
第 40回宮城県高等学校柔道体重別選手権大会

             兼第 73 回国民体育大会第 1次選考会実施要項

1.   主     催    宮城県柔道連盟・宮城県高等学校体育連盟柔道専門部

2.   主     管    宮城県柔道連盟強化部・宮城県高等学校体育連盟柔道専門部強化部

3.   期     日    平成 30 年 2月 3日（土）

4.   場     所    宮城県第二総合運動場 宮城県武道館

                仙台市太白区根岸町 15ー1 TEL 022ー249ー1216

5.   日     程

① 役員集合    8：00

② 会場準備        8：30

③ 体重計測 8：30～9：30

④ 審判・監督会議   9：30

④ 開会式      10：00

⑤  試合開始    10：15

⑤ 閉会式      16：00

6.   審判規定   国際柔道連盟試合審判規定（2017～2020）

7.   試合方法   男子・女子：7階級によるトーナメント戦とする。

                  ①男子 60kg 級 66kg 級 73kg 級 81kg 級 90kg 級 100kg 級 100 ㎏超級

                  ②女子 48kg 級 52kg 級 57kg 級 63kg 級 70kg 級 78kg 級 78kg 超級

8.   試合時間     試合時間は全て 3分（GS 無制限）とする。   

9.   表    彰     上位 4名を表彰する。

10.  出場資格    （1）出場選手は男女共、参加人数無制限とする。

                 （2）シード選手は今年度宮城県高等学校柔道新人大会個人各階級

（男女 7階級）1位・2位の者とする。

（3）シード選手が階級変更をした際は、シード権を失う。

         ◇シード選手

〈男子〉14 名 〈女子〉14 名

第 1 シード選手 第 2 シード選手 第 1 シード選手 第 2 シード選手

60：伊藤（柴田）    

66：堀越（古川工）   

73：佐藤（柴田）     

81：菅原（柴田）     

90：大槻（学院）     

100：瀬戸（育英）    

100 超：髙橋（石巻

工）

鈴木（育英）

大槻（育英）

加藤（小牛田

安野（東北）

川田（育英）

後藤（東北）

上村（東北）

48：升野（石巻

商）

52：對馬 （東

北）

57：菅原 （東

北）

63：佐藤（小牛

田）

70：小野寺（東

北）

78：梶原（小牛

田）

78 超：谷地（東

北）

今野（柴田）

丹野（小牛田）

加藤（古川工）

佐久間（東北）

髙橋（東北）

湯田（東北）

長谷（多賀城）

11. 抽    選     柔道専門部総務委員会で、強化部（強化委員）及び柔道専門部各地区代表委員

が抽選を行い決定する。

12. 参 加 料     一人 500 円とする。大会当日エントリー分を納入すること。

13. 参加上の注意 （1）参加者のついては、全て学校長の承諾において参加させ、特に支障のあ

る

生徒については参加させないこと。



（2）引率顧問（当該専任教員）が付かないところの生徒参加は認めない。

（3）参加に必要な旅費など全て参加者側の負担とする。

（4）参加選手への傷害保険は、各校で加入すること。

                （5）本大会の成績は宮城県高体連優秀選手の受賞対象としない。

                （6）この大会の各階級優勝者に、平成 30年度国民体育大会第 2次選考会への

出場権（シード権）を与える。

【裏面へ続く】
14. 参加申し込み  宮城県高体連柔部道専門部ホームページ

（http://miyagijudo.web.fc2.com/）から大会要項・参加申込書・

弁当注文書をダウンロードし、期日厳守の郵送で申し込むこと。

申込先

    〒989-6143 宮城県大崎市古川中里 6-2-8

                  古川学園高等学校    早坂 一彦  宛

TEL 0229-22-2545   FAX 0229-22-2547

申込期限   平成 30 年 1月 10日（火）必着でお願いします。



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道男子-60kg級

1 佐藤佑哉 (白石工業) 水越勇瑠 (石　巻　北) 19

2 加藤瑠偉 (東　　　北) 温井流海 (仙台商業) 20

3 只野理玖 (古川工業) 山本樹 (宮城農業) 21

4 木村和真 (宮城工業) 佐々木陸十 (迫　　　桜) 22

5 小野寺佑馬 (気　仙　沼) 本田健秦 (石巻工業) 23

6 石井悠貴 (鹿島台商業) 桑島開飛 (白石工業) 24

7 佐藤裕輝 (仙台商業) 尾上穂高 (名　　　取) 25

8 三浦大河 (石巻商業) 戸澤士 (宮城工業) 26

9 菅野杜仁 (名　　　取) 狩野海翔 (小牛田農林) 27

10 戸羽慶 (仙台育英) 阿部駿 (鹿島台商業) 28

11 佐藤海斗 (小牛田農林) 佐々木楊介 (佐　　　沼) 29

12 津田剛志 (石巻工業) 熊坂翼 (仙台商業) 30

13 添田優介 (古川工業) 大沼勢 (古川工業) 31

14 熊谷信人 (佐　　　沼) 三浦空 (宮城水産) 32

15 菊地直人 (迫　　　桜) 畠山隼輔 (仙台工業) 33

16 女鹿義希 (東北学院) 阿部悠生 (石　　　巻) 34

鈴木壱世

17 林汰樹 (白石工業)

