
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28282828年年年年1111月月月月30303030日日日日（（（（土土土土））））

男子個人戦男子個人戦男子個人戦男子個人戦

☆☆☆☆６０６０６０６０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

学校名 学校名

仙台育英 ○ △ 石巻工業

東北 ② △ 仙台商業

東北 ○ △ 迫桜

東北 △  古川工業

☆☆☆☆６６６６６６６６ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

古川工業 G △ 東北

東北  △ 古川工業

仙台育英  △ 石巻工業

柴田 △ ○ 東北

☆☆☆☆７３７３７３７３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 ② △ 仙台育英

高専名取 △  東北

東北 △  石巻工業

東北 △ ○ 仙台育英

☆☆☆☆８１８１８１８１ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

鈴木　一矢 指導② 金田　悟

柏木　友希 横四方固 小野寺　研人

氏　名

内股 髙瀨　雄史

日野　智瑛 有効優勢勝 阿部　弘介

島野　和毅 背負落 山下　大智

秋山　龍

木村　諒人

千葉　尚人 技有優勢勝 加藤　唯人

藤嶋　舜人

菅野　喜希 内股 神橋　朱理

及川　卓巳 指導２ 佐々木　海晴

伊藤　江介 技有優勢勝 小野寺　凌

千葉　康太

氏　名

佐藤　諒 有効優勢勝

亀山　強生 有効優勢勝

箱島　平和 有効優勢勝

勝敗内容

第第第第38383838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71717171回国民体育大会 第回国民体育大会 第回国民体育大会 第回国民体育大会 第1111次選考会次選考会次選考会次選考会））））

準準準準々々々々決勝決勝決勝決勝

☆☆☆☆８１８１８１８１ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 ○ △ 仙台育英

東北学院 △ G○ 東北

仙台育英 ○ △ 古川工業

東北学院 ○ △ 仙台育英

☆☆☆☆９０９０９０９０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

石巻工業 ○ △ 東北

宮城工業 △ ○ 東北

仙台育英  △ 石巻工業

加美農業 △ ○ 仙台育英

☆☆☆☆１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 ○ △ 宮城農業

東北 △  東北

東北 △ ① 東北

仙台育英 ○ △ 東北

☆☆☆☆１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ超級超級超級超級

柴田 ○ △ 伊具

東北 ○ △ 宮城水産

東北 G △ 仙台育英

古川学園 △ ○ 宮城工業

＜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

工藤　慎吾 内股 松崎　光希

今野　祐斗

今野　波音 袖釣込腰 鈴木　亮太

中澤　大樹

髙橋　優貴

今野　旭 裏投 伊藤　勇冴

植田　健稔 大外返 河村　一杜

鈴木　純輝

払腰 阿部　義篤

菅野　大輝 払腰 奥田　駿斗

佐々木　悠真 技有優勢勝 伊藤　貴充

大内刈 白井　奎也

村上　友亮 大腰 千葉　洋人

伊藤　武晃 袈裟固 大宮　優

内股 目黒　拓

内海　航平 内股 阿部　賢介

佐藤　築 有効優勢勝 千代窪　赳

内股 佐藤　政太

山田　直哉 有効優勢勝 相馬　恵太

内海　大志 指導１ 田中　皐太



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28282828年年年年1111月月月月30303030日日日日（（（（土土土土））））

