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昭和５５（１９８０）年度
１月24日 定例県議会において、県立中頭Ｃ高校（県立宜野湾高等学校）の用地取得を議決
４月７日 県立中頭Ｃ高校（県立宜野湾高等学校）の敷地造成工事起工式挙行
８月30日 第11回県教育委員会において、県立中頭Ｃ高校（県立宜野湾高等学校）の設置方法決定
９月９日 県立中頭Ｃ高校（県立宜野湾高等学校）建築工事起工式挙行
11月１日 沖縄県立宜野湾高等学校教職員人事発令
校長 新城久雄 他一名
沖縄県立宜野湾高等学校開校事務所を県教育庁内に設置
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沖縄県立
宜野湾高等学校

普通科

12月11日 昭和５６年度県立高等学校入学者定員告示
12月15日 沖縄県立宜野湾高等学校校章・校旗制定

全日制

三

年

普通科

宜野湾市
浦添市（港川中学校区域のみ）
宜野湾高等学校

改正 昭和６２年６月９日
普通科６学級２７０名

昭和５６（１９８１）年度
３月17日 入学者選抜学力考査を県立中部商業高等学校において実施（18日まで）
25日 昭和５６年度入学選抜合格者 ２４６名（男子127、女子119）
26日 本校創立第１期工事を完了
４月１日 高校生徒指導研究推進校（２年間）の指定
10日 沖縄県立宜野湾高等学校開校式
第１回入学式挙行、校旗樹立式
５月23日 沖縄県立宜野湾高等学校ＰＴＡ設立
６月７日 県商業実務競技大会において仲本美奈子（一年）読み上げ算優勝
８月20日 第２期工事（普通教室、特別教室、管理棟）着工
９月30日 体育館・水泳プール起工式
10月15日 庭石（創造・自主・誠実）建立
11月２日 生徒会発足
昭和５７（１９８２）年度
４月１日 教職員人事１２名発令
昭和５７年度学校保健統計調査実施校の指定
７日 第２回入学式挙行
５月８日 開校１周年、体育館完成記念式典並びに祝賀会
記念講演「沖縄人のこころ」 講師 新城紀秀氏
11月20日 第１回学園祭「シーサイド８２青春と飛躍」（21日まで）
29日 昭和５８年度県立高等学校入学者定員告示（県教委告示第１３号）
県立宜野湾高等学校 全日制普通科７学級３１５名
２月21日 アーチェリー国体強化校の指定
昭和５８（１９８３）年度
４月１日 高等学校教育機器研究校の指定
７日 第３回入学式挙行
10月30日 第１回体育祭「ときめきの時間、今若い鼓動を焼き尽せ」
11月18日 第２２回全国高等学校弁論大会 与那覇 大智（一年）優良賞
12月24日 アーチェリー競技場落成式、祝賀会
３月１日 第１回卒業式（卒業生 男子１１９名、女子１０１名、合計２２０名） 同窓会設立総会
昭和５９（１９８４）年度
４月１日 初代校長 新城久雄 首里高校校長へ転任 第二代校長 富山安信就任
学習習熟度別指導研究校の指定（２年間）
７日 第４回入学式挙行
６月９日 ヨット（女子）国体強化校の指定
８月５日 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト（東京） 優秀賞テレビ番組制作部門
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10月15日 奈良国体陸上競技出場（奈良県） 円盤投 長堂益丈
21日 文部大臣旗争奪弁論大会出場（長崎県） 優良賞 与那覇大智
３月１日 第２回卒業式（卒業生 男子１０９名、女子１０９名、合計２１８名）
昭和６０（１９８５）年度
４月 7日 第５回入学式挙行
８月２日 全国高校総合体育大会（石川県）
槍投優勝 渡久山直美、砲丸投５位 長堂益丈
25日 日中国際ジュニア陸上競技大会（滋賀県）槍投２位 渡久山直美
10月５日 創立５周年記念式典挙行、第２回学園祭
11月１日 全国高校弁論大会 優秀賞 与那覇大智
１月26日 九州インドアアーチェリー大会、女子個人総合優勝 宮城美鈴
31日 学習習熟度別指導研究発表会
３月１日 第３回卒業式（卒業生 男子９４名、女子１４５名、合計２３９名）
28日 全国アーチェリー選抜大会
女子シングル優勝 大城春野、男子シングル６位 下地常裕
昭和６１（１９８６）年度
４月７日 第６回入学式挙行
29日 第３４回兵庫リレーカーニバル、渡久山直美 槍投３位 県新、高校新（52m76）
６月11日 第３３回ＮＨＫ杯高校放送コンテスト杯
アナウンス部門 最優秀賞 宮城輝美、テレビ制作部門 優秀賞
30日 全国高校ユネスコ研究大会、県代表 安富祖倫子
７月20日 第１回世界ジュニア日本代表 渡久山直美 アテネへ
24日 全国高校放送コンテスト アナウンス部門 優勝 宮城輝美
８月３日 全国インターハイ 渡久山直美 ２連覇成る（52m58）
10月12日 第２回体育祭 テーマ「翔け今－世界に広がる太陽若人86」
16日 山梨国体 渡久山直美 優勝日本高校新記録達成（58m52）
11月１日 第２代校長富山安信那覇西高校へ転任、第３代校長大城清一赴任
16日 渡久山直美オリンピック強化選手に内定
３月10日 第４回卒業式（卒業生 男子１４８名、女子１３２名、合計２８０名）
昭和６２（１９８７）年度
４月７日 第７回入学式挙行（入学者 男子１４５名、女子１７０名、合計３１５名）
５月７日 全国高校選抜ヨット大会
女子ＦＪ級優勝（大城・與組）、男子ＦＪ級２位（平良・豊川組）
男子Ｓ級３位（池原・宮城組）
６月10日 ＮＨＫ放送コンテスト テレビ部門 優秀賞、 アナウンス部門 優良賞
28日 大城春野 全米アーチェリー選手権大会日本代表となる
７月26日 第２０回全国高等学校アーチェリー選手権大会
男子団体３位、女子個人優勝 大城春野
８月６日 全国高校総体（ヨット）男子ＦＪ級５位 平良・豊川組
女子ＦＪ級６位 大城・與組
10月13日 ヨットＦＪ全日本選手権大会２位 平良貴司
28日 国体アーチェリー 少年男子団体 優勝 平良・伊佐・新嵩
少年女子個人 優勝 大城春野
少年男子個人 優勝 高良、２位 新嵩
11月８日 全日本アーチェリー選手権大会４位 大城春野（全日本候補）
児童・生徒科学展 最優秀賞、読売新聞社賞、２年 宮島雄大
１月22日 読売新聞社昭和６２年度スポーツ賞 大城春野
２月19日 第１０回沖縄県青少年科学展
知事賞「エネルギーの移り変わりを表すモデル」２年 宮島雄大他４名
〃 「音の研究」２年 宮島雄大、仲宗根修、新城充弘
３月７日 女子剣道選手権大会 優勝 宮城利恵子、３位 宮里利恵
８日 第５回卒業式（卒業生 男子１３３名、女子１３５名、合計２６８名）
昭和６３（１９８８）年度
４月７日 第８回入学式挙行（入学者 男子１９９名、女子１６８名、合計３６７名）
７月30日 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト優秀賞（テレビ番組制作部門）
10月８日 第３回学園祭（～９日）
テーマ「限りなき熱き鼓動」－理想の学園祭をめざして－
11月５日 九州地区コンテスト県大会テレビ制作部門最優秀賞
28日 県民体育大会アーチェリー個人優勝 高良修一、下地寛子
１月７日 昭和天皇ご逝去に伴い年号が改まる。
２月25日 第１１回沖縄青少年科学展沖縄電力社長賞 砂川寛行
３月10日 第６回卒業式（卒業生 男子137名、女子151名、合計288名）
昭和６４・平成元（１９８９）年度
４月７日 第９回入学式挙行（入学者 男子218名、女子142名、合計360名）
29日 アーチェリー春季九州大会 優勝 親泊竜也、２位 副田桂一
５月21日 九州水泳大会 １位 又吉康枝バタフライ100m、200m
６月16日 九州総体南九州予選（陸上）赤嶺信吾砲丸投げ準優勝
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17日
10月13日
17日
11月11日
３月１日
25日

