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第４０回全国高等学校柔道選手権宮城県大会要項 
 

１ 日 程   

平成２９年１２月１６日（土） 

男 女 個 人 試 合 

平成２９年１２月１７日（日） 

男 女 団 体 試 合 

１体重計測       ９：００ 

（男女個人・女子団体）   ～  

                        ９：４５ 

２審判監督会議     ９：５０ 

３開 会 式       １０：１５    

４競技開始      １０：４５ 

５閉 会 式       １７：００    

１オーダー提出   ９：２０ 

２審判監督会議   ９：３０ 

３開会式      ９：５０ 

４競技開始    １０：１０    

５閉会式     １６：００ 

２ 会 場   

宮城県第二総合運場（宮城県武道館） 

       〒９８２－０８４４ 

仙台市太白区根岸町１５－１   ＴＥＬ ０２２－２４９－１２１６ 

        

３ 競技規則 

（１）試合は，「国際柔道連盟試合審判規定」並びに全国高体連柔道専門部申し合わせによる。 

（２）団体試合 

ア試合時間は「4分」とする。 

イ「優勢勝ち」の判定基準は「技あり」又は「僅差」以上とする。なお、僅差は「指導差２」とする。 

ウチームの内容が同等の場合は代表戦を行う。代表戦の方法は「４競技方法で」定める。 

（３）個人試合 

ア試合時間は、「４分」とする。 

イ「優勢勝ちに」判定基準は「技あり」以上とする。 

ウ試合終了時に技による評価が同等の場合は、GS 方式の延長戦を時間無制限で行い、必ず勝敗を決する。 

４ 競技方法 

（１）団体戦 

   （ア）男子の部 

   ①ベスト 16チームによるトーナメント戦で行う。 

   ②各チーム間の試合は、勝ち抜き試合とする。 

   ③各チーム５名で行い，試合毎のオーダー変更を認める｡ただし，選手は最低３名いなければならない。 

   ④大将同士が引き分けた場合、代表選手を任意に選出して代表戦を行う。代表戦の優勢勝ちの判定基準は「技

あり」または「僅差」以上とし、試合終了時に得点差がない場合は GS 方式の延長戦を時間無制限で行い、

必ず勝敗を決する。なお、僅差は「指導差２」とする。 

   （イ）女子の部 

   ①参加申し込みチームによるトーナメント戦で行う。 

   ②各チーム間の試合は、点取り試合とする。 

   ③試合は各チーム 3 名で行う。ただし，選手は最低２名いなければならない。試合毎のオーダー変更は行わ

ない。 

   ④トーナメント戦の勝敗の決定は次のとおり。 

    ア）勝ち数の多いチームを勝ちとする。 

    イ）アで同等の場合は「一本」による勝ち数の多いチームを勝ちとする。 

    ウ）イで同等の場合は「技あり」による勝ち数の多いチームを勝ちとする。 

    エ）ウで同等の場合は代表戦を行う。 

 



    代表戦は、引き分け対戦の中から抽選で選び、GS 方式の試合を時間無制限で行う。代表戦の優勢勝ちの判

定基準は「技あり」または「指導①」以上とする。なお、引き分け対戦がない場合は、両者反則負けなど

で勝敗がつかなかった対戦を代表戦とする。また、両チームが選手の負傷などで 2 名しかおらず、引き分

け対戦がない場合などは、代表選手をすべての対戦の中から抽選で選出して GS方式の試合を時間無制限で

行う。 

（２）個人試合（男子・女子） 

  ア）体重別（4階級）及び無差別とする。 

  イ）試合は、トーナメント戦とする。 

その他、宮城県高体連柔道専門部申し合わせ事項による。 

 

５ 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）に在籍する生徒であること。 

（２）選手は，各県高等学校体育連盟に加盟している生徒で，当該競技要項により大会参加の資格を得た者に限る。 

（３）平成 29年度，都道府県柔道連盟（協会）を経て，（公財）全日本柔道連盟に登録を完了した者。 

（４）年齢は，平成 11年４月２日以降に生まれた者とする｡ただし，出場は同一競技２回までとし，同一学年での 

出場は１回限りとする。 

（５）チームの編成において，全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

（６）転校後１年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。）ただし，―家転住等の 

やむを得ない場合は，各都道府県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りではない。 

（７）出場する選手は，あらかじめ健康診断を受け，在学する学校の校長および所属する都道府県高等学校体育連

盟会長の承認を必要とする。 

（８）参加資格の特例については，「全国総体参加資格」に準ずる。 

（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）統廃合の対象となる学校については，当該校を含む合同チームによる参加を認める。        
(11)脳振盪対応について、選手および指導者は下記事項を遵守すること 