男子個人戦男子個人戦男子個人戦男子個人戦

☆☆☆☆６０６０６０６０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

学校名 学校名

仙台育英 ○ △ 東北

東北 △ G① 古川工業

☆☆☆☆６６６６６６６６ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

古川工業 △ ○ 東北

仙台育英 △ ○ 東北

☆☆☆☆７３７３７３７３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 △ ① 東北

石巻工業 △ ○ 仙台育英

☆☆☆☆８１８１８１８１ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 ○ △ 東北

仙台育英 △ ○ 東北学院

☆☆☆☆９０９０９０９０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

石巻工業 ○ △ 東北

仙台育英 ① △ 仙台育英

☆☆☆☆１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

氏　名 氏　名

佐藤　諒 裏投 亀山　強生

箱島　平和

千葉　康太 反則勝 鈴木　一矢

柏木　友希 指導１ 加藤　唯人

髙橋　優貴 払腰 千葉　洋人

伊藤　武晃

松崎　光希

払腰 山下　大智

及川　卓巳 指導１ 小野寺　凌

阿部　弘介 内股 神橋　朱理

払腰 今野　波音

中澤　大樹 内股返 奥田　駿斗

佐々木　悠真 指導１

（（（（兼 第兼 第兼 第兼 第71717171回国民体育大会 第回国民体育大会 第回国民体育大会 第回国民体育大会 第1111次選考会次選考会次選考会次選考会））））

勝敗内容

準決勝準決勝準決勝準決勝

第第第第38383838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

☆☆☆☆１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 ○ △ 東北

東北 △ ○ 仙台育英

☆☆☆☆１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ超級超級超級超級

柴田 △  東北

東北 ○ △ 宮城工業

男子個人戦男子個人戦男子個人戦男子個人戦

☆☆☆☆６０６０６０６０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

学校名 学校名

仙台育英 ○ △ 古川工業

☆☆☆☆６６６６６６６６ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 △ ○ 東北

☆☆☆☆７３７３７３７３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 ○ △ 仙台育英

☆☆☆☆８１８１８１８１ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 G○ △ 東北学院

☆☆☆☆９０９０９０９０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

石巻工業 ○ △ 仙台育英

☆☆☆☆１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

東北 ○ △ 仙台育英

☆☆☆☆１００１００１００１００ｋｇｋｇｋｇｋｇ超級超級超級超級

東北 ○ △ 東北

＜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

植田　健稔

内海　航平

亀山　強生 裏投 山下　大智

小野寺　凌

氏　名

縦四方固 加藤　唯人

今野　祐斗 裸絞

千葉　康太

氏　名

今野　祐斗 大内刈 相馬　恵太

田中　皐太

抱分 神橋　朱理

髙橋　優貴 横四方固 今野　波音

中澤　大樹 一本背負投 佐々木　悠真

腕挫十字固 植田　健稔

鈴木　純輝 技有優勢勝 内海　航平

佐藤　築 横四方固 伊藤　勇冴

一本背負投 佐藤　築

勝敗内容

決勝決勝決勝決勝



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28282828年年年年1111月月月月30303030日日日日（（（（土土土土））））

【【【【男子個人成績男子個人成績男子個人成績男子個人成績】】】】

東北

東北

仙台育英

古川工業

東北

石巻工業

東北

仙台育英

東北

仙台育英

東北

東北

柴田

宮城工業
100100100100kgkgkgkg超級超級超級超級

100100100100ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

９０９０９０９０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

８１８１８１８１ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

７３７３７３７３ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

６６６６６６６６ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

６０６０６０６０ｋｇｋｇｋｇｋｇ級級級級

植田　健稔

仙台育英

内海　航平 佐藤　築

千葉　康太

山下　大智

小野寺　凌

髙橋　優貴

中澤　大樹

今野　祐斗

東北
及川　卓巳

阿部　弘介

千葉　洋人

伊藤　武晃

奥田　駿斗

松崎　光希

３３３３位位位位

鈴木　一矢

柏木　友希

箱島　平和

佐藤　諒

２２２２位位位位１１１１位位位位

加藤　唯人

亀山　強生

神橋　朱理

今野　波音

佐々木　悠真

東北

石巻工業

東北

東北 東北

仙台育英

仙台育英

東北学院

仙台育英

東北

古川工業

東北

第第第第38383838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71717171回国民体育大会 第回国民体育大会 第回国民体育大会 第回国民体育大会 第1111次選考会次選考会次選考会次選考会））））

相馬　恵太

田中　皐太

鈴木　純輝

佐藤　勇冴


