
会場会場会場会場：：：：宮城県武道館宮城県武道館宮城県武道館宮城県武道館 平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月31313131日日日日（（（（土土土土））））

女子個人戦女子個人戦女子個人戦女子個人戦

☆☆☆☆４８４８４８４８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

学校名 学校名

古川工業 ○ △ 宮城工業

東　北 ○ △ 柴　田

小牛田農林  △ 気仙沼

東　北 G △ 東　北

☆☆☆☆５２５２５２５２ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 ○ △ 名　取

石巻商業 △ ○ 柴　田

古川工業 ○ △ 宮城水産

白石工業 △ ○ 東　北

☆☆☆☆５７５７５７５７ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

柴　田 △  東　北

石巻商業 ○ △ 佐　沼

石巻北 △ ○ 柴　田

柴　田 △ ① 東　北

☆☆☆☆６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

柴　田 △ G① 東　北

松　山 △ ○ 東　北

東　北 △ ○ 仙台育英

東　北 △ G① 東　北

☆☆☆☆７０７０７０７０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

☆☆☆☆７８７８７８７８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 ○ △ 伊　具

柴　田 ○ △ 宮城工業

気仙沼 △ ○ 東　北

☆☆☆☆７８７８７８７８ｋｇｋｇｋｇｋｇ超級超級超級超級

東　北 ○ △ 仙台一

仙台一 ○ △ 亘　理

東　北 ○ △ 亘　理

＜記　号＞　○：一本　：技有　：有効　①：指導１　②：指導２　③：指導３　△：負け　Ｇ：ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｺｱ（延長戦）

　　　　　　　　※①は指導１で勝ち　②は指導２で勝ち　③は指導３で勝ち

中鉢美樹 横四方固 鹿又美祐

犬飼称江 袈裟固 丹野奏蘭

第第第第37373737回回回回　　　　宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会
（（（（兼第兼第兼第兼第70707070回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会））））

準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝

氏　名 勝敗内容 氏　名

長沼菜月 上四方固 大場純子

八木美保 上四方固 坂田和恵

佐藤麻衣 優勢勝 白幡　玲

犬飼志織 延長戦・優勢勝 山口かなえ

鈴木詩織 優勢勝 亀井奈々

渥美果子 上四方固 相澤　雅

五十嵐和花 袈裟固 佐藤朱里

高橋匠海 崩袈裟固 三浦七海

佐藤真綾 延長戦・指導１勝 金内夢路

伊達愛望 小外刈 井上梨花子

若山朋南 袈裟固 小野寺夢乃

成田美峰子 指導１勝 簗田千晴

千代田琴音 不戦勝 福田恋香

エントリー４名のため試合なし

伊藤つかさ 払巻込 岩佐菜奈

田辺賀奈子 延長戦・指導１勝 千葉亜子

小岩彩乃 袈裟固 鈴木麻友

鈴木麻友 袈裟固 高橋　彩

遠藤沙季 縦四方固 和泉あおい

藤田真耶 袈裟固 浅野　蘭

小岩彩乃 払　腰 高橋　彩

エントリー３名のためリーグ戦にて実施



会場会場会場会場：：：：宮城県武道館宮城県武道館宮城県武道館宮城県武道館 平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月31313131日日日日（（（（土土土土））））