全九州高校ヨット競技 Ｓ級男子準優勝
第３回体育祭
アーチェリー九州大会優勝 川平嘉成
税に関する作文 沖縄国税事務署長賞 天久広貴
第７回卒業式（卒業生 男子１３６名、女子１６４名、合計３００名）
全国高校アーチェリー選抜大会 男子個人２位 親泊竜也

平成２（１９９０）年度
４月１日 第４代校長 大城正英 着任
９日 第１０回入学式挙行（入学者 男子２１１名、女子１４９名、合計３６０名）
15日 アーチェリー天城杯 優勝 親泊竜也 志喜屋智子
８月２日 アーチェリー全米選手権日本代表として出場 親泊竜也
10月22日 校舎増築工事着工（書道教室、ＣＡＩ教室）
11月10日 アーチェリー部福岡とびうめ国体 団体２位
男子個人２位 親泊竜也、女子個人２位 小橋川真裕美
14日 創立１０周年記念式典並びに祝賀会挙行
記念講演 演題「カメラを肩に歩いて見たこと考えたこと」 講師大石芳野氏（写真家）
12月１日 ヨット部海難救助で海上保安庁から表彰
野球部 親富祖弘也 プロ野球西武球団入団
３月１日 第８回卒業式（卒業生 男子１９１名、女子１６０名、合計３５１名）
平成３（１９９１）年度
４月８日 第１１回入学式挙行（入学者 男子１８１名、女子１３４名、合計３１５名）
５月10日 県教育委員会指定ＣＡＩ研究校
６月16日 世界ジュニア選手権最終選考会（静岡）１位 小橋川真裕美
７月 日 第１回アーチェリー世界ジュニア選手権大会（ノルウェー）
第１３位 小橋川真裕美（日本代表中１位）
10月５日 第４回学園祭 テーマ「開け文化の扉、築こう母校の歴史！今、我らの手で」
３月１日 第９回卒業式（卒業生 男子１９５名、女子１３９名、合計３３２名）
３月
全国高等学校柔道選抜大会沖縄代表 具志堅奈奈
平成４（１９９２）年度
４月１日 第５代校長 源河徳博 着任
７日 第１２回入学式挙行（入学者 男子１７６名、女子１３９名、合計３１５名）
10月４日 第４回体育祭 テーマ「若い力、高まる鼓動、燃やせ青春」
11月29日 剣道（富川杯）優勝 宮城博一
３月１日 第１０回卒業式（卒業生 男子１９０名、女子１４４名、合計３３４名）
平成５（１９９３）年度
４月１日 第６代校長 神山正夫 着任
７日 第１３回入学式挙行（８学級３２０名の定員）
入学者 男子１７２名、女子１３７名、合計３０９名
５月25日 九州高等学校総合体育大会、アーチェリー４位入賞 新藤伸幸
８月３日 全国高等学校総合文化祭 吹奏楽部パレードマーチング部門出場
３月１日 第１１回卒業式（卒業生 男子１６７名、女子１２７名、合計２９４名）
平成６（１９９４）年度
４月７日 第１４回入学式挙行（入学者 男子172名、女子137名、合計309名）
６月26日 全九州高等学校アーチェリー大会、男子個人２位 新藤伸幸，女子団体４位
８月７日 全国高等学校総合体育大会
ボクシング競技 ライトフライ級３位 米須 啓
アーチェリー 女子団体ベスト８位入賞
10月１日 第５回学園祭 「みんなで築こう文化の心、輝く瞳 君が主役だ」
11月７日 九州高等学校新人体育大会アーチェリー競技、女子団体優勝，男子団体４位
個人優勝 下地百子、30m ダブル２位 新藤南海子
１月15日 第１３回全国高等学校アーチェリー選抜県大会優勝 下地百子
３月１日 第１２回卒業式（卒業生 男子１５８名、女子１３２名、合計２９０名）
平成７（１９９５）年度
４月１日 第７代校長 宮城一郎 着任
７日 第１５回入学式挙行（入学者 男子１７２名、女子１３９名、合計３０９名）
６月18日 九州高等学校総合体育大会ボクシング競技、優勝 米須 啓（ライトフライ級）
８月４日 全国高等学校総合体育大会アーチェリー、女子団体 ５位入賞
７日 全国高等学校総合体育大会ボクシング競技、準優勝 米須 啓（ライトフラ級)
９月24日 第１８回ニューライフ・アドベンチャー全国高校生の主張大会
與儀和香乃さん県代表で出場
10月８日 第５回体育祭 テーマ「すべてが可能、今輝く青春の汗」
17日 第５０回国民体育大会（ふくしま国体）
ボクシング 優勝 米須 啓（ライトフライ級）
アーチェリー 少年女子個人準優勝 新藤南海子
２月29日 校歌石碑の除幕式
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３月１日 第１３回卒業式（卒業生

