
会場：石巻市総合体育館 令和3年6月6日（日）

女子個人戦

学校名 学校名

高専名取 G○ △ 気仙沼

古川工業 〇 △ 白石

登米総産 △ ○ 柴田

宮城農業 △ 〇 柴田

東北 ○ △ 気仙沼向洋

東北 〇 △ 松島

柴田 ○ 〇 東北

柴田 △ Ｇ① 東北

東北 △ ○ 東北

東北 〇 △ 東北

仙台二 △ 〇 東北

東北 △ ○ 東北

白石 △ 〇 東北

東北 〇 △ 柴田

古川工業 △ Ｇ○ 石巻商業

柴田 ○ △ 東北

東北 ○ △ 亘理

宮城水産 〇 △ 東北

白石 △ ○ 柴田

東北 ○ △ 東北

宮城水産 ○ △ 白石工業

登米総産 △ 〇 小牛田農林

亘理 △ ② 東北

＜記号＞　○：一本　　　　：技有　×：引分　△：負け　G:ゴールデンスコア
　　　　　　　①：指導１　　②：指導２　　③：指導３

☆７８ｋｇ超級（少数エントリー）

☆７８ｋｇ級

☆７０ｋｇ級

☆６３ｋｇ級

☆５７ｋｇ級

☆５２ｋｇ級

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

千葉　心奈 横四方固 三島　妃陽

佐々木　未来 合せ技 白幡　ゆい

☆４８ｋｇ級（少数エントリー）

佐々木　希峰 合わせ技 大槻　萌未

合わせ技

佐々木　歩 合わせ技 相馬　倭華菜

狩野　美空 内股 千葉　友愛

平間　七海 青田　実久

後藤　恵衣 反則勝 吉田　陽音

溝口　　悠 体落 伊藤　日菜

太田　結葵 合わせ技 佐藤　響

熊谷　羽美 僅差 佐藤　和円

酒井　希 合わせ技 後藤　　唯

髙橋　瑠奈 払腰 遠藤　もえ

土井　咲良 肩固 黒田　彩夏

合わせ技

渡邉　陽香 合わせ技 佐々木　涼

船迫　こと美 上四方固 佐々木　萌

阿部　未来 技有優勢 佐々木　優生

佐々木　奏海 伊藤　逢緒香

佐々木　かおり 僅差 中田　珠稀

川名　麻友実 佐藤　小桃合わせ技

佐々木　海春 合わせ技 長沼　有夏

高橋　亜胡 合わせ技 蟻谷　心

鈴木　萌 横四方固 大槻　永遠

渡邊　アリアナ 送襟絞 髙橋　夢花



☆４８ｋｇ級
学校名 学校名
東北 〇 △ 高専名取
仙台二 △ ○ 古川工業
☆５２ｋｇ級
古川工業 〇 △ 柴田
柴田 ○ △ 東北

☆５７ｋｇ級
東北 Ｇ① △ 柴田
東北 G○ △ 東北

☆６３ｋｇ級
東北 △ 東北
東北 G〇 △ 東北

☆７０ｋｇ級
東北 ○ △ 石巻商業
柴田 △ ○ 東北

☆７８ｋｇ級
東北 ○ △ 柴田
東北 ○ △ 宮城水産

☆７８ｋｇ超級
東北 〇 △ 小牛田農林

東北 △ ○ 高専名取

☆４８ｋｇ級
東北 〇 △ 古川工業

☆５２ｋｇ級
古川工業 △ △ 柴田
☆５７ｋｇ級
東北 ○ △ 東北

☆６３ｋｇ級
東北 △ ② 東北

☆７０ｋｇ級
東北 〇 △ 東北

☆７８ｋｇ級
東北 〇 △ 東北

☆７８ｋｇ超級
東北 〇 △ 高専名取

【成　　　績】
１位 ２位 ３位

高専名取
仙台第二
東北
柴田
柴田
東北
東北
東北

石巻商業
柴田
柴田

宮城水産
小牛田農林

東北

福島　優花 背負投 三浦　向日葵

千葉　心奈 崩上四方固 大槻　萌未

準　決　勝

氏　名 勝敗内容 氏　名
佐々木　侑 合わせ技 佐々木　未来

佐藤　和円 反則勝 後藤　　唯

溝口　　悠 技有優勢 佐藤　響

青田　実久 合わせ技 後藤　恵衣

佐々木　歩 技有優勢 狩野　美空

土井　咲良 小外掛 佐々木　奏海

長沼　有夏 横四方固 髙橋　夢花

佐々木　涼 技有優勢 佐々木　萌

髙橋　瑠奈 合わせ技 佐々木　優生

中田　珠稀 合わせ技 佐藤　歩瑠

決　勝

佐々木　侑 上四方固 三浦　向日葵

高橋　亜胡 鈴木　萌

熊谷　李美 佐藤　小桃横四方固

合わせ技

佐藤　響 僅差 佐々木　涼

髙橋　瑠奈 合わせ技 佐々木　奏海

千葉　心奈 合わせ技 青田　実久

佐々木　歩 大腰 佐藤　和円

４８ｋｇ級 東北 佐々木　侑 古川工業 三浦　向日葵
佐々木　未来
福島　優花

長沼　有夏 上四方固 高橋　亜胡

熊谷　李美 送襟絞 佐藤　歩瑠

５７ｋｇ級 東北 佐々木　歩 東北 佐藤　和円
狩野　美空
後藤　唯

５２ｋｇ級 柴田 青田　実久 古川工業 千葉　心奈
後藤　恵衣
大槻　萌未

小牛田農林 佐々木　涼 東北 佐藤　響
佐々木　萌
溝口　悠

７０ｋｇ級 東北 髙橋　瑠奈 東北 佐々木　奏海
佐々木　優生
土井　咲良

６３ｋｇ級

長沼　有夏 東北 高橋　亜胡
髙橋　夢花

７８ｋｇ超級 東北 熊谷　李美 高専名取 佐藤　歩瑠
佐藤　小桃
中田　珠稀

７８ｋｇ級 東北
鈴木　萌