女子個人戦女子個人戦女子個人戦女子個人戦

☆☆☆☆４８４８４８４８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

学校名 学校名

古川工業 ② △ 東　北

小牛田農林  △ 東　北

☆☆☆☆５２５２５２５２ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北  △ 柴　田

古川工業  △ 東　北

☆☆☆☆５７５７５７５７ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 ○ △ 石巻商業

柴　田 ① △ 東　北

☆☆☆☆６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北  △ 東　北

仙台育英 △ ○ 東　北

☆☆☆☆７０７０７０７０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 ○ △ 白石工業

白石工業 △ ○ 東　北

☆☆☆☆７８７８７８７８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

柴　田 △ ○ 東　北

柴　田 △ ○ 東　北

☆☆☆☆７８７８７８７８ｋｇｋｇｋｇｋｇ超級超級超級超級

女子個人戦女子個人戦女子個人戦女子個人戦

☆☆☆☆４８４８４８４８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

学校名 学校名

古川工業 ② △ 小牛田農林

☆☆☆☆５２５２５２５２ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 ○ △ 古川工業

☆☆☆☆５７５７５７５７ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 △  柴　田

☆☆☆☆６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 ② △ 東　北

☆☆☆☆７０７０７０７０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 ○ △ 東　北

☆☆☆☆７８７８７８７８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東　北 △ ○ 東　北

☆☆☆☆７８７８７８７８ｋｇｋｇｋｇｋｇ超級超級超級超級

＜記　号＞　○：一本　：技有　：有効　①：指導１　②：指導２　③：指導３　△：負け　Ｇ：ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽｺｱ（延長戦）

　　　　　　　　※①は指導１で勝ち　②は指導２で勝ち　③は指導３で勝ち

第第第第37373737回回回回　　　　宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会
（（（（兼第兼第兼第兼第70707070回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会））））

準決勝準決勝準決勝準決勝

氏　名 勝敗内容 氏　名

長沼菜月 優勢勝 坂田和恵

五十嵐和花 優勢勝 三浦七海

中鉢美樹 指導２勝 犬飼称江

佐藤麻衣 優勢勝 犬飼志織

金内夢路 優勢勝 井上梨花子

岩佐菜奈 小外刈 千葉亜子

亀井奈々 横四方固 渥美果子

小野寺夢乃 指導１勝 簗田千晴

エントリー３名のためリーグ戦にて実施

新貝和音 不戦勝 千代田琴音

遠藤沙季 上四方固 浅野　蘭

岩佐　碧 不戦勝 四釜美乃里

半沢江梨花 袈裟固 清水美里

長沼菜月 腕挫十字固 五十嵐和花

亀井奈々 優勢勝 小野寺夢乃

決勝決勝決勝決勝

氏　名 勝敗内容 氏　名

中鉢美樹 指導２勝 佐藤麻衣

千代田琴音 横四方固 浅野　蘭

エントリー３名のためリーグ戦にて実施

金内夢路 指導２勝 千葉亜子

岩佐　碧 後袈裟固 清水美里



会場会場会場会場：：：：宮城県武道館宮城県武道館宮城県武道館宮城県武道館 平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月31313131日日日日（（（（土土土土））））

【【【【女子個人成績女子個人成績女子個人成績女子個人成績】】】】

東　北

東　北

柴　田

東　北

東　北

石巻商業

東　北

仙台育英

柴　田

柴　田

第第第第37373737回回回回　　　　宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会宮城県高等学校柔道体重別選手権大会
（（（（兼第兼第兼第兼第70707070回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会回国民体育大会少年柔道競技一次選考会））））

１１１１位位位位 ２２２２位位位位 ３３３３位位位位

４８４８４８４８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級 中鉢美樹 古川工業 佐藤麻衣 小牛田農林
犬飼称江

犬飼志織

５２５２５２５２ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級 長沼菜月 東　北 五十嵐和花 古川工業
坂田和恵

三浦七海

６３６３６３６３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級 金内夢路 東　北 千葉亜子 東　北
井上梨花子

岩佐菜奈

５７５７５７５７ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級 小野寺夢乃 柴　田 亀井奈々 東　北
簗田千晴

渥美果子

亘　理

半沢江梨花 白石工業

78787878kgkgkgkg超級超級超級超級 小岩彩乃 東　北 鈴木麻友 仙台一 高橋　彩

７８７８７８７８ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級 浅野　蘭 東　北 千代田琴音 東　北
遠藤沙季

新貝和音

７０７０７０７０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級 岩佐　碧 東　北 清水美里 東　北