男子１６０名、女子１５１名、合計３１１名）

平成８（１９９６）年度
４月８日 第１６回入学式挙行
６月16日 九州高校ボクシング競技 準優勝 新垣公彦（モスキート級）
30日 九州高校アーチェリー大会 女子団体３位
８月５日 全国高校総合体育大会アーチェリー競技 女子団体３位
11月３日 九州高校新人体育大会アーチェリー競技 女子団体４位
９日 全国高校サッカー選手権大会県予選で優勝※全国高校サッカー選手権大会出場
17日 九州高校ボクシング競技 モスキート級Ｂパート 優勝 新垣公彦
24日 九州高校囲碁選手権大会 個人の部 優勝 松田みこと
28日 学校安全優良校として表彰される（日本体育学校健康センター）
１月12日 全国高校アーチェリー選抜大会県予選 優勝 崎濱秀直
３月１日 第１４回卒業式（卒業生 男子１５３名、女子１１６名、合計２６９名）
平成９（１９９７）年度
４月１日 第８代校長 金城富昭 着任
７日 第１７回入学式挙行（入学者 男子２１０名、女子１１０名、合計３２０名）
９月28日 全九州高等学校総合体育大会ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技、２位島尻英明（モスキート級）
11月４日 第６回学園祭 「今輝け、青春の光・文化の灯」
16日 全九州高校新人ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 優勝 新垣公彦（ライトフライ級）
２月22日 県高校ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ春季大会 優勝 新垣公彦（ライトフライ級） 優勝 砂川陽俊（ライト級）
３月１日 第１５回卒業式（卒業生 男子１５７名、女子１０１名、計２５８名）
24日 第９回全国高校ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ選抜大会兼 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ優勝 新垣公彦（ライトフライ級）
平成１０（１９９８）年度
４月１日 仲皿正伸教頭、新垣けい子事務長他１４名着任
７日 第１８回入学式挙行(男１７０名、女１１８名、計２８８名)
５月10日 全九州高校選手権水泳競技県予選
優勝 桃原奈都美（背泳１００Ｍ）
６月21日 全九州高校ボクシング競技大会 優勝 新垣公彦（ライト級）
７月29日 第２２回全国高校囲碁選手権大会男子個人 優勝 松田みこと
８月７日 全国総合体育大会ボクシング競技 優勝 新垣公彦（ライトフライ級）
11日 全国総合文化祭囲碁団体（県代表） 優勝 松田みこと
10月４日 第６回体育祭「輝く青春の汗 今ここに！」
11月７日 沖縄県緑化コンクール『学校緑化の部』入選
９日 第１０回ジュニアボクシング世界選手権大会(於：ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ)
ライトフライ級日本代表 新垣公彦
15日 全九州高校新人体育大会ボクシング競技準優勝 砂川陽俊（ライト級）
12月31日 全国高校サッカー選手権出場 新潟工に PK 戦で敗戦
２月７日 第４回読売西部アマ棋聖戦
準優勝 松田みこと
10日 沖縄県児童生徒表彰 文化部門 松田みこと、スポーツ部門 新垣公彦
３月１日 第１６回卒業式(卒業生 男子１４２名、女子１０４名、合計２４６名)
平成１１（１９９９）年度
４月１日 上江洲清教頭 着任
普通科に文理特進・情報処理・スポーツ・国際・総合教養の５コースを設置
７日 第１９回入学式挙行(男子１９７名、女子１０４名、計３０１名)
６月20日 全九州高校総合体育大会
ボクシング競技準優勝 仲村啓吾（ライト級）砂川陽俊（ライトミドル級）
７月30日 全国総合文化祭山形大会 合同オーケストラ参加 新垣真弓、上原沙耶香、佐渡山鮎香
８月１日 全国高校総合体育大会ボクシング部(砂川陽俊、仲村啓吾)出場
９月30日 コンピュータ教室、書道教室改築終了
10月１日 第１回舞台祭 (Ｇ１ Ｍｏｖｅ Ｓｔａｇｅ)
21日 熊本国体へ出場 仲村啓吾(ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ)、末吉奈央子（ｱｰﾁｪﾘｰ)
11月18日 九州高校新人体育大会 ボクシング競技出場 仲村啓吾、玉城卓宏、親冨祖直
サッカー Ｕー１７九州選抜代表福島県へ 呉屋 良
３月１日 第１７回卒業式（卒業生 男子１３７名 女子７４名 合計２１１名）
平成１２（２０００）年度
４月１日 第９代校長 玉城盛松 着任
７日 第２０回入学式挙行（男子１８０名、女子１３４名、合計３１４名）
５月14日 九州選抜Ｕ１７サッカー大会優勝 宮城一茂（３年）・呉屋 良（３年）選出
10月１日 第７回学園祭 テーマ「震撼させよう ともに築こう 文化と熱い青春を」
11月１日 座間味政光教頭 着任
５日 九州アーチェリー大会男子個人３位 名嘉大輔（１年）
11日 創立２０周年記念式典並びに祝賀会
３月１日 第１８回卒業式（卒業生 男子１６０名 女子１００名 合計２６０名）
平成１３（２００１）年度
４月１日 與那嶺みどり事務長 他職員１７名着任
２日 沖縄県教育委員会「中途退学対策研究」の研究校指定
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７日 第２１回入学式（男子１９０名、女子１２９名、合計３１９名）
８月３日 第３４回全国高等学校アーチェリー選手権大会男子団体派遣
５日 第２５回全国高等学校総合文化祭福岡大会出場・文化連盟賞授与
知名一彦（３年）・喜瀬操子（３年）・本 政美（３年）・辻本みき（２年）
10月７日 第７回体育祭 テーマ「ギラギラ輝く太陽のもと、うちなーんちゅの熱き魂 鳴り響け」
12日 平成１３年度国民体育大会みやぎ大会、
○サッカー 呉屋良（３年） ○レスリング 仲原司（３年）・渡慶次大二郎（３年）参加
21日 全九州アーチェリー新人大会参加
男子団体５位、個人８位入賞 喜屋武盛和（２年）
女子個人戦６位入賞 与那嶺みなみ（１年）
２月５日 第５１回全国高等学校スキー大会 高嶺朝也（２年）参加
３月１日 第１９回卒業式（卒業生 男子１８２名 女子８３名 合計２６５名）
平成１４（２００２）年度
４月８日 第２２回入学式挙行（男子１８８名 女子１３４名 合計３２２名）
６月21日 九州高等学校総合体育大会鹿児島大会
ボクシングウェルター級優勝石川竜一（3年）○レスリング63３㎏級参加 赤嶺匡哉（3年）
８月４日 平成１４年度全国総合体育大会参加
レスリング競技 赤嶺匡哉（3年）、○ボクシング 石川竜一（3年）
15日 平成１４年度全国高校生グレコローマンスタイル大会参加
赤嶺匡哉（３年）、前田拓美（２年）、伊差川佳浩（２年）、金城勝利（１年）
９月24日 第５７回国民体育大会高知大会少年ヨット競技４回戦進出 吉田哲（２年）
27日 第２回 舞台祭
テーマ「みんなで作ろう新しいＧＩ、みせろ宜校の団結力」
10月25日 第５７回国民体育大会高知大会参加
ボクシング３位 石川竜一（３年）
レスリング 赤嶺匡哉（３年）
12月17日 全日本卓球選手権大会参加 比嘉拓也（２年）
22日 レスリング競技選手権大会宮崎大会参加 金城勝利（１年）
２月７日 第３８回全九州高等学校レスリング新人大会参加 伊差川佳浩（２年）・金城勝利（１年）
３月１日 第２０回卒業式（卒業生 男子１５０名、女子１１０名 合計２７２名）
26日 第２１回全国高等学校アーチェリー選抜静岡大会参加 中里あい（１年）・名嘉一敏（２年）
27日 第１４回九州高等学校選抜ヨット選手権大会３位 吉田 哲（２年）
平成１５（２００３）年度
４月１日 護得久朝輝教頭、神村梨津子事務長他職員２９名着任
７日 第２３回入学式（男子１５９名、女子９４名、合計２５３名）
５月５日 第１６回こうべ全国洋舞ｺﾝｸｰﾙ＜クラッシックバレー部門＞入選 成田麻穂（１年）
９日 第１９回全国高等学校選抜ヨット選手権大会（鳥取大会）
○ｼｰﾎｯﾊﾟｰ S Ｒ級第６位吉田哲（３年３組）
６月28日 全国レスリング大会派遣 嘉手苅(３年)
７月19日 静岡国体第２３回全九州ﾌﾞﾛｯｸ大会「ｼﾞｭﾆｱ部門」（全日本ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会）１位 下地健太(１年)
８月23日 第３９回ＡＭＦワ－ルドカップ全国決勝大会（全国ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会）２位 下地健太(１年)
10月４日 第８回 学園祭 メインテ－マ「太陽のもと海のもと 成功させよう学園祭」
11月６日 2003ＵＳｵ-ﾌﾟﾝ空手道選手権大会選手派遣
江田浩和(１年)（少年型・実践）、又吉健太(２年)（少年型・実践）
22日 沖縄県緑化コンク－ル 学校緑化の部 準特選
１月22日 第３２回ロ－ザンヌ国際バレエコンク－ル（ｽｲｽﾎﾞ-ﾘｭ劇場） 成田麻穂(１年)
３月１日 第２１回卒業式（卒業生 男子１７７名 女子１１４名 合計２９１名）
10日 修学旅行実施
13日 第３３回全九州中学校･高校ﾎﾞｳｳﾘﾝｸﾞ選手権大会：１位 下地健太 (１年)
24日 修了式・離任式 （玉城盛松校長、吉村賢章教諭、渡久地良子教諭）退職、他２３名転出
平成１６（２００４）年度
４月１日 津嘉山ヒサ子校長他職員30名着任
７日 第２４回入学式挙行（男子１７２名、女子７３名、合計２４５名）
７月20日 レスリング全国総体選手派遣
７４㎏級 金城勝利(３年)
21日 第２４回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会（国民体育大会）：個人３位 下地健太（２年）
27日 第２８回全日本高校選手権ボウリング大会 ：２位 下地健太（２年）
10月２日 第８回 体育祭 テーマ「元気ハツラツみなぎる闘志 今こそ魅せろ宜野湾魂」
11月16日 平成１６年度県高校生国際交流派遣 澤沢優香(３年)
24日 九州高等学校新人体育大会 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 ﾐﾄﾞﾙ級：２位 島袋光一郎（１年）
２月７日 平成１６年度沖縄高校生国際文化交流派遣 （美術部門）ｵ-ｽﾄﾗﾘｱｼﾄﾞﾆ- 澤岻優香（３年）
３月１日 第２２回卒業式（卒業生 男子１７０名、女子１１８名 合計２８８名）
24日 修了・離任式 護得久朝輝教頭他２２名転出､退職（武島シゲ子、入嵩西道子、喜友名洋子）
平成１７（２００５）年度
３月１日 安里辰洋教頭他職員２４名着任
７日 第２５回入学式（男子１４８名、女子９９名、合計２４７名）
４月14日 県教育委員会指定「教育工学」の研究校指定
17日 沖縄ｵｰﾌﾟﾝｻﾗﾀﾞｶｯﾌﾟﾌﾟﾛ･ｱﾏﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ
ｱﾏﾁｭｱ部門優勝：下地健太（３年）
５月28日 高校総体沖縄県予選 アーチェリー
団体 男女優勝
レスリング
個人 ９６ＫＧ級 優勝 松田正樹（３年）
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６月18日
７月28日
８月２日
８日
30日
10月29日
11月５日
20日
３月１日
４日
24日