ア 大会前1ヶ月以内に脳振盪を受傷した者は、脳神経外科の診察を受け、出場の許可を得ること。 
イ 大会中、脳振盪を受傷した者は、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）の精査を受けること） 
ウ 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。 
エ 当該選手の指導者は大会事務局および全柔連に対し、書面により事故報告書を提出すること。 

 

６ 参加制限 

（１）団体試合（男子） 

ア 参加校は，第 67回宮城県高等学校柔道新人大会ベスト 16校に出場権を与える。 

イ チーム編成は、１校１チームとし，監督１名，選手７名，計８名とする。 

（２）団体試合（女子） 

ア 参加校については特に参加制限は設けない。 

イ チーム編成は、１校１チームとし，監督１名，選手３名，補欠２名の計６名とする。選手は最低２名いな

ければならない。補欠は２名を満たなくとも良い。なお、体重区分は次の通りとする。 

 先鋒：５２Kg以下，中堅：６３Kg以下，大将：無差別， 

 なお、体重の軽い者は重い階級に出場できる。また、補欠は該当する体重区分に出場できる。 

（３）個人試合（男子） 

ア 階級は，無差別，８１㎏級，７３㎏級，６６㎏級，６０㎏級の５階級とする。 

イ 各学校エントリー数は，合計１４名とする。県新人大会の個人試合において，各階級１位に入賞した選手

に参加資格（別枠）及びシード権を与える。但し別枠数を含み、各階級（６０～８１㎏）は１階級最大４

名までとし、無差別級においては、最大６名までの出場を認める。 

（４）個人試合（女子） 

ア 階級は，無差別，６３㎏級，５７㎏級，５２㎏級，４８㎏級の５階級とする。 



イ 出場制限については特に制限を設けない。 

  ウ 女子は以下の階級に登録できる 

   ☆団体・先鋒（５２㎏以下に登録した場合） 

    個人は４８㎏級・５２㎏級・無差別のいずれかに登録できる。 

☆団体・中堅（６３㎏以下に登録した場合） 

    個人は４８㎏級・５２㎏級・５７㎏級・６３㎏級・無差別のいずれかに登録できる。 

（５）シードについて 

    男女共新人大会個人各階級の１位・２位までとし抽選の際に配慮する。但し階級変更した選手は、その権

利を失う。（無差別級はその限りではない）また無差別級シード選手の配置は抽選によって決める。 

 

７ 表 彰 

（１）団体試合は，男女各４チーム３位までを表彰する。優勝校には，優勝杯を授与する。 

ただし，持ち回りとする。 

（２）個人試合は，男女とも各階級３位までを表彰する。優勝者には，優勝杯を授与する。ただし，持ち回りと 

する。 

８ 計 量 

（１）男女個人・団体試合 

日 時：平成 29年１２月 16日（土）午前９時００分～午前９時４５分 

場 所：宮城県武道館 

 

９ 参加申し込み 
(1) 所定の用紙により期日厳守の上，下記あてに郵送にて申し込むこと。 

 
(2) 申込先（大会事務局） 

         〒983-8543  宮城県仙台市宮城野区東宮城野３－１ 

             仙台市立仙台工業高等学校  高橋 奨  

            TEL 022-237-5341   FAX 022-283-6478 

(3)団体・個人試合申し込み期限 平成２９年１１月２０日（月）17 時 

１０ 参加料 

（１）団体試合  無料とする。 

（２）個人試合  無料とする。 

 

１１ 組み合せ抽選 

（１）男子・女子団体試合の抽選は，第 67回宮城県高等学校柔道新人大会終了時に同大会会場で行う。 

（２）個人試合の抽選については，11月 27日（月）に行われる総務委員会において各地区委員長の立ち会いのもと

厳正に行う。 
 

１２ 弁当注文 
(1) 所定の用紙により期日厳守の上，下記あてに申し込むこと。 
(2) 料金:６００円（内税） 

※弁当申し込み後の変更については，「 味のおりがみ 」電話 022-296-5446 までお願いします。 
(3) 申込先             〒983-0833  仙台市宮城野区東仙台2-11-18 

