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第 66回
宮城県高等学校総合体育大会柔道競技大会

兼

第 67回東北高等学校柔道大会
第 66回全国高等学校柔道大会

宮城県予選会

開 催 要 項

と き 平成 29年 6月 3日（土）4日（日）5日（月）
ところ 大崎市古川総合体育館

大崎市古川旭四丁目５－２

℡０２２９－２４－０５１１

主 催 宮城県高等学校体育連盟

宮城県教育委員会

共 催 宮城県高等学校文化連盟

主 管 宮城県高等学校体育連盟柔道専門部
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１．日 程

男 子

第 1日目 6月 3日（土） 第 2日目 6月 4日（日） 第 3日目 6月 5日（月）
監督・選手集合 9時 00分 選手集合 9時 00分 選手集合 9時 00分

9時 30分
体重計測 ～ 審判打ち合せ 9時 20分 審判打ち合せ 9時 20分

10時 20分
オーダー提出 10時 25分 団体試合 9時 30分 個人試合 9時 30分
審判会議 10時 30分 決勝トーナメント

開会式 11時 10分 個人試合表彰式 13時 00分 表彰・閉会式 12時 30分
男 子 11時 30分 13時 30分

団体試合予選 ～ 個人試合 ～ 終了 13時 00分
16時 30分 トーナメント 15時 30分

団体試合抽選 16時 30分 １・２回戦 後片付け 13時 10分
終了 16時 45分 終了 16時 30分
女 子

第 1日目 6月 3日（土） 第 2日目 6月 4日（日）
監督・選手集合 9時 00分 選手集合 9時 00分

9時 30分
体重計測 ～ 審判打ち合せ 9時 20分

10時 20分
オーダー提出 10時 25分 個人試合 13時 30分
審判会議 10時 30分
開会式 11時 10分 個人試合表彰式 16時 00分
団体試合 終了 16時 30分
予選リーグ 11時 30分
決勝トーナメント

団体試合 15時 45分
表彰式

終了 16時 00分

２． 競 技 規 定

（１）国際柔道連盟試合審判規定(2017-2020）で行う。
（２）「優勢勝ち」の判定基準

ア、団体試合は「技有り」又は「僅差」以上とする。（合わせ技一本の廃止）

※僅差は「指導差２」以上とする。

※「技の内容」と「指導」の重み

【一本勝ち＝反則勝ち＞技あり＞僅差】の順とする。

※代表戦においては、個人試合に準じる。

【代表戦は、その対戦に出場した選手の中から任意に選出して行う。】

イ、個人試合は「技有り」もしくは「一本」のテクニカルスコアのみとする。

指導１、２の違いでだけでは勝者を決定しない。

得点差がない場合は延長戦（GS）により勝敗を決する。
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（３）個人試合及び団体試合代表戦において、「同時一本勝ち」または「同時反則負け」との場合は、

延長戦（GS）で決める。さらに「同時一本勝ち」または「同時反則負け」の場合は抽選で決める。
（４）その他、大会申し合わせ事項による。

３．団 体 試 合 形 式

（１）男子団体試合は、5人点取りとする。
（但し、エントリー登録は 10人とし選手変更は 2名までとする。）

（２）女子団体試合は、3人点取りとする。
（但し、エントリー登録は 5人とし選手変更は 2名までとする。）
エントリー登録が 3人に満たない場合は出場できない。

４．団 体 試 合 方 法

（１）男子団体試合は、参加校を 1班３～４校に分けてリーグ戦を行う。１・２位を決定し再抽選後に決
勝トーナメント戦を行い優勝チームを決定する。ただし、予選リーグで試合をしたチームは決勝ト