九州総体派遣 レスリング部
九州総体派遣 アーチェリー部団体男女
全国総体派遣 レスリング部 松田正樹（３年）
全国総体 アーチェリー派遣 団体男女
第３回舞台祭(G1 move stage)「祭りだよ！激しく踊れBoys＆Girlsクラスの絆を見せてやれ」
新人体育大会
ボクシング競技個人・バンタム級１位 江藤伸吾（１年）・ライト級１位 仲本宗寛（１年）
・ミドル級１位
島袋光一郎（２年）
空手ＵＳオープン三冠（組手、形、棒） 江田浩和（３年）
九州新人大会 ボクシング ミドル級 ２位 島袋光一郎（２年）
第２３回卒業式（卒業生 男子１４３名 女子８７名 計２３０名）
修学旅行（２年生、希望者８５人）８日まで 旅行地：北海道、東京都
修了式・離任式
山口良子、宮城明、山里幸子 退職、神村梨津子事務長他２２名転出

平成１８（２００６）年度
４月３日 翁長博事務長 他職員２１名着任
７日 第２６回入学式挙行（男子１３２名、女子７４名、合計２０６名）
５月27日 県高校総体
アーチェリー競技 団体男女優勝
７０Ｍｗ男子 優勝 根路銘 良太（２年） 女子
優勝 長浜 清香（２年）
３０Ｍｗ男子 優勝 安里 哲尚 (３年)
女子
優勝 仲村 幸美（１年）
ボクシング競技個人 フライ級
優勝 大城 雄輝（３年）
ミドル級
優勝 島袋 光一郎（３年）
レスリング競技個人 フリースタイル50kg級 優勝 石川 真（３年）
６月24日 九州高校総体アーチェリー競技 男女団体競技出場
７月30日 全国高校総体 出場
アーチェリー競技 団体男女
ボクシング競技 フライ級 大城 雄輝（３年）
レスリング競技 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ50kg級 石川 真（３年）
９月23日 県高校新人大会アーチェリー競技
男女団体優勝
個人５０ｍ、３０ｍラウンド 男子 1位 仲本 博貴(２年)
個人３０ｍダブル 男子１位 桃原 拓也（１年）、女子１位 仲村 幸美（１年）
30日 第９回学園祭 テーマ「青春の１ページ みんなの心を一つに ～ウチナンチュ魂～」
10月１日 兵庫国体少年サッカー県代表出場
砂川 太志（２年）・城間 蓮（１年）・小波津 凱人（１年）
21日 高校新人体育大会 空手道競技 女子個人形 優勝 松門 周（２年）
29日 九州高校新人アーチェリー競技 団体男女５位
５０ｍ３０ｍラウンド 男子 ４位 仲本 博貴（２年）
31日 高校新人体育体育大会 ボクシング競技 フェザー級優勝 江藤伸吾（２年）
11月３日 高校新人体育大会 水泳競技 女子自由形50ｍ 優勝 竹田 結（１年）
８日 九州放送コンテスト県大会朗読の部 優良賞 石川 真由（２年）
18日 空手道南九州ブロック大会高校女子個人形の部 準優勝 松門 周（２年）
26日 九州高校新人ボクシング大会学校対抗 5位
フェザー級Ａ 優勝 江藤伸吾（２年） ライト級Ｂ 優勝 仲本宗寛（２年）
ミドル級Ｂ
優勝 名嘉山謙人（１年）
12月17日 高校ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ選手権大会
フェザー級 優勝 江藤伸吾（２年） 最優秀選手賞受賞
17日 Ｕ－１７ｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本代表候補 砂川 太志（２年）
20日 県教育委員会指定「教育工学研究」研究報告会
１月６日 県高校アーチェリー選手権大会 優勝 仲本 博貴（２年）
２月４日 県高校ボクシング春季大会 フェザー級 優勝 江藤伸吾（２年）
３月１日 第２４回卒業式（卒業生
男子１２８名
女子５９名
合計１８７名）
３日 修学旅行（２年生、希望者８５人）７日まで 旅行地：北海道・東京都
24日 修了式・離任式 津嘉山ヒサ子、仲松辰男、仲松枝美子、又吉慧、山内昌春、大城義徳 退職、
安里辰洋教頭他２３名転出
平成１９（２００７）年度
４月１日 真栄田盛夫校長他職員２２名着任
９日 第2７回入学式（男子１６３名、女子７５名、合計２３８名）
29日 県高校空手道夏季大会 個人形 準優勝 松門 周（３年）
30日 サッカーＵ－１７日本代表選考候補選考キャンプ参加：砂川大志（３年）
６月２日 県高校総体
空手道
女子個人形 優勝：松門 周（３年）
ボクシング 個人 フェザー級 優勝：江藤伸悟（３年）
アーチェリー 団体男女優勝
個人 男子７０ mw １位：仲本博貴（３年）男子３０ｍ w １位：比嘉隼（３年）
女子３０ mw １位：仲尾 彩（１年）
７月９日 砂川大志(３年)、Ｕ‐１７ 日本代表 「第１１回国際ユースサッカーＩＮ新潟大会」参加
８月４日 全国高校総体出場 アーチェリー 団体男女
空手道 女子個人形：松門 周
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９月23日 県高校新人大会
水泳 女子バタフライ５０Ｍ １位：竹田 結
アーチェリー団体男女優勝
男子個人５０ｍ３０ｍラウンド１位：桃原拓也 男子３０ｍダブル１位：翁長久弥
女子個人５０ｍ３０ｍラウンド１位：仲村幸美 女子３０ｍダブル１位：松尾百合香
30日 秋田国体出場 松門 周（空手道女子個人形）
10月７日 第９回体育祭
テーマ「燃えつきろ肉体！ かけぬけろ青春！ 輝きだせ宜野湾の星！」
27日 九州高校新人アーチェリー競技大会 男子個人３０Ｍダブル 翁長久弥（３位）
11月13日 ２年生職場体験（インターンシップ）実習
12月16日 県高校ボクシング選手権大会
江藤伸悟：優勝（ライト級）
２月８日 平成１９年度 沖縄県児童生徒表彰受賞（スポーツ）砂川 太志（３年）
３月１日 第２５回卒業式（男子１１３名
女子７４名 合計１８７名）
３日 修学旅行（２年生、希望者８５人）７日まで 旅行地：北海道・東京都
24日 修了式・離任式
知花久則教頭他２０名転出 島袋盛範、玉城文郎退職
平成２０（２００８）年度
４月１日 慶田喜則教頭 他職員１８名着任
７日 第２８回入学式（男子１５５名、女子７１名、合計２２６名）
31日 県高校総体
アーチェリー 団体男女優勝
個人男子３０ m １位：仲村和哉（３年）男子７０ m １位：桃原拓也（２年）
女子７０ m １位：仲尾 彩（３年）
ボウリング団体女子優勝
個人女子１位：濱元美貴恵（ハイゲーム・ハイシリーズ）
ヨット
個人女子シーホッパーＳＲ級 １位：比嘉祥子
サッカー準優勝
８日 第36回全沖縄高校ボウリング選手権大会
団体女子優勝 個人女子優勝 濱元美貴恵
21日 九州高校総合大会（大分県）
アーチェリー部派遣
サッカー部派遣
28日 全国高校総体（埼玉県）アーチェリー男女団体派遣
８月５日 全国高校総合文化祭（群馬県） 赤嶺真利恵（２年）派遣
第23回東海北信越高等学校選手権大会兼高体連加盟校全国選抜大会（ボウリング）
個人男子優勝 長嶺将哉 個人 女子６位 濱元美貴恵
20日 新人大会アーチェリー競技
団体男女優勝
個人男子３０ m・５０ m １位：源古友樹
男子３０ m ｗ１位：新垣栄吾
女子３０ m １位：仲尾彩 ５０ m １位：仲尾彩
27日 第４回舞台祭
「見つけよう自分の力を！演じよう新たな自分を！今この大舞台で！」
11月１日 県高校新人体育大会
ボウリング団体男女優勝
個人男子 １位：長嶺将哉
１位（ハイスコアー）
個人女子 １位：濱元美貴恵 １位（ハイゲーム） １位（ハイシリーズ）
５日 ２年生職場体験実習（インターンシップ）
９日 マーチングインオキナワ2008 最優秀賞：吹奏楽部
16日 第６回全沖縄高校対抗ボウリング選手権大会
ペア 女子優勝：濱元美貴恵 叶有希 個人 女子優勝：濱元美貴恵
28日 全日本ユースナショナルチームメンバー決定 濱元美貴恵
１月10日 高校新人大会
ラグビーフットボール優勝（１０人制の部）
３月１日 第２６回卒業式（卒業生 男子１００人 女子５４人 合計１５４人）
24日 修了式・離任式（翁長 博事務長 他１４名転出）
平成２１（２００９）年度
４月１日 恩河幸彦事務長 他職員１６名着任
７日 第２９回入学式（男子１５１名、女子７０名、合計２２１名）
24日 Ｕ－１６九州トレセンリーグ大会 優勝 新里ジュリアン（沖縄県代表）
５月30日 県高校総体（～6/3）
アーチェリー団体 男女優勝
個人 30ﾒｰﾄﾙ 男子 1位：田島淳史
女子
1位：真栄里彩
70ﾒｰﾄﾙ 男子
1位：安里典祥
女子
1位：筒井美香子
ボウリング団体 男女優勝
ヨット
個人 女子シーホッパーＳＲ級
1位：比嘉祥子
６月７日 第３７回全沖縄高校ボウリング選手権大会 １位：濱元美貴恵
21日 全九州高等学校体育大会(熊本県派遣)
アーチェリー団体 男子３位
ボクシング 個人 １位 モスキート級Ｂパート 大城雄真
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７月18日
８月５日