       「味のおりがみ」 野村 一仁      TEL 022-296-5446   FAX 022-296-5445 
   (4) 申込期限 平成２９年１２月８日（金）必 着 

１３ 諸連絡 

（１）団体優勝杯返還（ 男：東北  女：東北 ） 

   個人優勝杯返還 

男子：６０㎏（仙台育英） ６６㎏（古川工）７３㎏（仙台育英） ８１㎏（仙台育英） 無差別（東北） 

女子：４８㎏（東北） ５２㎏（東北） ５７㎏（東北） ６３㎏（小牛田農林） 無差別（東北） 



（２）全ての参加選手は，柔道衣の背部にゼッケンを縫い付けること。 

（３）対戦者識別紐は，参加校で準備持参すること。 

（４）宿泊斡旋は，いたしませんので参加校で旅館の申し込みをしてください。 

（５）大会参加に必要な旅費等は，全て参加者側の負担とします。 

（６）この大会の団体・個人試合の優勝校・優勝者には，第４０回全国高等学校柔道選手権大会の 

宮城県代表として出場権が与えられる。また，男女団体試合上位４校，男子個人試合上位４名と 

女子個人試合上位２名に，第４０回全国高等学校柔道選手権大会東北地区大会の宮城県代表と 

して出場権が与えられる。 

（７）男女団体試合の参加校に不参加があった場合，その処置については専門部委員長に一任する。 

 



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道男子-60kg級

46

(黒川) 45

23 村上　敬太 (迫桜) 鈴木　壱世 (仙台育英)

山本　樹 (宮城農業) 44

22 温井　流海 (仙台商業) 遠藤　優人

21 水越　勇瑠 (石巻北)

42

20 大津　壮陽 (高専名取) 畠山　隼輔 (仙台工業) 43

(鹿島台商業) 41

19 佐藤　海斗 (小牛田農林) 佐々木　陸十 (迫桜)

女鹿　義希 (東北学院) 40

18 林　汰樹 (白石工業) 石井　悠貴

17 佐々木　楊介 (佐沼)

38

16 阿部　悠生 (石巻) 星　風人 (白石) 39

(白石工業) 37

15 只野　理玖 (古川工業) 菅野　杜仁 (名取)

加藤　瑠偉 (東北) 36

14 阿部　駿 (鹿島台商業) 佐藤　佑哉

13 高橋　領 (白石)

34

12 佐々木　渓太 (石巻商業) 三浦　大河 (石巻商業) 35

(古川工業) 33

11 大沼　勢 (古川工業) 本田　健秦 (石巻工業)

菊地　直人 (迫桜) 32

10 戸羽　慶 (仙台育英) 添田　優介

9 木村　和真 (宮城工業)

30

8 関谷　拓実 (塩釜) 桑島　開飛 (白石工業) 31

(佐沼) 29

7 金野　太一 (仙台三) 三浦　凜太郎 (高専名取)

戸澤　士 (宮城工業) 28

6 熊坂　翼 (仙台商業) 熊谷　信人

5 菅原　大知 (登米総産)

26

4 尾上　穂高 (名取) 狩野　海翔 (小牛田農林) 27

(宮城水産) 25

3 小野寺　佑馬 (気仙沼) 佐藤　裕輝 (仙台商業)

小野寺　健人 (気仙沼向洋) 24

2 津田　剛志 (石巻工業) 三浦　空

1 伊藤　広稀 (柴田)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道男子-66kg級

21 牛木　聖成 (柴田)

40

20 古山　和樹 (名取) 大槻　優斗 (仙台育英) 41

(小牛田農林) 39

菊田　拓真 (気仙沼)19 髙橋　良輝 (鹿島台商業)

天野　春 (仙台一) 38

18 小島　空 (亘理) 里村　天翼

17 但野　智哉 (小牛田農林)

36

16 女鹿　和希 (東北学院) 青田　竜太朗 (柴田) 37

(鹿島台商業) 35

15 猪股　尚晃 (村田) 相良　文太 (仙台三)