ーナメントで入るブロックを分ける。

（２）女子団体試合は、リーグ戦を行う。１・２位を決定し再抽選後に決勝トーナメント戦を行い優勝チ

ームを決定する。

※参加出場校によって、試合方法が変わる。

１）２～５校の場合は、１ブロックリーグ。

２）６～１１チームの場合は、２ブロックリーグ。

３）１２チーム以上の場合は、４ブロックリーグ。

ア リーグ戦・トーナメント戦におけるチーム対チームの勝敗は次による。

（１）勝ち数の多いチームを勝ちとする。

（２）「一本」による勝ち数の多いチームを勝ちとする。

（３）「技有り」による勝ち数の多いチームを勝ちとする。

（４）「引き分け」とする。

イ リーグ戦合計の勝率が同じ場合は次の方法の順序により決定する。

（１）勝ち数の多いチームを上位とする。

（２）「一本」による勝ち数の多いチームを上位とする。

（３）「技有り」による勝ち数の多いチームを上位とする。

（４）負け数の少ないチームを上位とする。

（５）「一本」による負け数の少ないチームを上位とする。

（６）「技有り」による負け数の少ないチームを上位とする。

（７）それでも同等な場合は、代表戦１回を行い、必ず優劣の判定をする。

５．個 人 試 合 方 法

（１）男子個人試合は体重別としトーナメント方式で行う。

１００㎏超級 １００㎏級 ９０㎏級 ８１㎏級 ７３㎏級 ６６㎏級 ６０㎏級とする。

（２）女子個人試合は体重別としトーナメント方式で行う。

７８㎏超級 ７８㎏級 ７０㎏級 ６３㎏級 ５７㎏級 ５２㎏級 ４８㎏級とする。

６．試 合 時 間

（１）団体試合・個人試合すべて４分 抑え込み秒数は、「20秒」一本、「10秒」技有りとする。
（２）延長戦（ゴールデンスコア）：無制限
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７．参 加 資 格

（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）在籍する生徒

であること。

（２）選手は、都道府県高等学校体育連盟に加盟している高等学校生徒で、当該競技要項により大会

参加の資格を得たものに限る。

（３）平成２９年度、県柔道連盟（協会）を経て（財）全日本柔道連盟に登録を完了した者。

（４）年齢は４月２日起算とし、１９歳未満のものとする。（平成１０年４月２日以降に生まれたも

の）但し、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は一回限りとする。

（５）チームの編成に於いて全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒による混合は認めない。

ア）個人戦の出場選手は各高校１４名以内とする。但し同一階級に４名（補欠１名）までとする。

イ）個人戦で選手を交代する場合は、補欠として申し込んだ選手に限り認める。

補欠の補充は認めない。

（６）転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）

（７）出場する選手は、予め健康診断を受け在学する学校の校長及び所属する高体連会長の承認を

必要とする。

（８）参加資格の特例

ア）上記（１）（２）に定める生徒以外で（３）～（７）の大会参加資格を満たし、且つ都道府

県高等学校体育連盟が推薦する生徒を別途定める規定に従い大会参加を認める。

イ）上記（４）の但し下記については学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一

競技３回限りとする。

（９）外国人留学生については、卒業を目的として入学していること。（短期留学は認めない。）

（10）統廃合の対象校の大会参加に関わる特別措置
統廃合の対象校となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。

（11）脳震盪に関する扱いは以下のとおりとする。
選手及び指導者は下記事項を遵守すること。

①大会前１ヶ月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の診断を受け出場の許可を得ること。

②大会中、脳震盪を受傷した者は継続して当該大会に出場することは不可とする。

（なお、至急専門医（脳神経外科）に精査を受けること）

③練習再開に際しては脳神経外科の診断を受け許可を得ること。

④当該選手の指導者は大会事務局及び全柔連に対して書面により事故報告書を提出すること。

（12）皮膚真菌症（トンズランス感染症）については発症の有無を各所属の責任において必ず確認す
ること。感染が疑わしい、もしくは感染が判明した選手について迅速に医療機関において的確な

治療を行うこと。もし選手に皮膚真菌症の感染が発覚した場合は大会への出場ができない場合も

ある。

「大会参加資格の別途に定める規定」

１．学校教育法第１２４条、１３４条の学校に在籍し都道府県高等学校体育連盟の大会に参加を認め

られ生徒であること。

２．以下の条件を具備すること。

１）大会参加資格を認める条件

ア 全国高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。

イ 参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては学齢、修業年限ともに高等学校と一致している
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こと。また、連携校の生徒による混成は認めない。

