
会場：石巻市総合体育館 平成30年6月4日（月）

男子個人戦

☆６０ｋｇ級

学校名 学校名
柴田 △ 東北学院

小牛田農林 △ 　G 石巻商業
古川工業 ② △ 高専名取

東北 △ 仙台育英

☆６６ｋｇ級

古川工業 △ 柴田
仙台育英 △ 　G 柴田
古川工業 △ 小牛田農林

柴田 △ ② 仙台育英

☆７３ｋｇ級

柴田 〇 △ 古川工業
東北 △ 〇 仙台育英
東北 △ 〇 仙台育英
柴田 △ 小牛田農林

☆８１ｋｇ級

柴田 〇 △ 佐沼
仙台育英 △ 東北
仙台育英 〇 △ 気仙沼向洋

仙台三 △ 石巻商業

☆９０ｋｇ級

東北学院 〇 △ 石巻工業
鹿島台商業 △ 〇 東北
白石工業 △ 〇 柴田

東北 〇 △ 石巻工業

☆１００ｋｇ級

仙台育英 〇 △ 登米総産
東北 〇 △ 柴田

仙台育英 〇 △ 石巻工業
仙台三 △ 〇 東北

☆１００ｋｇ超級

石巻工業 〇 △ 加美農業
仙台工業 △ 〇 東北

東北 〇 △ 宮城農業
仙台育英 〇 △ 石巻工業

＜記号＞　○：一本　　　：技有　 ×：引分　△：負け　G:ゴールデンスコア

宮本　辰輝 払巻込 蟻坂　桐哉
鈴木　貴博 内股 日下　兼太郎

　　　　　　　①：指導１　②：指導２　③：指導３

髙橋　龍之丞 大腰 小松　克明
千葉　康祐 合わせ技 遠藤　大我

佐々木　圭 背負投 三浦　琉輝
松澤　秀馬 支釣込足 後藤　颯斗

瀬戸　裕貴 腕挫腕固 須藤　翔舞
白須　一騎 腕挫腕固 遠藤　滉太

三浦　大寿 横四方固 平塚　光成
岩佐　悠太 反則勝 及川　大周

大槻　泰生 払腰 蜂谷　雄大
門馬　将太 送襟絞 荒井　健友

伊東　晧樹 小外掛 芳賀　晴也
田中　裕人 技有優勢勝 森　壮汰

菅原　幸大 小外掛 佐藤　輝世
川田　一心 技有優勢勝 日野　蓮

今野　剛龍 腕挫脚固 蜂谷　優輝
丹野　康悦 技有優勢勝 加藤　有斗

佐藤　友飛 内股 髙橋　駿斗
日野　陽斗 浮固 三浦　大河

和良品　郁弥 技有優勢勝 里村　天翼
青田　竜太郎 指導２ 大槻　優斗

堀内　大誠 技有優勢勝 牛木　一磨
田山　快 技有優勢勝 牛木　聖成

添田優介 指導２ 三浦　凛太郎
田坂　慎太郎 技有優勢勝 鈴木　壱世

伊藤　広稀 技有優勢勝 女鹿　義季
佐藤　海斗 技有優勢勝 三浦　大河

第67回　宮城県高等学校総合体育大会柔道競技大会
兼第68回東北高等学校柔道大会　宮城県予選会
兼第67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



男子個人戦
☆６０ｋｇ級

学校名 学校名
柴田 G② △ 石巻商業

古川工業 △ 東北

☆６６ｋｇ級

古川工業 〇 △ 柴田
古川工業 △ 〇 仙台育英

☆７３ｋｇ級

柴田 △ 仙台育英
仙台育英 △ G〇 柴田

☆８１ｋｇ級

柴田 〇 △ 仙台育英
仙台育英 〇 △ 石巻商業
☆９０ｋｇ級
東北学院 〇 △ 東北

柴田 △ ② 東北
☆１００ｋｇ級
仙台育英 〇 △ 東北
仙台育英 △ 〇 東北
☆１００ｋｇ超級
石巻工業 〇 △ 東北

東北 〇 △ 仙台育英

男子個人戦
☆６０ｋｇ級

学校名 学校名
柴田 〇 △ 東北

☆６６ｋｇ級
古川工業 〇 △ 仙台育英
☆７３ｋｇ級

柴田 G① △ 柴田
☆８１ｋｇ級

柴田 〇 △ 仙台育英
☆９０ｋｇ級
東北学院 〇 △ 東北
☆１００ｋｇ級
仙台育英 〇 △ 東北
☆１００ｋｇ超級
石巻工業 〇 △ 東北

【成　　　績】
１位 ２位 ３位

石巻商業
古川工業

柴田
古川工業
仙台育英
仙台育英
仙台育英
石巻商業

東北
柴田
東北

仙台育英
東北

仙台育英
100ｋｇ超級 石巻工業 髙橋　龍之丞 東北 宮本　辰輝

遠藤　大我
鈴木　貴博

100ｋｇ級 仙台育英 瀬戸　裕貴 東北 後藤　颯斗
白須　一騎
佐々木　圭

９０ｋｇ級 東北学院 大槻　泰生 東北 岩佐　悠太
荒井　健友
平塚　光成

８１ｋｇ級 柴田 菅原　幸大 仙台育英 伊東　晧樹
川田　一心
森　壮汰

７３ｋｇ級 柴田 佐藤　友飛 柴田 丹野　康悦
三浦　大希
蜂谷　優輝

６６ｋｇ級 古川工業 堀内　大誠 仙台育英 大槻　優斗
牛木　聖成

和良品　郁弥

６０ｋｇ級 柴田 伊藤　広稀 東北 田坂　慎太郎
三浦　大河
添田優介

瀬戸　裕貴 大内刈 後藤　颯斗

髙橋　龍之丞 上四方固 宮本　辰輝

菅原　幸大 小外掛 伊東　晧樹

大槻　泰生 小外掛 岩佐　悠太

堀内　大誠 背負投 大槻　優斗

佐藤　友飛 指導１ 丹野　康悦

宮本　辰輝 合技 鈴木　貴博

決　勝

伊藤　広稀 腕挫十字固 田坂　慎太郎
氏　名 勝敗内容 氏　名

佐々木　圭 体落 後藤　颯斗

髙橋　龍之丞 横四方固 遠藤　大我

平塚　光成 指導２ 岩佐　悠太

瀬戸　裕貴 反則勝 白須　一騎

伊東　晧樹 一本背負投 森　壮汰

大槻　泰生 内股すかし 荒井　健友

蜂谷　優輝 内股 丹野　康悦

菅原　幸大 合わせ技 川田　一心

和良品　郁弥 内股 大槻　優斗

佐藤　友飛 技有優勢勝 三浦　大希

添田優介 技有優勢勝 田坂　慎太郎

堀内　大誠 背負投 牛木　聖成

準 決 勝

氏　名 勝敗内容 氏　名
伊藤　広稀 指導２ 三浦　大河