(仙台育英) 36

村上敬太 (迫　　　桜) 35

18 今野太一 (仙　台　三)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道男子-66kg級

1 里村天翼 (小牛田農林) 阿部俊樹 (石巻工業) 20

2 熊谷唯叶 (石巻工業) 品野光佑 (宮城水産) 21

3 牛木聖成 (柴　　　田) 金野賢希 (宮城工業) 22

4 三浦恭輔 (気仙沼向洋) 木村健太郎 (仙台育英) 23

5 倉島光生 (松　　　山) 佐々木康晴 (柴　　　田) 24

6 菅原大知 (登米総産) 日野晴人 (石巻商業) 25

7 藤嶋妙晟 (仙　台　西) 小野寺健人 (気仙沼向洋) 26

8 三瓶士穏 (東　　　北) 小島空 (亘　　　理) 27

9 女鹿和希 (東北学院) 菊田拓真 (気　仙　沼) 28

10 相良文太 (仙　台　三) 伊藤柚月 (仙　台　三) 29

11 青田竜太朗 (柴　　　田) 竹内蒼平 (東北学院) 30

12 田山快 (仙台育英) 阿部剛優 (鹿島台商業) 31

13 関谷拓実 (塩　　　釜) 庄子直利 (仙台育英) 32

14 日下流空 (白石工業) 加藤大志 (古川工業) 33

15 佐藤賢明 (石巻工業) 猪股尚晃 (村　　　田) 34

16 髙橋良輝 (鹿島台商業) 伊藤広稀 (柴　　　田) 35

17 牛木一磨 (柴　　　田) 但野智哉 (小牛田農林) 36

18 和良品郁弥 (古川工業) 古山和樹 (名　　　取) 37

19 木皿翔夢 (亘　　　理)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道男子-73kg級

1 佐藤友飛 (柴　　　田) 日野陽斗 (東　　　北) 22

2 鈴木大聖 (東　　　北) 尾形智希 (迫　　　桜) 23

3 堀内大誠 (古川工業) 本郷大地 (古川工業) 24

4 長谷川蔵人 (迫　　　桜) 三浦大希 (仙台育英) 25

5 草野光星 (伊　　　具) 金井空夫 (古川学園) 26

6 鈴木克典 (東　　　北) 玉手賢治 (仙　台　西) 27

7 武田聖海 (宮城水産) 小沼航輔 (仙台商業) 28

8 菊地仁郎 (名　取　北) 佐藤壱成 (仙台育英) 29

9 阿部弘仁 (石巻工業) 伊藤大成 (小牛田農林) 30

10 吉田康生 (小牛田農林) 若生雷人 (白石工業) 31

11 今野大河 (仙台育英) 吉木悠人 (石巻工業) 32

12 高橋隼斗 (古川学園) 渡辺ヒロ (東　　　北) 33

13 阿部政弥 (多　賀　城) 後藤拡 (東北学院) 34

14 今野剛龍 (東　　　北) 武藤陸 (古川学園) 35

15 加藤大瑚 (宮城工業) 伊山竜太 (亘　　　理) 36

16 引地啓太 (仙　台　三) 齊藤航輝 (仙台育英) 37

17 阿部隼祐 (石巻商業) 山内怜 (志　津　川) 38

18 山内莉希 (志　津　川) 八島佑斗 (仙台工業) 39

19 荒明広太 (仙台育英) 木村将太 (佐　　　沼) 40

20 鈴木友也 (小牛田農林) 本田聖人 (古川工業) 41

加藤有斗 (小牛田農林) 4221 髙橋駿斗 (古川工業)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道男子-81kg級

1 福島雄大 (城　　　南) 山内蓮 (宮城水産) 14

2 吉田智輝 (宮城農業) 福山一輝 (石巻商業) 15

3 岩川樹 (石巻工業) 髙橋健人 (加美農業) 16

4 丹野康悦 (柴　　　田) 李一世 (聖和学園) 17

5 森壮汰 (石巻商業) 小岩啓吾 (石巻工業) 18

6 皿貝竜輝 (古川工業) 門馬将太 (鹿島台商業) 19

7 青木翔 (東　　　北) 遊佐龍太 (迫　　　桜) 20

8 徳川佳汰 (小牛田農林) 佐藤大輝 (塩　　　釜) 21

9 田中裕人 (仙　台　三) 野村良斗 (名　取　北) 22

10 千葉大誠 (塩　　　釜) 芳賀晴也

11 日野蓮 (東　　　北)