ウ 各学校にあっては、都道府県高体連の予選会から出場が認められ、全国大会への出場条件が満た

されていること。

エ 各学校にあっては、部活動が教育の一環として日常継続的に責任ある顧問教員の指導の下に適切

に行われており活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失していず、運営が適切であること。

２）大会参加に際し守るべき条件

ア 全国高等学校総合体育大会開催基準要項を遵守し、競技種目大会申し合わせ事項に従うと共に、

大会の円滑な運営に協力すること。

イ 大会参加に際しては、責任ある教員が引率すると共に、万一の事故の発生に備えて傷害保険に加

入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。

ウ 大会参加に要する経費はについては、応分の負担をすること。

８．表 彰

（１）上位４校を表彰する。優勝校には優勝旗とカップを授与する。

但し、持ち回りとし次回に返還する。

（２）個人試合各階級とも上位３位まで表彰する。各階級優勝者にカップを授与する。

但し、持ち回りとし次回に返還する。

９．参 加 申 込

（１）高体連柔道専門部 HP から電子データにて申込用紙をダウンロードし、期日厳守の上、郵送にて
下記宛てに申し込むこと。必ず所定の申込用紙を使用すること。

（２）申込先（大会事務局）

〒９８９－４１０４ 宮城県大崎市鹿島台広長字杢師前４４

宮城県鹿島台商業高等学校 小野 裕介

℡０２２９－５６－２６６４ fax０２２９－５６－２４６１

（３）申込期限 平成２９年５月２日（火）必着

問い合わせ連絡も上記までお願いします。

（４）参加しない場合も事務局まで必ず連絡すること。

10. 参 加 料

一人、５００円を代表者会議時に納入してください。（但しエントリー登録人数分）

11. 個人情報及び肖像権について
個人に関する情報は、本大会の利用目的以外に使用しない。但し成績等や競技風景の撮影が認められ

た情報機関により公開されることがある。

12. 選 手 変 更

大会第１日目１０時２５分まで、団体エントリー選手のみ認める。変更届は特に定めないが学校長印

を要する。
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13. オーダー用紙について

８０㎝

先 次 中 副 大

校

２８㎝

名

14. 会 議 日 程

（１）期 日：平成２９年５月１０日（水）

（２）場 所：宮城県第二総合運動場 宮城県武道館℡０２２－２４９－１２１６

（３）日 程：役員会 午前 １０：００～午後１２：００

顧問・代表者会議 午後 １：００～午後 ４：００

15. 組 み 合 わ せ

（１）平成２９年５月１０日（水）代表者会議：男女団体試合・男子個人試合シード選手

女子個人試合の抽選を行う。

16. 宿 泊 に つ い て

（１）宿泊については、各学校単位で確保すること。

（２）その他、学校の責任で申し込みすること。

17. 弁 当 に つ い て

（１）所定の用紙により期日厳守の上、下記宛てに申し込むこと。

（２）料金６００円（内税） ※申し込み後の変更も（３）にお願いします。

（３）申込先 〒９８３－０８３３ 宮城県仙台市宮城野区東仙台２－１１－１８

℡０２２－２９６－５４４６ fax０２２－２９６－５４４５
「味のおりがみ」野村 一仁

（４）申込期限 平成２９年５月２６日（金）必着

18. 連絡事項
（１）選手変更について

大会初日１０時２５分まで認める。変更届けの様式は特に定めないが学校長印を要する。

個人選手は補欠として申し込みをしていた選手のみに限る。

（２）平成２８年度宮城県高校新人大会の男子団体試合上位１６校及び女子団体試合上位４校と男子個

人試合各階級ベスト４進出者を、平成２９年度宮城県高校総体においてシードする。

但し、階級を変更した場合はその権利を失う。

（３）男子個人試合における出場選手は、各学校１４名以内とする。

但し、同一階級には４名まで（補欠１名）とする。

（４）男子優勝旗・優勝杯返還：仙台育英学園高等学校（前年度優勝校）

男子個人：１００㎏超級（仙台育英） １００㎏級（東北） ９０㎏級（東北）

８１㎏級（東北） ７３㎏級（東北） ６６㎏級（柴田） ６０㎏級（仙台育英）
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（５）女子優勝旗・優勝杯返還：柴田高等学校（前年度優勝校）

