
会場：宮城県武道館 平成28年12月17日（土）
　

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
仙台育英 ○ △ 東北
古川学園 △ ② 柴田
石巻商業 △ ① 東北学院
東北 △ 仙台育英

☆６６ｋｇ級
古川工業 ○ △ 白石
小牛田農林 △ 東北
気仙沼 △ 古川工業

小牛田農林 △ Ｇ① 古川工業
☆７３ｋｇ級 　
東北 ○ △ 古川工業

仙台育英 △ 石巻工業
柴田 △ 仙台育英

石巻工業 △ 仙台育英
☆８１ｋｇ級
仙台育英 ○ △ 迫桜
塩釜 ○ △ 小牛田農林

高専名取 ○ △ 佐沼
仙台育英 △ 東北学院
☆無差別級
東北 ○ △ 東北

仙台育英 ② △ 東北
東北 △ 仙台育英
東北 △ ○ 東北

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
仙台育英 ○ △ 柴田
東北学院 △ ○ 仙台育英
☆６６ｋｇ級
古川工業 △ Ｇ○ 小牛田農林

古川工業 △ 古川工業
☆７３ｋｇ級
東北 △ 仙台育英

仙台育英 ○ △ 仙台育英
☆８１ｋｇ級
仙台育英 ○ △ 塩釜
高専名取 △ 仙台育英
☆無差別級
東北 ③ △ 仙台育英

仙台育英 △ ② 東北

　　　　　　　　※①は指導１で勝ち　②は指導２で勝ち　③は指導３で勝ち

氏　名 氏　名内　容

小外刈須藤　慧 伊藤　広稀

鈴木　亮太 横四方固 秋山　春樹
丹野　肇 有効優勢勝 鈴木　祐太

鎌田　勝太 技有優勢勝 堀内　大誠

日野　智瑛 有効優勢勝 山形　亮介
佐々木　海晴 袈裟固

髙橋　優貴 指導３ 瀬戸　裕貴
松崎　光希 指導２ 今野　祐斗

鈴木　貴一朗

準決勝

氏　名 内　容 氏　名

女鹿　義希 櫓投 千葉　康太

佐藤　諒 背負返 丹野　龍世

後藤　颯斗 横四方固 今野　祐斗

瀬戸　裕貴 指導２ 奥田　駿斗
佐藤　築 崩袈裟固 松崎　光希

秋山　春樹 内股 徳川　佳汰
丹野　肇 横四方固 佐藤　輝世

髙橋　優貴 袈裟固 山田　直哉

鈴木　祐太 有効優勢勝 今野　波音

佐藤　友飛 技有優勢勝 佐々木　海晴
阿部　弘仁 有効優勢勝 鈴木　貴一朗

鈴木　亮太 内股 遊佐　龍太

有効優勢勝 鎌田　勝太
里村　天翼 指導1 堀内　大誠

日野　智瑛 内股 鈴木　奏真
山形　亮介 有効優勢勝 今野　丞
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準々決勝

須藤　慧 内股 阿部　克海
吉田　雄冬 指導２ 伊藤　広稀
佐々木　渓太 指導１ 女鹿　義希

佐藤　諒 腕挫十字固 富澤　俊一郎

千葉　尚人 有効優勢勝 千葉　康太

丹野　龍世 有効優勢勝 大槻　空
小野寺　礼嗣



会場：宮城県武道館 平成28年12月17日（土）

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
仙台育英 ① △ 仙台育英
☆６６ｋｇ級
小牛田農林 △ 古川工業
☆７３ｋｇ級
仙台育英 △ ① 仙台育英
☆８１ｋｇ級
仙台育英 △ Ｇ① 仙台育英
☆無差別級
東北 △ ② 東北

　　　　　　　　※①は指導１で勝ち　②は指導２で勝ち　③は指導３で勝ち

【男子個人成績】

柴田
東北学院
古川工業
古川工業
仙台育英
東北

高専名取
塩釜

仙台育英
仙台育英

氏　名 内　容 氏　名

決勝戦

８１ｋｇ級 仙台育英 鈴木　祐太 仙台育英 鈴木　亮太
丹野　肇
秋山　春樹

無差別級 東北 今野　祐斗 東北 髙橋　優貴
松崎　光希
瀬戸　裕貴

６６ｋｇ級 古川工業 堀内　大誠 小牛田農林 丹野　龍世
鎌田　勝太
佐藤　諒

７３ｋｇ級 仙台育英 佐々木　海晴 仙台育英 山形　亮介
鈴木　貴一朗
日野　智瑛

鈴木　亮太 指導１ 鈴木　祐太

６０ｋｇ級 仙台育英 須藤　慧 仙台育英 千葉　康太
伊藤　広稀
女鹿　義希

１位 ２位 ３位

丹野　龍世 有効優勢勝 堀内　大誠

山形　亮介 指導１ 佐々木　海晴

髙橋　優貴 指導２ 今野　祐斗

須藤　慧 指導１ 千葉　康太
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