
結果1

会場：宮城県武道館
　

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
古川工業 〇 △ 高専名取
東　　北 △ 古川工業
東　　北 〇 △ 仙台工業
東　　北 〇 △ 仙台育英
☆６６ｋｇ級
柴　　田 〇 △ 仙台第三
東　　北 Ｇ① △ 石巻工業
古川工業 △ 柴　　田
宮城水産 △ 〇 仙台育英

☆７３ｋｇ級
古川工業 〇 △ 東　　北

東　　北  Ｇ △ 石巻商業
仙台育英 △ 古川工業
古川工業 △ 〇 仙台育英

☆８１ｋｇ級
柴　　田 〇 △ 仙台育英
東　　北 △ 〇 仙台育英
東　　北 △ 仙台育英
仙台育英 △ 東北
☆無差別級
柴　　田 〇 △ 仙台育英
東　　北 △ 〇 東　　北
仙台育英 △ 東　　北
東北学院 △ 〇 東　　北

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
古川工業 Ｇ① △ 古川工業
東　　北 △ 東　　北
☆６６ｋｇ級
柴　　田 〇 △ 東　　北
柴　　田 △ 〇 仙台育英
☆７３ｋｇ級
古川工業 〇 △ 東　　北
仙台育英 △ 仙台育英
☆８１ｋｇ級
柴　　田 〇 △ 仙台育英
仙台育英 △ 〇 仙台育英
☆無差別級
柴　　田 ② △ 東　　北
仙台育英 △ 東　　北

　　　　

第41回全国高等学校柔道選手権大会宮城県大会　男子個人試合

準々決勝

大沼　勢 背負投 三浦　凛太郎

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

梶原　健正 技有優勢勝 只野　理玖
須田　洸郎 送り襟締 畠山　隼輔

佐々木　康晴 合せ技 伊藤　柚月

田坂　慎太朗 合せ技 戸羽　慶

三瓶　士穏 指導１ 佐藤　賢明
和良品　郁弥 技有優勢勝 野々山　海士
品野　光佑 合せ技 田山　快

加藤　大志 上四方固 鈴木　総太
仲野谷　海生 技有優勢勝 阿部　隼祐
齋藤　航輝 技有優勢勝 皿貝　悠馬
成澤　翼 背負投 今野　大河

菅原　幸大 反則勝 川田　大夢
堀池　怜之 背負投 伊藤　悟
佐藤　茅人 技有優勢勝 横田　渉真

小畑　詩音 横四方固 川田　一心

千葉　唱生 技有優勢勝 安野　雅也

佐藤　翔太 払腰 荒井　建友

白須　一騎 不戦勝 小松　伊吹
佐々木　圭 技有優勢勝 上村　汐音

今野　大河

準決勝

氏　名 内　容 氏　名

須田　洸郎 技有優勢 田坂　慎太朗

佐々木　康晴 大腰 三瓶　士穏

小畑　詩音 指導２ 小松　伊吹
佐々木　圭 技有優勢勝 荒井　建友

技有優勢勝

平成30年12月22日（土）

氏　名 氏　名内　容

指導１大沼　勢 只野　理玖

菅原　幸大 小外刈 伊藤　悟
横田　渉真 合せ技 千葉　唱生

野々山　海士 合せ技 田山　快

加藤　大志 内股 仲野谷　海生
齋藤　航輝



結果2

会場：宮城県武道館 平成30年12月22日（土）

男子個人戦

☆６０ｋｇ級
学校名 学校名
古川工業  Ｇ △ 東　　北
☆６６ｋｇ級
柴　　田  Ｇ △ 仙台育英
☆７３ｋｇ級
古川工業 〇 △ 仙台育英
☆８１ｋｇ級
柴　　田 〇 △ 仙台育英
☆無差別級
柴　　田 △ 〇 東　　北

【男子個人成績】

古川工業

東　　北
東　　北
柴　　田
東　　北
仙台育英
仙台育英
仙台育英
仙台育英
東　　北

第41回全国高等学校柔道選手権大会宮城県大会　男子個人試合

大沼　勢 技有優勢勝 田坂　慎太朗

佐々木　康晴 技有優勢勝 田山　快

加藤　大志 合せ技 今野　大河

小畑　詩音 合せ技 荒井　建友

加藤　大志 仙台育英 今野　大河
仲野谷　海生
齋藤　航輝

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

菅原　幸大 反則勝 千葉　唱生

６０ｋｇ級 古川工業 大沼　勢 東　　北 田坂　慎太朗
只野　理玖
須田　洸郎

１位 ２位 ３位

８１ｋｇ級 柴　　田 菅原　幸大 仙台育英 千葉　唱生
伊藤　悟

横田　渉真

無差別級 東　　北 荒井　建友 柴　　田 小畑　詩音
佐々木　圭
小松　伊吹

６６ｋｇ級 柴　　田 佐々木　康晴 仙台育英 田山　快
三瓶　士穏

野々山　海士

７３ｋｇ級 古川工業

氏　名 内　容 氏　名

決勝戦