女子個人：７８㎏超級（東北） ７８㎏級（東北） ７０㎏級（東北） ６３㎏級（柴田）

５７㎏級（東北） ５２㎏級（古川工業） ４８㎏級（東北）

（６）対戦者識別紐は、参加校で準備持参すること。

（７）女子団体試合の配列はフリーとする。

（８）すべての参加者は、新規格柔道着とし上着の背部にゼッケンを縫い付けること。

平成２８年度総体個人シード選手

６０ kg級
１位 須 藤 慧 （仙台育英）２位 平 地 優 記 （古川工業）

３位 阿 部 克 海 （東 北）３位 伊 藤 広 稀 （柴 田）

６６ kg級
１位 佐 藤 諒 （古川工業）２位 堀 内 大 誠 （古川工業）

３位 鎌 田 勝太 （古川工業）３位 秋 山 龍 （古川工業）

７３ kg級
１位 日 野 瑛 智 （東 北）２位 鈴 木 貴一朗 （仙台育英）

３位 鈴 木 奏 真 （古川工業）３位 佐々木 海 晴 （仙台育英）

８１ kg級
１位 鈴 木 亮 太 （仙台育英）２位 今 野 波 音 （東北学院）

３位 岩 佐 悠 太 （東 北）３位 鈴 木 祐 太 （仙台育英）

９０ kg級
１位 髙 橋 優 貴 （東 北）２位 松 崎 光 希 （仙台育英）

３位 加賀山 航 大 （伊 具）３位 大 槻 泰 生 （東北学院）

１００ kg級
１位 今 野 祐 斗 （東 北）２位 瀬 戸 裕 貴 （仙台育英）

３位 植 田 健 稔 （仙台育英）３位 後 藤 颯 斗 （東 北）

１００ kg超級
１位 佐 藤 築 （仙台育英）２位 千代窪 赳 （仙台育英）

３位 小 林 直 （東北学院）３位 日 下 兼太朗 （東北学院）



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道男子-60kg級

1 須藤　慧 (仙台育英) 阿部　克海 (東北) 34

2 佐々木　悠大 (古川学園) 佐藤　海斗 (小牛田農林) 35

3 添田　優介 (古川工業) 遠藤　優人 (黒川) 36

4 本田　健秦 (石巻工業) 佐々木　渓太 (石巻商業) 37

5 猪股　諒輔 (白石工業) 只野　理玖 (古川工業) 38

6 木村　和真 (宮城工業) 金野　賢希 (宮城工業) 39

7 狩野　海翔 (小牛田農林) 佐々木　康希 (登米総産) 40

8 大西　勇気 (黒川) 千葉　康太 (仙台育英) 41

9 加藤　勇次 (伊具) 西城　巧真 (気仙沼向洋) 42

10 阿部　駿 (鹿島台商業) 大野　滉斗 (仙台向山) 43

11 玉上　颯太 (高専名取) 桑島　陸斗 (白石工業) 44

12 水越　勇瑠 (石巻北) 行場　智生 (佐沼) 45

13 牛木　一磨 (柴田) 阿部　悠生 (石巻) 46

14 熊谷　信人 (佐沼) 村上　一成 (志津川) 47

15 星　優斗 (名取北) 温井　流海 (仙台商業) 48

16 金野　太一 (仙台三) 伊藤　慎之助 (宮城農業) 49

17 千葉　尚人 (東北) 高谷　季生 (仙台工業) 50

18 但野　智哉 (小牛田農林) 石井　悠貴 (鹿島台商業) 51

19 佐々木　治臣 (高専名取) 林　汰樹 (白石工業) 52

20 千葉　航洋 (志津川) 門馬　那智 (宮城工業) 53

21 大沼　勢 (古川工業) 佐藤　彬翔 (佐沼) 54

22 星　祐太朗 (佐沼) 菊地　直人 (迫桜) 55

23 菅原　大知 (登米総産) 熊坂　翼 (仙台商業) 56

24 女鹿　義希 (東北学院) 百井　比呂 (宮城農業) 57

25 吉田　雄冬 (古川学園) 八巻　悠希 (伊具) 58

26 畠山　隼輔 (仙台工業) 阿部　俊樹 (石巻工業) 59

27 佐藤　裕輝 (仙台商業) 長岡　正也 (高専名取) 60

28 三浦　空 (宮城水産) 菅野　杜仁 (名取) 61

29 三浦　大河 (石巻商業) 高橋　領 (白石) 62

30 佐々木　陸十 (迫桜) 川名　莉駆 (古川学園) 63

31 戸澤　士 (宮城工業) 髙橋　涼 (宮城水産) 64

32 山本　樹 (宮城農業) 青田　竜太朗 (柴田) 65

平地　優記 (古川工業) 6633 伊藤　広稀 (柴田)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道男子-66kg級

