
結果1

会場：宮城県武道館
　

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
東　北 〇 △ 高専名取
石巻商業 △ 〇 黒　川
東　北 〇 △ 仙台一
仙台商業 △ 〇 東　北
☆６６ｋｇ級
東　北 〇 △ 東北学院
石巻工業 △ 〇 仙台育英
柴　田 〇 △ 古川工業
仙台育英 GS〇 △ 東　北

☆７３ｋｇ級
東　北 〇 △ 石巻工業

古川工業 △  GS 東　北
仙台育英  GS △ 東　北
柴　田 〇 △ 古川工業

☆８１ｋｇ級
仙台育英 〇 △ 白　石
白石工業 △ 〇 石巻工業
仙台育英 〇 △ 石巻工業
仙台育英 〇 △ 柴　田
☆無差別級
東　北 〇 △ 仙台育英
東北学院 △ 柴　田
柴　田 〇 △ 柴　田
東　北 △  GS 仙台育英

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
東　北 〇 △ 黒　川
東　北 △ 〇 東　北

☆６６ｋｇ級
東　北 〇 △ 仙台育英
柴　田 〇 △ 仙台育英
☆７３ｋｇ級
東　北 〇 △ 東　北
仙台育英 GS〇 △ 柴　田
☆８１ｋｇ級
仙台育英 〇 △ 石巻工業
仙台育英 △ 〇 仙台育英
☆無差別級
東　北 〇 △ 東北学院
柴　田 △ 〇 仙台育英
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準々決勝

田坂　慎太朗 反則勝 今井　松慶

＜記　号＞　○：一本　　　：技有　①：指導１　②：指導２　△：負け　Ｇ：ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｺｱ（延長戦）

新妻　浩史 払　腰 佐藤　剛
千葉　元喜 腕拉十字固 齋藤　大誠

小前　辰真 内　股 竹内　隼杜

鈴木　和磨 巴　投 須田　洸郎

中澤　聖哉 内股すかし 今野　太陽
野々山　海士 一本背負投 保科　哉真斗
佐々木　翔馬 合せ技 阿部　麗尋

鈴木　総太 反則勝 鈴木　涼文
加藤　颯 技有優勢勝 梁瀬　真弘
大沼　朴 技有優勢勝 庄司　元気
鈴木　大文 合せ技 成澤　翼

佐々木　大城 払　腰 小櫻　直
星　翔真 合せ技 櫻井　亮汰
横田　渉真 送襟絞 内藤　慎之助

髙橋　幸汰 裏　投 千葉　唱生

伊藤　悟 背負投 村井　凌河

堀池　怜之 技有優勢勝 植田　修平

　佐藤　翔太 技有優勢勝 前田　恭佑
阿部　大地 払　腰 柳沼　隼

千葉　元喜 反則勝 須田　洸郎

小前　辰真 内股 今野　太陽

一本背負投
鈴木　総太 背負投 梁瀬　真弘
大沼　朴

佐々木　翔馬

髙橋　幸汰 合せ技 　佐藤　翔太
阿部　大地 横四方固 植田　修平

令和元年12月14日（土）

氏　名 氏　名内　容

三角絞田坂　慎太朗 佐藤　剛

佐々木　大城 反則勝 櫻井　亮汰
横田　渉真 合せ技 伊藤　悟

野々山　海士 合せ技

鈴木　大文

準決勝

氏　名 内　容 氏　名



結果2

会場：宮城県武道館

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
東　北  GS △ 東　北
☆６６ｋｇ級
東　北 GS① △ 柴　田
☆７３ｋｇ級
東　北 〇 △ 仙台育英
☆８１ｋｇ級
仙台育英 〇 △ 仙台育英
☆無差別級
東　北 △ 仙台育英

黒　川

東　北
仙台育英
仙台育英
東　北
柴　田
石巻工業
仙台育英
東北学院
柴　田
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佐藤　剛
千葉　元喜

１位 ２位 ３位

田坂　慎太朗 技有優勢勝 須田　洸郎

令和元年12月14日（土）

小前　辰真 僅差勝 野々山　海士

鈴木　総太 袖釣込腰 大沼　朴

髙橋　幸汰 技有優勢勝 植田　修平

８１ｋｇ級 仙台育英 佐々木　大城 仙台育英 伊藤　悟
櫻井　亮汰
横田　渉真

無差別級 東　北 髙橋　幸汰 仙台育英 植田　修平
　佐藤　翔太
阿部　大地

鈴木　総太 仙台育英 大沼　朴
梁瀬　真弘
鈴木　大文

＜記　号＞　○：一本　　：技有　①：指導１　②：指導２　△：負け　Ｇ：ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｺｱ（延長戦）

佐々木　大城 内　股 伊藤　悟

【男子個人成績】

今野　太陽
佐々木　翔馬

７３ｋｇ級 東　北

６６ｋｇ級 東　北 小前　辰真 柴　田 野々山　海士

６０ｋｇ級 東　北 田坂　慎太朗 東　北 須田　洸郎

氏　名 内　容 氏　名

決勝戦


