 加藤　大瑚 宮城工業 尾形　智希 迫桜 41

加藤　有斗 小牛田農林 4221 三浦　大希 仙台育英



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道男子-81kg級

岩川　樹 (石巻工業) 20

2 岡本　稜平 (白石) 武田　聖海

1 菅原　幸大 (柴田)

(宮城水産) 21

3 菅原　大空 (仙台育英) 本田　竜暉 (古川工業) 22

4 本田　聖人 (古川工業) 山田　涼太 (松山) 23

伊東　皓樹 (仙台育英) 24

6 佐藤　輝世 (佐沼) 吉田　智輝

5 中西　岳人 (高専名取)

(宮城農業) 25

7 高橋　健人 (加美農業) 福島　雄大 (仙台城南) 26

8 菊地　仁郎 (名取北) 芳賀　晴也 (気仙沼向洋) 27

福山　一輝 (石巻商業) 28

10 川田　一心 (仙台育英) 星　翔真

9 千葉　大誠 (塩釜)

(白石工業) 29

11 阿部　雄大 (石巻商業) 本郷　大地 (古川工業) 30

12 小岩　啓吾 (石巻工業) 遊佐　龍太 (迫桜) 31

田中　裕人 (仙台三) 32

14 髙橋　昇吾 (宮城工業) 森　壮汰

13 阿部　政弥 (多賀城)

(石巻商業) 33

15 皿貝　竜輝 (古川工業) 大庭　由聖 (高専名取) 34

16 日野　蓮 (東北) 飯塚　陸馬 (仙台工業) 35

(東北) 37

19 徳川　佳汰 (小牛田農林)

佐藤　大輝 (塩釜) 36

18 菅原　樹 (気仙沼向洋) 安野　雅也

17 李　一世 (聖和学園)