1 佐藤　諒 (古川工業) 鎌田　勝太 (古川工業) 25

2 菊田　拓真 (気仙沼) 関谷　拓実 (塩釜) 26

3 武者　日向汰 (宮城農業) 牛木　聖成 (柴田) 27

4 島野　知毅 (柴田) 大槻　空 (東北) 28

5 箱島　平和 (仙台育英) 里村　天翼 (小牛田農林) 29

6 藤嶋　舜人 (東北) 手島　蓮 (松山) 30

7 髙瀬　雄史 (石巻工業) 三浦　恭輔 (気仙沼向洋) 31

8 女鹿　和希 (東北学院) 大槻　優斗 (仙台育英) 32

9 日下　流空 (白石工業) 天野　春 (仙台一) 33

10 佐野　彩斗 (迫桜) 富澤　俊一郎 (白石) 34

11 大久保　宗一郎 (古川学園) 佐藤　賢明 (石巻工業) 35

12 坂西　健太 (亘理) 竹内　蒼平 (東北学院) 36

13 阿部　翔輝 (塩釜) 伊藤　柚月 (仙台三) 37

14 金田　悟 (仙台商業) 品野　光佑 (宮城水産) 38

15 丹野　龍世 (小牛田農林) 小野寺　礼嗣 (気仙沼) 39

16 阿部　晃太 (志津川) 佐藤　廣揮 (村田) 40

17 猪股　尚晃 (村田) 千葉　貫司 (登米総産) 41

18 館内　優作 (高専名取) 木皿　翔夢 (亘理) 42

19 小笠原　雄太 (黒川) 日野　晴人 (石巻商業) 43

20 玉田　豪 (仙台城南) 伊藤　大成 (小牛田農林) 44

21 大沼　健伸 (白石) 馬場　真生 (白石工業) 45

22 佐々木　康晴 (柴田) 加藤　拓巳 (石巻工業) 46

23 白木　乃衣 (仙台青陵) 渡邊　歩 (仙台工業) 47

24 秋山　龍 (古川工業) 堀内　大誠 (古川工業) 48



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道男子-73kg級

1 日野　瑛智 (東北) 鈴木　奏真 (古川工業) 32

2 佐藤　勇 (佐沼) 金井　空夫 (古川学園) 33

3 芳賀　晴也 (気仙沼向洋) 山内　莉希 (志津川) 34

4 渡邊　諄 (志津川) 今野　丞 (石巻工業) 35

5 高橋　直希 (塩釜) 今野　憲斗 (石巻商業) 36

6 新妻　大征 (宮城水産) 藤島　妙晟 (仙台西) 37

7 尾形　智希 (迫桜) 木村　将太 (佐沼) 38

8 髙橋　海共 (柴田) 野口　万葉 (柴田) 39

9 和良品　郁也 (古川工業) 中村　駿 (黒川) 40

10 伊山　竜太 (亘理) 板橋　遼 (仙台向山) 41

11 松沢　燎都 (仙台一) 山形　亮介 (仙台育英) 42

12 伊藤　竜二 (鹿島台商業) 李　一世 (聖和学園) 43

13 蜂谷　優輝 (仙台育英) 瀬尾　悠紀 (白石) 44

14 髙橋　隼斗 (古川学園) 阿部　政弥 (多賀城) 45

15 小沼　航輔 (仙台商業) 今野　剛龍 (東北) 46

16 佐藤　優 (白石) 平山　悠人 (仙台工業) 47

17 八島　佑斗 (仙台工業) 引地　啓太 (仙台三) 48

18 菊地　仁郎 (名取北) 草野　光星 (伊具) 49

19 阿部　隼祐 (石巻商業) 佐藤　友飛 (柴田) 50

20 小島　空 (亘理) 齋藤　護 (松島) 51

21 小野　太雅 (仙台城南) 大沼　蓮 (登米総産) 52

22 伊藤　江介 (高専名取) 佐藤　慧之介 (高専名取) 53

23 阿部　弘仁 (石巻工業) 武藤　陸 (古川学園) 54

24 川村　隼平 (宮城工業) 加藤　大瑚 (宮城工業) 55

25 丹野　康悦 (柴田) 高橋　啓人 (亘理) 56

