
結果3

会場：宮城県武道館
　

女子個人戦

☆４８ｋｇ級
学校名 学校名
小牛田農 △ 〇 東　北
松　島 △ 〇 亘　理
亘　理 〇 △ 小牛田農
石　巻 △ 〇 小牛田農
☆５２ｋｇ級
古川工業 △ GS〇 柴　田
石　巻 〇 △ 登米総産
☆５７ｋｇ級
東　北 〇 △ 名　取
東　北 〇 △ 白　石
柴　田 〇 △ 小牛田農

気仙沼向洋 △ 〇 東　北
☆６３ｋｇ級
東　北 〇 △ 柴　田
小牛田農 △  GS 東　北
東　北 〇 △ 石巻商業
佐　沼 △ 〇 古川工業
☆無差別級
小牛田農 GS〇 △ 柴　田
東　北 〇 △ 東　北
柴　田 △  GS 東　北
古川工業 △ 〇 東　北

女子個人戦

☆４８ｋｇ級
学校名 学校名
東　北 〇 △ 亘　理
亘　理 △ 〇 小牛田農
☆５２ｋｇ級
東　北 〇 △ 柴　田
石　巻 △ 〇 柴　田
☆５７ｋｇ級
東　北 〇 △ 東　北
柴　田 △ ① 東　北

東　北 〇 △ 東　北
東　北 △ GS〇 古川工業
☆無差別級
小牛田農 △ GS〇 東　北
東　北 △ 〇 東　北

　　　　

＜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　あすか 小外掛 熊谷　李美
高橋　瑠奈 反則勝 狩野　優

溝口　葵 合せ技 佐々木　涼
佐々木　萌 崩上四方固 加藤　ほのか

高橋　瑛美 合せ技 佐々木　歩
島野　桃華 指導差１ 冨樫　美涼

☆６３ｋｇ級

野上　莉来奈 内股 熊谷　羽美
遠藤　諒子 合せ技 青田　実久

工藤　美羽 袖釣込腰 永原　愛世
佐藤　あずは 袈裟固 狩野　愛華

中嶋　詩織 合せ技 狩野　優

準決勝

氏　名 内　容 氏　名

熊谷　李美 反則勝 長沼　有夏
狩野　美空 技有優勢勝 高橋　瑠奈

佐々木　あすか 合せ技 瀬戸　宙

松田　奈那 技有優勢勝 佐々木　涼
佐々木　萌 横四方固 三浦　菜奈
堀内　理央 崩上四方固 加藤　ほのか
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準々決勝

氏　名 内　容 氏　名

高橋　瑛美 袖釣込腰 但木　涼華

遠藤　諒子 不戦勝 佐々木　希峰

髙野　爽 合せ技
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佐々木　未羽 横四方固 工藤　美羽

佐藤　心奈 技有優勢勝 熊谷　羽美

狩野　愛華

伏見　琴樹 不戦勝 永原　愛世
佐藤　あずは 不戦勝 森口　睦望

土井　咲良

男乕　美紅 合せ技 冨樫　美涼

佐々木　歩 内　股 古川　七海

溝口　葵 払　腰

島野　桃華 内　股 浅野　日菜



結果4

会場：宮城県武道館

女子個人戦

☆４８ｋｇ級
学校名 学校名
東　北 〇 △ 小牛田農
☆５２ｋｇ級
東　北 〇 △ 柴　田
☆５７ｋｇ級
東　北 〇 △ 東　北
☆６３ｋｇ級
東　北 △ 古川工業
☆無差別級
東　北 △ ① 東　北

亘　理
亘　理
柴　田
石　巻
東　北
柴　田
東　北
東　北
東　北
小牛田農

無差別級 東　北 狩野　優 東　北 熊谷　李美
高橋　瑠奈

佐々木　あすか

６３ｋｇ級 東　北 溝口　葵 古川工業 加藤　ほのか
佐々木　涼
佐々木　萌

５７ｋｇ級 東　北 高橋　瑛美 東　北 冨樫　美涼
佐々木　歩
島野　桃華

５２ｋｇ級 東　北 野上　莉来奈 柴　田 青田　実久
熊谷　羽美
遠藤　諒子

４８ｋｇ級 東　北 工藤　美羽 小牛田農 狩野　愛華
永原　愛世
佐藤　あずは

熊谷　李美 僅差勝 狩野　優
＜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）

１位 ２位 ３位

【女子個人成績】

高橋　瑛美 反則勝 冨樫　美涼

溝口　葵 技有優勢勝 加藤　ほのか

工藤　美羽 内股 狩野　愛華

野上　莉来奈 不戦勝 青田　実久
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決勝戦

氏　名 内　容 氏　名

令和元年12月14日（土）


