
会場：石巻市総合体育館 令和3年6月7日（月）

男子個人戦

☆６０ｋｇ級

学校名 学校名
古川工業 △ 柴田
東北学院 ○ △ 東北
仙台育英 ○ △ 東北
仙台工業 △ G② 柴田

☆６６ｋｇ級

高専名取 ○ △ 石巻
古川工業 △ ② 東北

柴田 △ 仙台工業
東北学院 △ 柴田

☆７３ｋｇ級

東北 〇 △ 石巻工業
東北 ○ △ 仙台育英

仙台育英 △ 東北
東北 △ ○ 仙台工業

☆８１ｋｇ級

仙台育英 〇 △ 東北
東北 △ ○ 古川工業

高専名取 △ ○ 柴田
東北 ○ △ 東北

☆９０ｋｇ級

仙台育英 〇 △ 東北
東北 G① △ 仙台一
東北 △ 仙台育英

宮城水産 △ ○ 東北

☆１００ｋｇ級

東北 〇 △ 石巻工業
宮城工業 △ ○ 仙台育英

柴田 G○ △ 東北
古川工業 △ 東北学院

☆１００ｋｇ超級

東北 〇 △ 柴田
仙台育英 △ 古川工業
仙台育英 〇 △ 宮城水産
仙台育英 〇 柴田

＜記号＞　○：一本　　　：技有　 ×：引分　△：負け　G:ゴールデンスコア

菅原　優輝 上四方固 飯野　禅
木村　大樹 技有優勢 橋本　恭太

　　　　　　　①：指導１　②：指導２　③：指導３

菅原　道生 支釣込足 小畑　清春
鈴木　優大 技有優勢 髙橋　巨夢

高橋　健之介 裏投 佐々木　朋伯
千葉　拓己 技有優勢 佐藤　陽太郎

高橋　幸汰 合わせ技 星野　靖朝
嶋田　一徹 合わせ技 狩野　幸太

新妻　玲音 技有優勢 岸井　沙把羅
木村　斗貴 腕挫十字固 田中　良尚

佐々木　大城 小外掛 梁瀨　真弘
阿部　真之祐 僅差 熊谷　龍晟

板橋　栄輝 合わせ技 村井　凌河
佐藤　虎太朗 払巻込 工藤　大瑶

大沼　朴 送襟絞 佐々木　陸人
村山　一樹 合わせ技 加藤　颯

今野　太陽 技有優勢 一条　優真
尾坪　稜太 合わせ技 大谷　翔真

庄司　元気 合わせ技 鈴木　涼文
伊藤　壮健 合わせ技 佐々木　悠騎

高橋　承之介 技有優勢勝 平井　一成
伊藤　咲哉 技有優勢 北岡　心颯

大津　陽人 反則勝 安倍　史恩
渡邊　大雅 僅差 阿部　麗尋

熊谷　奏斗 合わせ技 千葉　隼人
須藤　天太 僅差 佐々木　教裕

堀内　敢太 技有優勢 中島　瑞貴
尾曽　輝斗 反則勝 千葉　元喜

第70回宮城県高等学校総合体育大会柔道競技大会
兼第71回東北高等学校柔道大会　宮城県予選会
兼第70回全国高等学校柔道大会　宮城県予選会

準々決勝

氏　名 勝敗内容 氏　名



男子個人戦
☆６０ｋｇ級

学校名 学校名
古川工業 △ ○ 東北学院
仙台育英 △ 柴田

☆６６ｋｇ級

高専名取 △ 東北
柴田 △ 〇 東北学院

☆７３ｋｇ級

東北 ○ △ 東北
仙台育英 ○ △ 仙台工業

☆８１ｋｇ級

仙台育英 〇 △ 古川工業
柴田 〇 △ 東北

☆９０ｋｇ級
仙台育英 〇 △ 東北
仙台育英 △ ○ 東北
☆１００ｋｇ級

東北 〇 △ 仙台育英
柴田 △ ② 東北学院

☆１００ｋｇ超級
東北 G〇 △ 仙台育英

仙台育英 △ ○ 仙台育英

男子個人戦
☆６０ｋｇ級

学校名 学校名
東北学院 △ 柴田
☆６６ｋｇ級

東北 △ ○ 東北学院
☆７３ｋｇ級

東北 △ 仙台育英
☆８１ｋｇ級
仙台育英 G○ △ 柴田
☆９０ｋｇ級
仙台育英 △ G① 東北
☆１００ｋｇ級

東北 〇 △ 東北学院
☆１００ｋｇ超級

東北 △ ○ 仙台育英

【成　　　績】
１位 ２位 ３位

古川工業
仙台育英

柴田
高専名取

東北
仙台工業
古川工業

東北
東北
東北

仙台育英
柴田

仙台育英
仙台育英

100ｋｇ超級 仙台育英 木村　大樹 東北 菅原　道生
菅原　優輝
鈴木　優大

100ｋｇ級 東北 高橋　幸汰 東北学院 佐藤　陽太郎
狩野　幸太

高橋　健之介

９０ｋｇ級 東北 田中　良尚 仙台育英 佐々木　大城
岸井　沙把羅
阿部　真之祐

８１ｋｇ級 仙台育英 大沼　朴 柴田 村井　凌河
加藤　颯

佐藤　虎太朗

７３ｋｇ級 東北 庄司　元気 仙台育英 今野　太陽
伊藤　壮健
大谷　翔真

６６ｋｇ級 東北学院 伊藤　咲哉 東北 阿部　麗尋
高橋　承之介
大津　陽人

６０ｋｇ級 東北学院 尾曽　輝斗 柴田 佐々木　教裕
堀内　敢太
熊谷　奏斗

高橋　幸汰 大内刈 佐藤　陽太郎

菅原　道生 合わせ技 木村　大樹

大沼　朴 技有優勢 村井　凌河

佐々木　大城 僅差 田中　良尚

阿部　麗尋 一本背負投 伊藤　咲哉

庄司　元気 技有優勢 今野　太陽

菅原　優輝 合わせ技 木村　大樹

決　勝

尾曽　輝斗 技有優勢 佐々木　教裕
氏　名 勝敗内容 氏　名

高橋　健之介 僅差 佐藤　陽太郎

菅原　道生 払釣込足 鈴木　優大

岸井　沙把羅 合わせ技 田中　良尚

高橋　幸汰 内股 狩野　幸太

村井　凌河 合わせ技 佐藤　虎太朗

佐々木　大城 払腰 阿部　真之祐

今野　太陽 内股すかし 大谷　翔真

大沼　朴 送襟絞 加藤　颯

高橋　承之介 合わせ技 伊藤　咲哉

庄司　元気 内股 伊藤　壮健

熊谷　奏斗 技有優勢勝 佐々木　教裕

大津　陽人 技有優勢勝 阿部　麗尋

準 決 勝

氏　名 勝敗内容 氏　名
堀内　敢太 一本背負投 尾曽　輝斗


