
結果1

会場：宮城県武道館
　

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 勝敗 勝敗 学校名
仙台工 ② △ 仙台三
古川学園 △ 〇 東北
石巻 △ 〇 仙台工
東北 △ 〇 柴田

☆６６ｋｇ級
高専名取 〇 △ 仙台工
名取北 △ 〇 育英
仙台三 △ 〇 東北学院
仙台工 △ 〇 東北

☆７３ｋｇ級
東北 〇 △ 育英
石巻 △ 〇 育英

仙台高専 △ 〇 育英
石巻工 △ 〇 東北

☆８１ｋｇ級
東北 〇 △ 仙台育英
東北  Ｇ △ 育英
柴田 △ 育英
東北 △ 〇 古川工

☆無差別級
東北 〇 △ 仙台高専
育英 〇 △ 育英
東北 △ 〇 東北

東北学院 △ 東北

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 勝敗 勝敗 学校名
仙台工 △ 〇 東北
仙台工 △ 〇 柴田

☆６６ｋｇ級
高専名取 △  Ｇ 育英
東北学院 △ 〇 東北
☆７３ｋｇ級

東北 〇 △ 育英
育英 〇 △ 東北

☆８１ｋｇ級
東北 △ 〇 東北
柴田 〇 △ 古川工

☆無差別級
東北 △ 〇 育英
東北 〇 △ 東北学院

　　　　

令和2年12月19日（土）

氏　名 氏　名内　容

腕拉十字固相澤　祐太 千葉　元喜

佐々木　陽人 合せ技 佐藤　虎太朗
村井　凌河 内股 安倍　拓実

伊藤　咲哉 内股

一条　優真

準決勝

氏　名 内　容 氏　名

高橋　幸汰 小外掛 大沼　朴
田中　良尚 縦四方固 佐藤　陽太郎

須藤　天太 合せ技 佐々木　教裕

大津　陽人 技有優勢 宮野　大志朗

体落
庄司　元気 背負投 佐々木　悠騎
今野　太陽

阿部　麗尋

佐藤　陽太郎 技有優勢 梁瀬　真弘

大沼　朴 合せ技 鈴木　優太
新妻　玲音 巴投 田中　良尚

佐藤　虎太朗 技有優勢 津田　涼翔
村井　凌河 技有優勢 佐々木　大城

高橋　幸汰 大内刈 加藤　颯

松永　凱聖 合せ技 安倍　拓実

石川　勇人 合せ技 今野　太陽
鈴木　涼文 大内刈 一条　優真

佐々木　陽人 合せ技 日野　翔太

縦四方固 伊藤　咲哉
平田　嵐士 横四方固 阿部　麗尋

庄司　元気 合せ技 武山　頼人
浅野　裕斗 内股 佐々木　悠騎
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準々決勝

相澤　祐太 僅差勝 斎藤　大樹

＜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）

目黒　蓮人 片手絞 千葉　元喜
安倍　史恩 合せ技 須藤　天太

大津　陽人 大内刈 今井　松岳

小野　永翔 合せ技 佐々木　教裕

岡本　雅也 合せ技 宮野　大志朗
松葉　学人



結果2

会場：宮城県武道館

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 勝敗 勝敗 学校名
東北  Ｇ〇 △ 柴田

☆６６ｋｇ級
育英 △  Ｇ〇 東北

☆７３ｋｇ級
東北 △ 育英

☆８１ｋｇ級
東北 △ 〇 柴田

☆無差別級
育英 〇 △ 東北

仙台工
仙台工

東北学院
高専名取

東北
育英

古川工
東北
東北

東北学院

氏　名 内　容 氏　名

決勝戦

今野　太陽 東北 庄司　元気
一条　優真

佐々木　悠騎

＜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）

佐藤　虎太朗 内股 村井　凌河

【男子個人成績】

伊藤　咲哉
大津　陽人

７３ｋｇ級 育英

６６ｋｇ級 東北 阿部　麗尋 育英 宮野　大志朗

６０ｋｇ級 東北 千葉　元喜 柴田 佐々木　教裕

８１ｋｇ級 柴田 村井　凌河 東北 佐藤　虎太朗
安倍　拓実

佐々木　陽人

無差別級 育英 大沼　朴 東北 田中　良尚
高橋　幸汰

佐藤　陽太郎

相澤　祐太
須藤　天太

１位 ２位 ３位

千葉　元喜 送襟絞 佐々木　教裕

令和2年12月19日（土）

宮野　大志朗 小外掛 阿部　麗尋

庄司　元気 技有優勢 今野　太陽

大沼　朴 大外刈 田中　良尚
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