12日
19日
９月19日
19日
22日
26日
10月25日
31日

11月７日
９日
18日

12月５日
24日
12日
３月１日
24日

３位 ライト級Ａパート 新屋敷龍一
３位 フライ級Ｂパート 海老田京介
国民体育大会第29回九州ブロック大会サッカー少年男子 準優勝 新里ジュリアン（県代表）
第２４回東海北信越高等学校選手権大会兼高体連加盟校全国選抜大会（ボウリング）
個人
男子 ハイシリ－ズ
長嶺将哉
女子 ４位 濱元美貴恵
団体
男子２人チ－ム戦 ６位 長嶺将哉 新垣勇樹
女子２人チ－ム戦 ５位 濱元美貴恵 加島杏奈
第５回九州地区吹奏楽コンテスト 優秀賞（１位）
第４回ＯＦＤＡ主催高校生ファッションデザイン画コンテスト 最優秀賞 稲嶺葉月
琉米高校生漫画コンテスト2009 最優秀賞 美術部
第３８回沖縄県高等学校音楽コンテスト ヴォーカルアンサンブルの部 金賞
第２８回沖縄県高等学校マーチングフェスチバル 金賞 吹奏楽部
第１０回学園祭（～9/27）
テーマ「輝け青春！熱い友情！！はじけろ！！！ ＶＩＶＡ ＧＩＮＯＷＡＮ！」
第２２回マーチング in オキナワ2009 最優秀賞 吹奏楽部
沖縄県高等学校新人体育大会(～11/3)
新人大会アーチェリー 団体 男子優勝
女子準優勝
個人 ３０ﾒｰﾄﾙ 男子 １位：伊川朋希
５０ﾒｰﾄﾙ 男子
１位：新垣栄悟
個人 ３０ﾒｰﾄﾙ 女子 １位：真栄里彩
ボウリング団体 女子：優勝
男子：２位
個人 女子 １位：濱元美貴恵 １位：加島杏奈（ハイゲーム・ハイシリーズ）
ヨット 個人 女子シーホッパーＳＲ級 １位：比嘉祥子
ボクシング 個人 ライト級 1位：新屋敷龍一
第８８回全国高等学校サッカー選手権大会沖縄県大会 準優勝
読書週間（～２４日）
２年生職場体験実習（インターンシップ）（～２０日）
第７回全沖縄高校対抗ボウリング選手権大会
ペア 女子 １位 濱元美貴恵 加島杏奈
個人 男子 １位 長嶺将哉
第３４回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
クラリネット三重奏：銀賞
金管八重奏：銀賞
沖縄県高等学校新人体育大会 男子第44回サッカー競技大会 準優勝
第３１回九州高等学校サッカー新人大会出場（宮崎県）
第２７回卒業式（卒業生
男子１４２名
女子６６名
合計２０８名）
修了式・離任式（校長真栄田盛夫、長濱喜代子退職
他１７名転出）

