
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
柴田 ○ △ 石巻工業
東北 △ 柴田

仙台第三 ○ △ 仙台工業
宮城県工 △ ○ 東北学院
☆６６ｋｇ級
柴田 △ 石巻工業

仙台工業 △ 黒川
東北学院 ○ △ 白石
石巻 △ ○ 古川工業

☆７３ｋｇ級
柴田 △ 古川工業
東北 △ 仙台育英

仙台育英 ○ △ 仙台工業
古川工業 △ ○ 東北
☆８１ｋｇ級
東北 △ 高専名取
東北 △ ② 古川工業

仙台育英 △ ② 東北
石巻工業 △ ○ 東北
☆無差別級
東北 ① △ 仙台育英

仙台育英 △ ○ 仙台育英
仙台育英 ○ △ 東北
東北 △ ○ 仙台育英

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 勝敗 勝敗 学校名
柴田 ○ △ 柴田

仙台第三 △ ○ 東北学院
☆６６ｋｇ級
柴田 ○ △ 黒川

東北学院 △ 古川工業
☆７３ｋｇ級
柴田 △ 仙台育英

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

☆無差別級
東北 ○ △ 仙台育英

仙台育英 ② △ 仙台育英

　　　　

＜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）

千葉　隼人 技有優勢 中島　瑞貴
永友　顯一 背負投 高野　隼

北岡　心颯 GS　技有優勢 櫻井　魁士

岡本　光永 腕挫十字固 尾曽　輝斗

平田　嵐士 GS　技有優勢 武田　智喜
伊藤　咲哉

武山　頼人
佐々木　悠騎 大外刈 伊藤　壮健

工藤　大瑶

第44回全国高等学校柔道選手権大会宮城県大会　男子個人試合

準々決勝

佐々木　教裕 内股 亀山　優成

佐々木　悠騎 合せ技 平井　一成
渡邉　琉聖 合せ技 伊藤　壮健

狩野　晴磨 技有優勢 渡邊　大雅
佐々木　陸人 技有優勢 武山　頼人

令和3年12月22日（水）

氏　名 氏　名内　容

背負投 三浦　拓真
安倍　史恩

技有優勢 板橋　栄輝
村山　一樹 僅差 安倍　拓実
平　匠海 僅差 尾坪　稜太

田中　良尚 GS　僅差 鎌田　大蔵

升野　晃瑛 内股 阿部　俊輔

新妻　玲音 内股 鈴木　優大

狩野　幸太 GS　技有優勢 佐々木　龍飛
木村　大樹 合せ技 遠藤　龍聖

田中　良尚 内股 佐々木　龍飛
木村　大樹 僅差 鈴木　優大

狩野　晴磨 技有優勢

準決勝

氏　名 内　容 氏　名

反則勝 堀内　敢太

横四方固佐々木　教裕 中島　瑞貴

工藤　大瑶 合せ技 安倍　拓実
尾坪　稜太 袈裟固 阿部　俊輔

伊藤　咲哉 GS　技有優勢

永友　顯一 合せ技 尾曽　輝斗

北岡　心颯 合せ技 武田　智喜
堀内　敢太



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
柴田 △ ○ 東北学院

☆６６ｋｇ級
柴田 △ 東北学院

☆７３ｋｇ級
柴田 △ ② 東北

☆８１ｋｇ級
東北 △ ○ 東北

☆無差別級
東北 △ 仙台育英

仙台第三
柴田

古川工業
黒川

仙台育英
仙台育英
東北

古川工業
仙台育英
仙台育英

第44回全国高等学校柔道選手権大会宮城県大会　男子個人試合

永友　顯一
中島　瑞貴

１位 ２位 ３位

佐々木　教裕 GS　反則勝 尾曽　輝斗

令和3年12月22日（水）

北岡　心颯 技有優勢 伊藤　咲哉

狩野　晴磨 僅差 伊藤　壮健

田中　良尚 技有優勢 木村　大樹

阿部　俊輔
安倍　拓実

無差別級 仙台育英 木村　大樹 東北 田中　良尚
鈴木　優大
佐々木　龍飛

北岡　心颯

６０ｋｇ級 東北学院 尾曽　輝斗 柴田 佐々木　教裕

８１ｋｇ級 東北 尾坪　稜太 東北 工藤　大瑶

伊藤　壮健 柴田 狩野　晴磨
佐々木　悠騎
武山　頼人

＜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）

工藤　大瑶 大内刈 尾坪　稜太

【男子個人成績】

堀内　敢太
武田　智喜

７３ｋｇ級 東北

６６ｋｇ級 東北学院 伊藤　咲哉 柴田

氏　名 内　容 氏　名

決勝戦