安野雅也 (東　　　北) 25

(気仙沼向洋) 23

今野晶 (石巻工業)

13 菅原樹 (気仙沼向洋)

24

12 佐藤輝世 (佐　　　沼)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道男子－90kg級

1 大槻泰生 (東北学院) 土井漱一郎 (石巻工業) 14

2 髙橋昇吾 (宮城工業) 三浦蒼太 (志　津　川) 15

3 髙橋海共 (柴　　　田) 平塚光成 (柴　　　田) 16

4 蜂谷雄大 (石巻工業) 小松伊吹 (東　　　北) 17

5 阿部蓮 (志　津　川) 宮本力斗 (宮城水産) 18

6 荒井健友 (東　　　北) 菅原大空 (仙台育英) 19

7 伊東皓樹 (仙台育英) 岩佐悠太 (東　　　北) 20

8 大湖弥 (亘　　　理) 及川大周 (石巻工業) 21

9 川田大夢 (仙台育英) 千田竣太 (仙台工業) 22

10 野口万葉 (柴　　　田) 菅原幸大 (柴　　　田) 23

11 浅野朱羅 (加美農業) 椎葉雄大 (宮城農業) 24

12 氏家拓海 (仙台育英) 三浦大寿 (白石工業) 25

川田一心 (仙台育英) 2613 伊藤蓮 (石巻工業)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道男子－100kg級

1 高橋岐 (東　　　北) 浅野匠杜 (石巻商業) 10

2 佐藤颯 (石巻商業) 井上裕斗 (村　　　田) 11

3 板倉諒 (登米総産) 渡辺翔吾 (城　　　南) 12

4 三浦琉輝 (石巻工業) 山田遥音 (古川工業) 13

5 三浦直也 (迫　　　桜) 川村悠真 (登米総産) 14

6 平間浩介 (亘　　　理) 鈴木貴博 (仙台育英) 15

7 我妻翔 (宮城農業) 遠藤滉太 (柴　　　田) 16

8 西山昴 (柴　　　田) 浅野啓 (亘　　　理) 17

後藤颯斗 (東　　　北) 189 佐々木圭 (仙台育英)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道男子+100kg級

1 髙橋龍之丞 (石巻工業) 伊藤勇飛 (東　　　北) 10

2 宮本辰輝 (東　　　北) 渡辺裕次郎 (宮城水産) 11

3 川名隆一 (登米総産) 小野巧翔 (柴　　　田) 12

4 小畑詩音 (柴　　　田) 大川雄紀 (石巻工業) 13

5 小関友弥 (白石工業) 芳賀信 (石　巻　北) 14

6 小松克明 (加美農業) 日下兼太郎 (石巻工業) 15

7 長谷燈 (多　賀　城) 畠山和樹 (気　仙　沼) 16

8 遠藤大我 (東　　　北) 佐々木健太朗 (亘　　　理) 17

上村汐音 (東　　　北) 189 千葉康祐 (仙台工業)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道女子-48kg級

3 門間有華 (佐　　　沼)

1 升野朱那 (石巻商業)

5 今野美空 (柴　　田)

2 千葉美月 (東　　　北)

4 佐々木愛 (石巻商業)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道女子-52kg級

3 鈴木千裕 (佐　　　沼)

1 對馬みなみ (東　　　北)

5 丹野桃世 (小牛田農林)

2 佐藤七海 (仙　台　三)

4 阿部彬奈 (石巻工業)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道女子-57kg級

9 佐藤華純 (石巻工業)

10 加藤日和 (古川工業)

7 宇部沙也加 (柴　　田)

8 菊地陽真 (小牛田農林)

5 男乕愛美 (気仙沼向洋)

6 新沼美月 (東　　　北)

3 岡明日香 (石巻商業)

4 昆野有紗 (石巻工業)

1 菅原京華 (東　　　北)

2 千葉葵依 (柴　　田)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道女子-63kg級

5 鈴木姫和 (築　　　館)

3 昆野祐子 (仙台工業)

7 佐久間絵理華 (東　　　北)

1 佐藤沙真亜 (小牛田農林)

6 佐藤裕愛 (柴　　田)

2 菅原凜 (仙台育英)

4 石上朝風 (名　取)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道女子-70kg級

3 佐藤美羽 (多　賀　城)

1 小野寺美優 (東　　　北)

5 高橋美奈 (東　　　北)

2 松川沙耶 (東　　　北)

4 高橋美愛 (柴田)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道女子-78kg級

3 木下瑠菜 (宮城農業)

4 湯田かほ (東　　　北)

1 梶原優里 (小牛田農林)

2 大江明未 (石　　　巻)



国体1次予選

平成30年2月3日

宮城県武道館

柔道女子+78kg級

1 長谷まりん (多　賀　城)

2 谷地望 (東　　　北)