平成２２（２０１０）年度
４月１日 仲間靖校長 他職員１９名着任
７日 第３０回入学式（男子１５３名、女子８０名、合計２３３名入学）
23日 新入生歓迎球技大会
５月７日 遠足 1年（サンセットビーチ） 2年（アラハビーチ） 3年（トロピカルビーチ）
16日 ＰＴＡ総会 授業参観
18日 大学進学希望者対象進路講演会 講師 宇田津一郎氏（元宮崎西高等学校長）
29日 県高校総体（～6/2）
アーチェリー
団体 男子優勝
個人 30ﾒｰﾄﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 男子 1位：池田偉盛 3位：伊波正太郎
女子 1位：矢尾綺菜
70ﾒｰﾄﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 男子 1位：新垣栄悟 2位：砂川直之 3位：東恩納翔太
女子 2位：真栄里彩
ボウリング
団体 男女優勝
個人 男子 1位：長嶺将哉
女子 1位：叶有希
2位：濱元美貴恵
女子ﾊｲｼﾘｰｽﾞ、ﾊｲｹﾞｰﾑ 1位：濱元美貴恵
ボクシング
団体 2位
個人 ﾋﾟﾝ級 1位：大城雄馬
ﾗｲﾄ級 1位：新屋敷龍一
ヨット 個人 女子シーホッパーＳＲ級
1位：比嘉祥子
サッカー ３位
６月３日 進路講演会 講師 本校卒業生
14日 平和学習職員研修会 講師 新城俊昭先生（本校教諭）
18日 国際ソロプチミスト沖縄 2009年度ヴァイオレット・リチャードソン賞 比嘉祥子
20日 第16回九州高文連美術・工芸・書道・写真展沖縄大会 優秀賞：比嘉瑞希
22日 平和学習講演会
演題「沖縄戦の図から見えるもの」 講師 佐喜眞道夫氏（佐喜眞美術館 館長）
７月４日 第55回九州吹奏楽コンクール沖縄支部予選 銀賞
７日 生徒会役員選挙
会長：渡真利一雅
副会長：徳比嘉里奈、濱川麻鈴
13日 校内弁論大会 最優秀賞：松門協 優秀賞：鈴木ターニア 優良賞：宮城純一、宮城佐和子
13日 第１２回アジアインタースクール選手権大会（ボウリング） ４人チーム戦 準優勝
28日 美ら島総体総合開会式
８月４日 第25回東海北信越高等学校選手権大会兼高体連加盟校全国選抜大会（ボウリング）
個人 男子２位 長嶺将哉、男子総合５位 新垣勇樹、 女子１位 濱元美貴恵
団体 女子２人チ－ム戦 ２位 濱元美貴恵 叶有希
女子２人チ－ム戦 ６位 加島杏奈（※那覇西とのチーム）
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９日
９日
13日
９月18日
19日
23日
23日
28日
10月２日
10日
24日
27日
30日

11月５日
６日
８日
11日
13日
17日
18日
27日
12月８日
16日
19日
１月５日
22日
28日
31日
２月11日
18日
３月１日
24日

第２０回「児童生徒の平和メッセージ」 図画部門 優良賞 仲本莉那
第６回九州地区吹奏楽コンテスト 優良賞
第２０回沖縄県高等学校野外スケッチ大会 優良賞 比嘉瑞希
第38回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会 10人制の部 優勝
校内美化作業（PTA 主催、9：00～12：00）
第29回沖縄県高等学校マーチングフェスティバル 金賞 吹奏楽部
県高文連弁論大会 優良賞：松門協
第65回国民体育大会ゆめ半島千葉国体 ボウリング 少年男子団体 5位 長嶺将哉
第１０回体育祭 テーマ「熱戦 烈戦 超決戦 欲しいのは君の視線！！」
第28回九州マーチングコンテスト 銀賞 吹奏楽部
第50回沖縄県生徒科学賞作品展 学校賞
薬物乱用防止教室 講師 天願勇氏(クリニックぎのわん院長、本校産業医)
沖縄県高等学校新人体育大会
ボウリング
団体 男子２位
アーチェリー
団体 男子２位
女子優勝
個人 30ﾒｰﾄﾙﾀﾞﾌﾞﾙ
男子 3位：伊波正太郎
50ﾒｰﾄﾙ30ﾒｰﾄﾙ 男子 2位：東恩納翔太 3位：西平守志
女子 1位：真栄里彩
第34回沖縄県高等学校総合文化祭ポスターデザイン 優良賞：宮城里紗、崎濱凜
第34回沖縄県高等学校総合文化祭美術工芸部門
優秀賞：仲本莉那
優良賞：大城愛美、呉屋妃愛、宮城千佳、金城奈々美
第47回読書感想文感想画コンクール（中部支部） 優秀賞・入選（合計24名）
２年スポーツコースキャンプ実習（～12日）、３年情報処理コース IT 実習
創立30周年記念式典並びに祝賀会挙行
記念講演 演題「教えたくないことと伝えたいこと」講師 赤嶺しげたか氏（本校８期生）
２年職場体験実習（インターンシップ）（～19日）
テーブルマナー講習会（３年食物選択）（ラグナガーデンホテル）
第43回全九州高等学校新人ボクシング競技大会 ﾋﾟﾝ級 優勝 大城雄真
職場体験実習（インターンシップ）発表会
芸術科(音楽・美術・書道)学習発表会（宜野湾市コンベンションセンター）
テーマ「われら 宜野湾高校に 創造の夢がわく」
第38回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会 金賞 吹奏楽部
沖縄県高等学校新人体育大会推戴式（サッカー、ラグビー）
沖縄県高等学校新人体育大会 ラグビー（１０人制の部） ４位
３年スポーツコース駅伝
第17回沖縄県高等学校春季ボクシング大会 ﾋﾟﾝ級 優勝 大城雄真
第47回沖縄県青少年読書感想文・感想画コンクール 優秀賞 比嘉瑞希
防災訓練 講評 米須清昌氏（宜野湾市消防署真志喜出張所 所長）
第28回卒業式（卒業生
男子１４７名
女子６７名
合計２１４名）
修了式・離任式
（恩河幸彦事務長、他職員２３名転出 新城俊昭、新垣綾子、盛山典子、当山恵子：退職）

平成２３（２０１１）年度
４月１日 翁長博事務長 他職員１９名着任
７日 第３１回入学式（男子１６７名、女子７０名、合計２３７名入学）
22日 新入生歓迎球技大会
５月６日 体験学習 1年（サンセットビーチ）2年（安良波ビーチ）3年（県立博物館・美術館）
15日 P ＴＡ総会 授業参観
24日 県高校総体先行競技（宮古工業高校体育館） ボクシング（ﾋﾟﾝ級） 優勝：大城雄真
27日 高校総体推戴式・県高校総体総合開会式
28日 県高校総体（～6/1）
アーチェリー
団体 男子優勝
個人 30ﾒｰﾄﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 男子 1位：新里航平 2位：比嘉高大 3位：米須隆人
70ﾒｰﾄﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 男子 2位：東恩納翔太 3位：武井航太 4位：池田偉盛
女子 1位：真栄里彩
ボウリング 男子 2位：前仲雄太
６月３日 進路学習講演会 講師 本校卒業生
８日 生徒総会・野球部推戴式
13日 平和学習職員研修会（職員対象） 講師 宮城晴美氏（元那覇市歴史博物館職員）
22日 「6.23慰霊の日」平和学習講演会（生徒対象）演題「沖縄戦と集団自決」；講師 宮城晴美氏
７月５日 １年進路講話 講師 北村俊夫氏
６日 健康講話 演題「生と性」～自分らしい生き方を見つけるために～
講師 垣花美智江氏（那覇看護専門学校）
６日 生徒会役員選挙
会長：新川敬人
副会長：新垣大、濱川麻鈴
12日 校内弁論大会 最優秀賞：宮平佳奈 優秀賞：比嘉葵 優良賞：具志堅美涼、宮里梨乃
15日 交通安全講話 講師 渡口憲（宜野湾署交通課企画規制係長）
演題 「正しい交通ルール」
８月５日 第５回全国高等学校総合文化祭美術工芸部門
文化連盟賞 仲本莉那
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7日
8日
11日
21日
９月10日