26 吉田　康生 (小牛田農林) 倉島　光生 (松山) 57

27 山内　怜 (志津川) 佐藤　芳文 (仙台城南) 58

28 玉手　賢治 (仙台西) 加藤　有斗 (小牛田農林) 59

森　太一

29 斎藤　大翔 (松島)

(仙台育英)

森　壮汰 (石巻商業) 60

30 加藤　大志 (古川工業)

62

(白石) 61

31 佐々木　海晴 (仙台育英) 鈴木　貴一朗



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道男子-81kg級

1 鈴木　亮太 (仙台育英) 岩佐　悠太 (東北) 20

2 丹野　肇 (高専名取) 吉田　智輝 (宮城農業) 21

3 狩野　将 (宮城水産) 伊藤　司 (石巻工業) 22

4 福山　一輝 (石巻商業) 児玉　一騎 (加美農業) 23

5 千葉　大誠 (塩釜) 野村　良斗 (名取北) 24

6 皿貝　竜輝 (古川工業) 伊東　皓樹 (仙台育英) 25

7 菅原　幸大 (柴田) 菅原　光 (仙台商業) 26

8 高橋　健人 (加美農業) 渡邉　稔之 (黒川) 27

9 岡本　稜平 (白石) 佐藤　大輝 (塩釜) 28

10 髙﨑　凌 (佐沼) 鈴木　友也 (小牛田農林) 29

11 大貫　翔舞 (宮城農業) 阿部　蓮 (志津川) 30

12 佐藤　信仁 (仙台二) 徳川　佳汰 (小牛田農林) 31

13 櫻田　翔太 (小牛田農林) 中西　岳人 (高専名取) 32

14 蜂谷　雄大 (石巻工業) 佐藤　輝世 (佐沼) 33

15 三澤　晶 (白石工業) 木村　凌真 (石巻商業) 34

16 菅原　樹 (気仙沼向洋) 福島　雄大 (仙台城南) 35

山内　海人

17 山内　蓮 (宮城水産)

(東北学院)

鈴木　颯 (村田) 36

18 遊佐　龍太 (迫桜)

38

(宮城水産) 37

19 鈴木　祐太 (仙台育英) 今野　波音



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道男子－90kg級

1 髙橋　優貴 (東北) 加賀山　航大 (伊具) 14

2 三浦　大寿 (白石工業) 浅野　朱羅 (加美農業) 15

3 須藤　和哉 (志津川) 村上　友亮 (東北学院) 16

4 三國　竜也 (宮城水産) 奥田　駿斗 (東北) 17

5 横山　颯 (白石) 佐藤　颯 (石巻商業) 18

6 髙橋　尚志 (古川学園) 岩崎　永遠 (登米総産) 19

7 千田　竣太 (仙台工業) 髙橋　光生 (石巻工業) 20

8 平塚　光成 (柴田) 菊地　海月 (白石工業) 21

9 石巻　裕貴 (加美農業) 三浦　蒼太 (志津川) 22

10 渡邊　飛龍 (志津川) 平間　浩介 (亘理) 23

11 大湖　弥 (亘理) 米山　侑輝 (仙台二) 24

12 服部　優太 (登米総産) 平野　滉己 (黒川) 25

松崎　光希 (仙台育英) 2613 大槻　泰生 (東北学院)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道男子－100kg級

1 今野　祐斗 (東北) 遠藤　滉太 (柴田) 10

2 菅野　大輝 (宮城工業) 河村　一杜 (東北) 11

3 只野　哲也 (石巻工業) 庄子　友晃 (黒川) 12

4 井上　裕斗 (村田) 畠山　和樹 (気仙沼) 13

5 山田　遥音 (古川工業) 千葉　康祐 (仙台工業) 14

6 浅野　匠杜 (石巻商業) 荻原　康平

7 門馬　将太 (鹿島台商業)