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道男子－90kg級

三浦　大寿 白石工業 14

2 宮本　力斗 宮城水産 千田　竣太

1 大槻　泰生 東北学院

仙台工業 15

3 椎葉　雄大 宮城農業 三國　竜也 宮城水産 16

4 大湖　弥 亘理 阿部　蓮 志津川 17

平塚　光成 柴田 18

6 蜂谷　雄大 石巻工業 米山　侑輝

5 三浦　蒼太 志津川

仙台二 19

7 福島　弘明 石巻商業 岩佐　悠太 東北 20

8 佐々木　佳祐 古川学園 男鹿谷　凜杜 宮城農業 21

13 野口　万葉 柴田

門馬　悠斗 鹿島台商業 22

10 門馬　将太 鹿島台商業 浅野　朱羅

9 土井　漱一郎 石巻工業

加美農業 23

24

12 荒井　健友 東北 髙橋　海共 柴田 25

11 山内　蓮 宮城水産 及川　大周 石巻工業



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道男子－100kg級

藤原　一貴 高専名取 22

後藤　颯斗 東北 23

11 遠藤　滉太 柴田

佐久間　隆誓 白石工業 20

10 荻原　康平 高専名取 浅野　匠杜 石巻商業 21

9 南條　優介 宮城農業

佐々木　圭 仙台育英 12

2 佐藤　颯 石巻商業 平間　浩介

1 瀬戸　裕貴 仙台育英

亘理 13

3 山田　遥音 古川工業 井上　裕斗 村田 14

4 須藤　翔舞 登米総産 三浦　直也 迫桜 15

三浦　琉輝 石巻工業 16

6 渡辺　翔吾 仙台城南 板倉　諒

5 庄子　友晃 黒川

登米総産 17

7 浅野　啓 亘理 松澤　秀馬 仙台三 18

8 白須　一騎 東北 片山　翔哉 仙台工業 19



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道男子+100kg級

上村　汐音 東北 25

13 遠藤　大我 東北

12 大川　雄紀 石巻工業

宮本　辰輝 東北 14

2 郡山　佳汰 亘理 佐藤　瑠玖

1 髙橋　龍之丞 石巻工業

高専名取 15

3 川村　悠真 登米総産 奥田　龍神 宮城水産 16

4 文屋　利規 黒川 蟻坂　桐哉 宮城農業 17

川名　隆一 登米総産 18

6 佐藤　翔太 東北学院 高野　大樹

5 小松　克明 加美農業

仙台商業 19

7 我妻　翔 宮城農業 鈴木　貴博 仙台育英 20

8 小関　友弥 白石工業 佐々木　健太朗 亘理 21

芳賀　信 石巻北 22

10 千葉　康祐 仙台工業 小畑　詩音

9 長谷　燈 多賀城

柴田 23

11 川名　悠斗 登米総産 日下　兼太郞 石巻工業 24



宮城県高校総体
平成３０年６月３日
石巻総合体育館

柔道女子-48kg級
1 升野　朱那 (石巻商業)

2 千葉　美月 (東北)

3 渡邊　花菜 (仙台育英)

4 永原　愛世 (亘理)

5 狩野　愛華 (小牛田農林)

6 佐藤　希莉佳 (白石)

7 門間　有華 (佐沼)

8 佐々木　愛 (石巻商業)

11 今野　美空 (柴田)

9 伏見　琴樹 (松島)

10 髙野　爽 (石巻)



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道女子-52kg級

1 對馬　みなみ (東北)

2 佐藤　あずは (亘理)

3 佐々木　未羽 (小牛田農林)

4 森口　睦望 (小牛田農林)

5 吉川　野乃花 (白石)

6 工藤　美羽 (東北)

7 奥山　愛里 (黒川)

8 阿部　彬奈 (石巻工業)

9 齋藤　桃花 (白石)

10 佐藤　七海 (仙台三)

13 丹野　桃世 (小牛田農林)

11 鈴木　千裕 (佐沼)

12 野上　莉来奈 (東北)



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道女子-57kg級

1 菅原　京華 (東北)

2 佐藤　華純 (石巻工業)

3 大石　沙李奈 (宮城農業)

4 岡　明日香 (石巻商業)

5 古川　七海 (白石)

6 原田　柚季 (松島)

7 浅野　日菜 (小牛田農林)

8 高橋　瑛美 (東北)

9 千葉　葵 (柴田)

10 宇部　沙也加 (柴田)

11 男乕　愛美 (気仙沼向洋)

12 昆野　有紗 (石巻工業)

13 冨樫　美涼 (東北)

14 新沼　美月 (東北)

15 山口　ひかり (小牛田農林)

16 石田　愛華 (仙台育英)

17 伊藤　愛華 (宮城農業)

18 加藤　日和 (古川工業　)



宮城県高校総体

平成３０年６月３日

石巻総合体育館

柔道女子-63kg級

1 佐藤　沙真亜 (小牛田農林)

2 石上　朝風 (名取)

3 男乕　美紅 (気仙沼向洋)

4 昆野　祐子 (仙台工業)

5 千葉　麗織菜 (石巻商業)

6 加藤　ほのか (古川工業　)

7 佐藤　裕愛 (柴田)

8 菅原　凜 (仙台育英)

9 髙橋　春香 (古川工業　)

10 菊地　陽真 (小牛田農林)

11 島野　桃華 (柴田)

12 三浦　菜奈 (石巻商業)

13 鈴木　姫和 (築館)

14 松田　菜那 (小牛田農林)



宮城県高校総体
平成３０年６月３日
石巻総合体育館

柔道女子-70kg級
1 佐久間　絵理華 (東北)

2 瀬戸　宙 (柴田)

3 松川　沙耶 (東北)

4 髙橋　美愛 (柴田)

7 高橋　美奈 (東北)

5 溝口　葵 (東北)

6 佐藤　美羽 (多賀城)



宮城県高校総体
平成３０年６月３日
石巻総合体育館

柔道女子-78kg級
1 梶原　優里 (小牛田農林)

2 小野寺　美優 (東北)

5 湯田　かほ (東北)

3 木下　瑠菜 (宮城農業)

4 大江　明未 (石巻)



宮城県高校総体
平成３０年６月３日
石巻総合体育館

柔道女子+78kg級

5 飯野　礼 (石巻商業)

6 長谷　まりん (多賀城)

3 佐々木　あすか (小牛田農林)

4 狩野　優 (東北)

1 谷地　望 (東北)

2 本田　渚紗 (石巻商業)