15日
22日
24日

30日
10月９日
16日
28日
30日
11月１日
３日
13日

21日
26日
30日
12月４日
７日
10日
18日

19日
25日
28日
１月８日
18日
27日
２月１日
２日
５日
６日
23日
24日
３月１日
23日

第20回全国高等学校漫画選手権大会本選
審査委員長賞 宮城里紗
沖電工杯第45回沖縄県サッカー祭 Ａ組Ｃ・Ｇパート 優勝
第21回沖縄県高等学校野外スケッチ大会
優良賞 崎濱 凛
第56回九州吹奏楽コンクール
銀賞
波布リーグ2011（沖縄県 U －18 LEAGUE）前期 優勝 、後期 準優勝、
前期；最優秀選手賞 山崎滉太、優秀選手賞 渡名喜庸将、ﾍﾞｽﾄｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰ賞 荒垣綾太
後期；優秀選手賞 玉城正登
防災訓練（地震・火災・津波） 講評 宜野湾市消防本部；米須清一課長、大川茂課長、島袋辰典係長
真志喜出張所；米須清昌所長
県高文連弁論大会
奨励賞 宮平佳奈
第8回野村流古典音楽保存会「保存会賞」 奨励賞 金賞 久保田楠未
平成23年度沖縄県高等学校新人体育大会アーチェリー競技（9/24～9/25）
団体戦 男子 優勝
個人戦 50ﾒｰﾄﾙ30ﾒｰﾄﾙ 男子
2位：池田偉盛
3位：西平守志
優勝：玉城岳
2位：比嘉高大
30ﾒｰﾄﾙﾀﾞﾌﾞﾙ
男子
第30回沖縄県マーチングフェスティバル 金賞 吹奏楽部
第５回舞台祭（9/30～10/1） テーマ「今年も来たか舞台祭、ならばやろうぜ宜高生」
第29回九州マーチングコンテスト 銀賞
第２回全国ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ局選抜将棋選手権大会 OCN 大会 Ａ級優勝 宮里球道
第28回沖縄県商業高等学校英語スピーチコンテスト 最優秀賞 髙安健一郎
沖縄県愛鳥週間ポスターコンクール 優秀賞 仲本莉那
沖縄県高等学校新人体育大会ボクシング競技
ライト級 2位 並里陸
第24回マーチング イン オキナワ2011 最優秀賞
第9回沖縄県高等学校対抗ボウリング選手権大会
ペア 2位 前仲雄太・新里望 5位 宮城奨・伊野波盛二朗
個人 3位 新里望 4位 宮城奨
沖縄県全島緑化県民運動ポスター原画コンクール 最優秀賞 仲本莉那
全九州高等学校新人ボクシング競技
ライト級 3位 並里陸
最優秀部門賞 仲本莉那
WATTA －こころのメッセージ 「夢」部門
第46回琉球古典芸能コンクール 新人賞 東當智尋
インターンシップ発表会 ５・６校時 本校体育館
第36回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 金管八重奏・クラリネット四重奏 銀賞
沖縄県高等学校ボクシング選手権大会
ライトフライ級 優勝 大城雄真、 ライト級
2位 並里陸
フライ級 2位 志良堂清力、
ピン級
3位 山城峻也
芸術科（音楽・美術・書道）学習発表会（沖縄コンベンションセンター）
平成23年度中部支部サッカー競技大会 第３位
第２回琉球新報バレエコンクール ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴ個人部門ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ・県知事賞 安里友香
第28回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト 最優秀賞・文部科学大臣賞 髙安健一郎
沖縄県高等学校新人体育大会推戴式（サッカー、ラグビー）
３年スポーツコース駅伝（名護21世紀の森→本校）
３年献血講話 講師 宮城俊之氏（沖縄赤十字血液センター）
３年金融講話 講師 日高憲一氏（ひだか司法書士事務所）
第37回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト
トランペット独奏 銀賞 松原早希、マリンバ独奏 グランプリ 佐藤健詞郎
免許取得者安全指導
講師 宜野湾警察署交通課企画規制係長 渡口 憲
１・２年進路講演会 講師 ひーぷー（真栄平仁）氏（劇団 O.Z.E 代表）
人権講話 講師 名嘉ちえり氏（更生保護法人がじゅまる沖縄ＤＶ加害者更生相談員）
第29回卒業式（卒業生
男子１２４名
女子７１名
合計１９５名）
修了式・離任式（仲間靖校長、他職員２０名転出）

平成２４（２０１２）年度
４月１日 當眞武校長（前年度教頭）、石垣有三教頭他職員１８名着任
９日 第32回入学式（男子１６１名、女子７９名、合計２４０名）
27日 体験学習 1年（サンセットビーチ）2年（県立博物館・美術館）3年（トロピカルビーチ）
５月２日 新入生歓迎球技大会
８日 「復帰４０周年」特設講演会 講師：新城俊昭（元本校職員、沖縄大学客員教授）
13日 第32回平成24年度国体九州ブロック大会沖縄県予選山岳 個人１位 宮里健大
20日 P ＴＡ総会 授業参観
６月１日 高校総体推戴式・県高校総体総合開会式（～6/3）
サッカー競技 男子優勝 サッカー部
ボウリング競技 団体準優勝 仲松俊貴・新里望 男子個人優勝：新里望
アーチェリー競技 30ｍﾀﾞﾌﾞﾙ 女子 1位：新垣ひな子
８日 進路学習講演会 講師 本校卒業生
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13日
15日
７月１日
４日
５日
11日
19日
31日
８月６日
９月17日
10月６日
７日
29日
11月４日
５日
７日
８日
14日
22日
29日
30日
12月５日
６日
15日
20日
26日
１月５日
15日
25日
28日
29日
２月10日
３月１日
22日

生徒総会・野球部推戴式
IT パスポート試験合格 喜友名剛志
全国商業高校学校協会主催ワープロ検定１級合格 新城優美
生徒会役員選挙
会長：又吉太智
副会長：喜屋武雅、上間拓郎
１年進路講話 講師 大鶴 恵太（リクルート進学事業本部 進学サポート部）
校内弁論大会 最優秀賞：仲原優歌 優秀賞：新垣向奈乃 優良賞：大宜見幸歩、平良拡哉
交通安全講話 講師 渡口 憲（宜野湾署交通課企画規制係長）
第５２回沖縄県吹奏楽コンクール 金賞 吹奏楽部
第27回東海北信越高等学校選手権大会兼高体連加盟校全国選抜大会６位 新里望
第31回沖縄県マーチングフェスティバル 金賞 吹奏楽部
第１１回学園祭 テーマ「母校の歴史を築け！ 楽しむなら今でしょ！ -Sunshine Ginowan-」
第３０回九州マーチングコンクール 銀賞 吹奏楽部
薬物乱用防止教育講演会 講師 仲本 環（沖縄県警本部生活安全部少年課）
第36回沖縄県高等学校総合文化祭写真部門 優秀賞 玉元花菜
防災訓練（地震・津波）
芸術鑑賞 「組踊 執心鐘入」（子の会）宜野湾市民会館大ホール
スポーツ・健康コースキャンプ実習２日間 名護青少年の家（２年生 ３６名）
インターンシップ実施３日間（２年生 ２３６名）
性（エイズ）教育講演会 講師 宮國 友美（ぐしかわ看護専門学校）
第２体育館竣工（建築面積 1050.13平方メートル 床面積 924.64平方メートル）
第２体育館安全祈願
人権教育講話 講師 池間哲郎（NPO アジアチャイルドサポート代表理事）
インターンシップ発表会 ５・６校時 本校体育館
第37回沖縄県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 金賞 添石紗静、上江洲笑利子、髙良奈那、大宜味楓香
芸術科（音楽・美術・書道）学習発表会（沖縄コンベンションセンター）
臨時 PTA 大会
第２体育館完成祝賀会
平成２４年度沖縄県高等学校アーチェリー選手権大会
個人男子１位 玉城岳 個人女子１位 新垣ひな子
アーチェリー場竣工
３年スポーツ・健康コース駅伝（名護21世紀の森→本校）
３年献血講話 講師 平良秀彦（沖縄赤十字血液センター）
３年金融講話 講師 佐久川聡（司法書士法人匠事務所）
第38回九州アンサンブルコンテスト 銀賞 添石紗静、上江洲笑利子、髙良奈那、大宜味楓香
第30回卒業式（卒業生
男子148名
女子75名
合計223名）
修了式・離任式
（教頭石垣有三、事務長翁長博、その他２０名離任、実習助手安里洋子定年退職）