藤嶋　妙晟 (仙台西) 34

14 舘内　優作 (高専名取) 阿部　剛優

13 森　太一 (白石)

32

12 加藤　大志 (古川工業) 竹内　蒼平 (東北学院) 33

(白石) 31

11 倉島　光生 (松山) 松葉　大志 (高専名取)

日野　晴人 (石巻商業) 30

10 佐藤　芳文 (仙台城南) 佐藤　優

9 三浦　恭輔 (気仙沼向洋)

28

8 伊藤　柚月 (仙台三) 日下　流空 (白石工業) 29

(柴田) 27

7 木村　健太郎 (仙台育英) 品野　光佑 (宮城水産)

熊谷　唯叶 (石巻工業) 26

6 鈴木　克典 (東北) 牛木　一磨

5 佐藤　賢明 (石巻工業)

24

4 齋藤　晃羅 (高専名取) 木皿　翔夢 (亘理) 25

(古川工業) 23

3 金野　賢希 (宮城工業) 日野　陽斗 (東北)

平塚　草吉 (高専名取) 22

2 佐々木　康晴 (柴田) 和良品　郁弥

1 堀内　大誠 (古川工業)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道男子-73kg級

1 佐藤　友飛 (柴田) 玉手　賢治 (仙台西) 22

2 加藤　大瑚 (宮城工業) 今野　剛龍 (東北) 23

3 武田　聖海 (宮城水産) 山内　莉希 (志津川) 24

4 後藤　拡 (東北学院) 大庭　由聖 (高専名取) 25

5 髙橋　駿斗 (古川工業) 若生　雷人 (白石工業) 26

6 草野　光星 (伊具) 本郷　大地 (古川工業) 27

7 瀬尾　悠紀 (白石) 吉木　悠人 (石巻工業) 28

8 佐藤　壱成 (仙台育英) 鈴木　友也 (小牛田農林) 29

9 武藤　陸 (古川学園) 今野　大河 (仙台育英) 30

10 長谷川　蔵人 (迫桜) 丹野　康悦 (柴田) 31

11 吉田　康生 (小牛田農林) 尾形　智希 (迫桜) 32

12 菊地　仁郎 (名取北) 渡辺　ヒロ (東北) 33

13 山内　怜 (志津川) 三浦　大希 (仙台育英) 34

14 小沼　航輔 (仙台商業) 阿部　隼祐 (石巻商業) 35

15 伊藤　大成 (小牛田農林) 八島　佑斗 (仙台工業) 36

16 引地　啓太 (仙台三) 髙橋　隼斗 (古川学園) 37

17 阿部　弘仁 (石巻工業) 伊山　竜太 (亘理) 38

18 蜂谷　優輝 (仙台育英) 木村　将太

19 李　一世 (聖和学園)

加藤　有斗 (小牛田農林) 41

(佐沼) 39

阿部　政弥 (多賀城)

21 青木　翔 (東北)

