
◎ 個人 選手変更（  ）内はゼッケン番号

ページ 班 組 所属名

P53 6班 34組 北澤 寛太 (168) 県立加茂高等学校 →

P67 11班 42組 本宮 佳奈 (117) 県立戸田翔陽高等学校 →

◎ チーム 選手変更（  ）内はゼッケン番号

ページ 班 組 所属名

P45 1班 3組 栗屋 恵剛 (203) ⾧野東高等学校 → 峯村 栄志 (205)

P46 2班 7組 佐藤 深 (113) 埼玉栄高等学校 → 鶴木 康成 (115)

P46 2班 7組 小池 玲生 (114) 埼玉栄高等学校 → 青木 龍斗 (116)

P49 4班 20組 岩川 秀磨 (331) 関西高等学校 → 森川 顕範 (335)

P50 4班 21組 ⾧野 嵩生 (14) 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 → 野坂 宙 (16)

P51 5班 25組 大迫 海斗 (321) 浜田高等学校 → 堀江 咲介 (325)

P52 6班 32組 森 洸志郎 (344) 崇徳高等学校 → 松重 秀 (345)

P53 6班 34組 小池 雄大 (162) 関根学園高等学校 → 池田 悠雅 (165)

P53 6班 33組 平野 圭人 (141) 慶応義塾高等学校 → 伊保内 啓佑 (146)

P56 8班 48組 鷲見 伊織 (24) 青森山田高等学校 → 原 逸生 (26)

P56 8班 46組 磯村 周 (244) 暁高等学校 → ⾧﨑 奏人 (245)

P59 3班 12組 高橋 実夢 (103) 高崎健康福祉大学高崎高等学校 → 青木 花梨 (105)

P61 5班 17組 岩田 ちなつ (343) 広島修道大学ひろしま協創高等学校 → 足立 海早 (345)

P64 8班 30組 遠藤 結菜 (122) 東京学館高等学校 → 村山 千陽菜 (125)

P65 9班 34組 中野 真琴 (181) 大聖寺高等学校 → 寺西 小雪 (185)

◎ 棄 権

ページ 班 組 所属名

P65 9班 33組 阪上 莉奈 (253) 栗東高等学校

P66 10班 40組 藤山 妙香 (467) れいめい高等学校

◎ 監督変更

ページ 班 組 所属名

P45 1班 3組 ⾧野東高等学校 →

P50 4班 21組 札幌啓成高等学校 →

P51 5班 25組 開星高等学校 →

P55 8班 43組 山形市立商業高等学校 →

P59 3班 9組 西原高等学校 →

P61 5班 19組 米子東高等学校 →

P61 5班 17組 千代田高等学校 →

P62 6班 21組 下諏訪向陽高等学校 →

P64 8班 30組 東京学館高等学校 →

P65 9班 33組 栗東高等学校 →

P66 10班 40組 れいめい高等学校 →

P67 11班 42組 県立戸田翔陽高等学校 →

◎ プログラム訂正

ページ

P55,61

P58

令和元年8月２日
速報No.0-1訂正

変更後

梅尾 龍治

瀬尾 南々美

又吉 勲

三浦 淳也

高田 直

令和元年度全国高等学校総合体育大会 体操競技

<棄権・選手変更・プログラム訂正>

選手名

選手名

宍戸 茉咲

⾧澤 響

変更後

金築 市朗

神崎 俊

御厨 君子

鹿児島アリーナ

塚原 基之

押田 篤志

変更後

368 窪田 凜

米子松蔭

種別

学校名

変更前

米子松陰

変更後

選手名 368 窪田 凛

櫻田 和美

竹村 英明

林 啓太

選手名

監督名

佐治木 範行

大橋 英記

会田 広

 祥子

梅尾 あゆみ

吉澤 杏李里

中川 朝陽

岸 信博

田中 繁

永峯 康雄

寺田 英莉



◎ 監督変更

ページ 班 組 所属名

P52 6班 31組 市立船橋高等学校(個人) →

P60 4班 16組 茖溪学園高等学校(個人) →

P62 6班 24組 大智学園高等学校(個人) →

P64 8班 30組 東京学館高等学校(個人) →高信 李紗 竹村 英明

監督名 変更後

速報No.0-1訂正
令和元年8月２日
鹿児島アリーナ

令和元年度全国高等学校総合体育大会 体操競技

<決勝での監督変更>

吉田 隼也神田 眞司

中嶋 洋子 内窪 誠

塩山 勝 北村 彩子