瀬戸　裕貴 (仙台育英) 17

(高専名取) 15

三浦　琉輝 (石巻工業)

9 後藤　颯斗 (東北)

16

8 浅野　啓 (亘理)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道男子+100kg級

4 阿部　翔太 (宮城水産)

6 長谷　燈 (多賀城)

2 佐伯　優弥 (伊具)

8 芳賀　信 (石巻北)

1 佐藤　築 (東北)

10 川村　悠真 (登米総産)

3 小関　友弥 (白石工業)

12 蟻坂　桐哉 (宮城農業)

5 文屋　利規 (黒川)

14 小林　直 (東北学院)

7 藤原　一貴 (高専名取)

16 川名　隆一 (登米総産)

9 佐々木　健太朗 (亘理)

18 小松　克明 (加美農業)

11 小野　巧翔 (柴田)

20 椎葉　雄大 (宮城農業)

13 日下　兼太郞 (石巻工業)

22 髙橋　龍之丞 (石巻工業)

15 渡辺　裕次郎 (宮城水産)

24 山田　直哉 (東北)

17 花見　大地 (塩釜)

25 千代窪　赳 (仙台育英)

19 目黒　拓 (伊具)

23 兵藤　慎太朗 (古川工業)

21 佐藤　幸希 (宮城工業)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道女子-48kg級

1 政嘉　沙有梨 (東北)

2 昆野　有紗 (石巻工業)

3 佐々木　愛 (石巻商業)

4 三浦　きらら (松山)

5 齋藤　桃花 (白石)

6 升野　朱那 (石巻商業)

7 安野　紗菜 (気仙沼)

8 今野　美空 (柴田)

9 楠　彩花 (仙台二)

10 渡邊　花菜 (仙台育英)

11 佐藤　希莉佳 (白石)

12 千葉　美月 (東北)

13 門間　有華 (佐沼)

14 佐藤　愛梨 (石巻商業)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道女子-52kg級

8 鈴木　千裕 (佐沼)

9 對馬　みなみ (東北)

6 伊藤　未紗 (石巻商業)

7 佐藤　七海 (仙台三)

4 丹野　桃世 (小牛田農林)

5 菅ノ又　莉帆 (石巻商業)

2 菊地　桃依 (仙台二)

3 阿部　彬奈 (石巻工業)

1 吉川　野乃花 (白石)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道女子-57kg級

1 平野　由子 (東北)

2 蜂谷　若葉 (石巻工業)

3 宇部　沙也加 (柴田)

4 男乕　愛美 (気仙沼向洋)

5 石田　愛華 (仙台育英)

6 加藤　日和 (古川工業)

7 鈴木　姫和 (築館)

8 新沼　美月 (東北)

9 千葉　葵依 (柴田)

10 岡　明日香 (石巻商業)

11 佐藤　華純 (石巻工業)

12 菅原　京華 (東北)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道女子-63kg級

5 鈴木　美晴 (登米総産)

3 阿部　ほのか (東北)

7 菅原　凜 (仙台育英)

1 佐藤　沙真亜 (小牛田農林)

9 佐久間　絵理華 (東北)

2 昆野　祐子 (仙台工業)

8 菊地　陽真 (小牛田農林)

4 佐藤　裕愛 (柴田)

6 石上　朝風 (名取)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道女子-70kg級

1 鎌田　夏光 (柴田)

2 柴田　麻帆 (鹿島台商業)

3 松川　沙耶 (東北)

4 髙橋　美愛 (柴田)

5 高橋　美奈 (東北)

6 小野寺　美優 (東北)

7 佐藤　美羽 (多賀城)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道女子-78kg級

3 大江　明未 (石巻)

4 梶原　優里 (小牛田農林)

1 佐藤　亜美 (東北)

2 湯田　かほ (東北)



宮城県高等学校総合体育大会

平成２９年６月４日

大崎市古川総合体育館

柔道女子+78kg級

5 谷地　望 (東北)

6 阿部　真琴 (石巻商業)

3 長谷　まりん (多賀城)

4 長谷　りりこ (多賀城)

1 千葉　寿莉菜 (石巻商業)

2 小野寺　瑠香 (気仙沼向洋)