40

20 金井　空夫 (古川学園)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道男子-81kg級

1 菅原　幸大 (柴田) 野村　良斗 (名取北) 14

2 吉田　智輝 (宮城農業) 小岩　啓吾 (石巻工業) 15

3 遊佐　龍太 (迫桜) 門馬　将太 (鹿島台商業) 16

4 髙橋　健人 (加美農業) 中西　岳人 (高専名取) 17

5 森　壮汰 (石巻商業) 山内　蓮 (宮城水産) 18

6 芳賀　晴也 (気仙沼向洋) 氏家　拓海 (仙台育英) 19

7 佐藤　大輝 (塩釜) 佐藤　輝世 (佐沼) 20

8 徳川　佳汰 (小牛田農林) 岡本　稜平 (白石) 21

9 蜂谷　雄大 (石巻工業) 千葉　大誠 (塩釜) 22

10 田中　裕人 (仙台三) 福山　一輝 (石巻商業) 23

11 日野　蓮 (東北) 本田　聖人 (古川工業) 24

12 皿貝　竜輝 (古川工業) 岩川　樹 (石巻工業) 25

13 福島　雄大 (仙台城南) 菅原　樹 (気仙沼向洋) 26

安野　雅也 (東北) 27



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道男子無差別級

1 瀬戸　裕貴 (仙台育英) 大槻　泰生 (東北学院) 30

2 三國　竜也 (宮城水産) 大川　雄紀 (石巻工業) 31

3 千田　竣太 (仙台工業) 浅野　啓 (亘理) 32

4 浅野　朱羅 (加美農業) 小松　克明 (加美農業) 33

5 川村　悠真 (登米総産) 宮本　辰輝 (東北) 34

6 小野　巧翔 (柴田) 佐々木　圭 (仙台育英) 35

7 椎葉　雄大 (宮城農業) 佐藤　颯 (石巻商業) 36

8 阿部　申太郎 (高専名取) 遠藤　大我 (東北) 37

9 鈴木　貴博 (仙台育英) 文屋　利規 (黒川) 38

10 大湖　弥 (亘理) 宮本　力斗 (宮城水産) 39

11 髙橋　昇吾 (宮城工業) 井上　裕斗 (村田) 40

12 三浦　琉輝 (石巻工業) 荻原　康平 (高専名取) 41

13 遠藤　滉太 (柴田) 小畑　詩音 (柴田) 42

14 高橋　峻 (東北) 川田　一心 (仙台育英) 43

15 渡辺　翔吾 (仙台城南) 佐々木　健太朗 (亘理) 44

16 後藤　颯斗 (東北) 渡辺　裕次郎 (宮城水産) 45

17 浅野　匠杜 (石巻商業) 千葉　康祐 (仙台工業) 46

18 伊東　皓樹 (仙台育英) 髙橋　海共 (柴田) 47

19 伊藤　蓮 (石巻工業) 菅原　大空 (仙台育英) 48

20 阿部　蓮 (志津川) 蟻坂　桐哉 (宮城農業) 49

21 我妻　翔 (宮城農業) 土井　漱一郎 (石巻工業) 50

22 平間　浩介 (亘理) 岩佐　悠太 (東北) 51

23 山田　遥音 (古川工業) 長谷　燈 (多賀城) 52

24 野口　万葉 (柴田) 板倉　諒 (登米総産) 53

25 川名　隆一 (登米総産) 平塚　光成 (柴田) 54

26 及川　大周 (石巻工業) 三浦　直也

27 藤原　一貴 (高専名取)

髙橋　龍之丞 (石巻工業) 57

(迫桜) 55

三浦　蒼太 (志津川)

29 上村　汐音 (東北)

56

28 畠山　和樹 (気仙沼)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道女子-48kg級

4 佐藤　希莉佳 (白石)

6 佐々木　愛 (石巻商業)

2 齋藤　桃花 (白石)

7 今野　美空 (柴田)

1 升野　朱那 (石巻商業)

5 門間　有華 (佐沼)

3 千葉　美月 (東北)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道女子-52kg級

1 對馬　みなみ (東北)

2 佐藤　七海 (仙台三)

3 阿部　彬奈 (石巻工業)

4 吉川　野乃花 (白石)

5 鈴木　千裕 (佐沼)

6 丹野　桃世 (小牛田農林)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道女子-57kg級

1 菅原　京華 (東北　)

2 岡　明日香 (石巻商業)

3 千葉　葵依 (柴田)

4 男乕　愛美 (気仙沼向洋)

5 昆野　有紗 (石巻工業)

6 佐藤　華純 (石巻工業)

7 新沼　美月 (東北　)

8 宇部　沙也加 (柴田)

9 菊地　陽真 (小牛田農林)

10 加藤　日和 (古川工業)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道女子-63kg級

1 佐藤　沙真亜 (小牛田農林)

2 佐藤　裕愛 (柴田)

3 菅原　凜 (仙台育英)

4 昆野　祐子 (仙台工業)

5 石上　朝風 (名取)

6 佐久間　絵理華 (東北)



選手権大会

平成２９年１２月１６日

宮城県武道館

柔道女子無差別級

9 松川　沙耶 (東北)

10 梶原　優里 (小牛田農林)

7 高橋　美奈 (東北)

8 佐藤　美羽 (多賀城)

5 湯田　かほ (東北)

6 谷地　望 (東北)

3 髙橋　美愛 (柴田)

4 長谷　まりん (多賀城)

1 小野寺　美優 (東北)

2 大江　明未 (石巻)