平成２５（２０１３）年度
４月１日 前川守克教頭、比嘉順事務長 他職員１９名着任
８日 第33回入学式（男子１５４名、女子８０名、合計２３４名）
19日 新入生歓迎球技大会
26日 体験学習 1年（サンセットビーチ）2年（県立博物館・美術館）3年（トロピカルビーチ）
５月10日 ６.２３慰霊の日に向けての平和講演会 講師：新城俊昭(元本校職員、沖縄大学客員教授)
11日 ＰＴＡ総会 授業参観
31日 高校総体推戴式・県高校総体総合開会式（～6/4）
アーチェリー競技
女子団体優勝
男子団体２位
個人・女子優勝（２－５ 新垣ひな子）(１－６ 譜久島詩穏）
・男子優勝（２－２ 長濱孝太郎）
・男子２位（１－５ 西里允寿） 女子３位（１－５慶田花しおり）
卓球競技
・男子３位（２－３松尾一樹、２－４比嘉克志）
７月２日 人権講話(桂才賀)
３日 第３２期生徒会役員選挙会長２の４髙良翔馬、副２の３金子秦也、２の３松門玲菜選出
４日 １年進路講話 講師 大城 明（日経教育グループ 専門学校日経ビジネス副校長）
10日 校内弁論大会｢最優秀賞｣２－５福地海斗：沖縄県民として、日本人として
19日 １学期修了
23日 第38回沖縄県吹奏楽コンクール銀賞
31日 第37回全国高等学校総合文化祭(長崎しおかぜ総文祭)写真部門沖縄県代表派遣玉元花菜(3-3)
９月４日 防災訓練（地震・津波）
５日 第２回基礎力診断テスト
13日 第42回 沖縄県学校音楽コンテスト
金賞 金管楽器独奏の部 長堂菜咲(3-5) 木管楽器独奏の部 髙良奈那(3-5)
22日 新人体育大会アーチェリー競技 男子団体 優勝
女子団体２位
(50m･30m)個人・女子 優勝 新垣ひな子(2-5)・男子 ２位 長濱孝太郎(2-2)
22日 第３２回沖縄県マーチングフェスティバル 金賞 吹奏楽部
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28日 第１１回体育祭「鍛えたマッスル 輝く汗!!今こそ力を放つとき☆」
10月11日 英語検定２級2-3島袋清乃
13日
第３１回九州マーチングコンテスト大分大会 銀賞 吹奏楽部
20日 第３１回九州高等学校アーチェリー新人大会(長崎県佐世保総合グランド陸上競技場
長濱孝太郎(2-2)新垣ひな子(2-5)宮城経(1-5)宮城扶(1-5)譜久島詩穏(1-6)上原苑子(1-3)
23日 芸術鑑賞会
ゴスペル「ザ・ソウルマティックス」
24日 薬物乱用防止教育講演会 講師 喜久川洋（県警本部 少年課 少年サポートセンター）
25日
第３０回沖縄県商業高等学校英語スピーチコンテスト：スピーチの部古波津天晴(2-3)、レシ
テーションの部青木亮(2-3)最優秀賞
11月31日 第３７回沖縄県高等学校総合文化祭写真部門優秀賞全国表派遣ヘルナンデス－オリビア(1-1)
12日 インターンシップ実施３日間（２年生）
18日 インターンシップ発表会 ５・６校時 本校体育館
20日 性教育講演会 講師 笹良秀美（キリスト教短期大学非常勤講師）
21日 スポーツ・健康コースキャンプ実習２日間 名護青少年の家（２年生38名）
12月４日 交通安全講話 講師 渡口 憲（宜野湾署交通課企画規制係長）
15日 第38回 沖縄県吹奏楽アンサブルコンテスト
金賞 クラリネット三重奏 髙良奈那(3-5-37) 渡久地蘭奈(2-3-33) 三上友梨(1-5-36)
打楽器四三重奏 真栄城奈央(2-5-36) 山城麻衣(2-2-40) 上江洲公佳(2-1) 金城美希(1-3)
16日 芸術科（音楽・美術・書道）学習発表会（沖縄コンベンションセンター）⑤⑥
18日 インターンシップ発表会⑤⑥
23日 第４回全国選抜選手権大会出場(3-5:松堂築･宮里健太)フリークライミング同好会：埼玉
25日 修了式
１月６日 3学期始業式
12日 第30回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト 2-3-8津波古天晴準優勝
14日 ３年スポーツ・健康コース駅伝（名護21世紀の森→本校）
18日 センター試験(18､19日琉大にて)
29日 第１回Ｇ－１書き初め大会
２月３日 ３年卒業献血
９日 第39回九州アンサンブルコンテスト(福岡) クラリネット三重奏銀賞 髙良奈那(3-5)
渡久地蘭奈(2-3) 三上友梨(1-5)
10日 「沖縄２１世紀ビジョン高校生作文コンテスト」優秀賞 國仲美希(1-3) 慶田慎太郎(1-3)
３月１日 第31回卒業式（卒業生
男子148名
女子75名
合計223名）
６日 平成26年度 高等学校入学者選抜検査(6日、7日)
21日 第17回全国高等学校ボウリング選手権大会 第７位：長嶺玲菜(2-2) 岸本達郎(2-5)
24日 修了式・離任式（當眞武校長、その他19名離任、実習助手比嘉玲子定年退職）
26日 第32回全国高等学校アーチェリー選手権大会 新垣ひな子(2-5)
平成２６（２０１４）年度
４月１日 第14代金城正巳校長他、職員19名着任
７日 第34回入学式（男子156名、女子72名、合計228名）
25日 体験学習:１年（サンセットビーチ）２年（県立博物館・美術館）３年（トロピカルビーチ）
27日 第42回全沖縄高校ボウリング選手権大会 優勝 長嶺玲菜(3-1)
５月２日 新入生歓迎球技大会
10日 ＰＴＡ総会 授業参観
19日 基本情報技術者試験(国家資格)合格 宮里大輝(3-1)
30日 高校総体推戴式・県高校総体総合開会式（～6/4）
６月１日 アーチェリー競技
男子・女子団体優勝
個人・30Ｗ 女子：優勝 荷川取花梨(2-3) 2位 又吉優希(2-4) 3位 玉寄如菜(1-3)
70Ｗ 女子：優勝 上原苑子(2-3) 2位 新垣ひな子(3-6) 3位 譜久島詩穏(2-6)
男子：優勝 長濱孝太郎(3-1) 3位 宮城扶(2-5)
２日 総体ボーリング競技女子優勝 長嶺玲菜(3-1)
６日 卒業生による進路講演会
13日 第16回全沖縄高等学校英語スキットコンテスト優勝 岸本達郎(3-5) 福地海斗(3-6)
18日 6.23慰霊の日に向けての平和講演会 講師：(平和記念資料館 学芸員 平田守)
29日 第51回 ビジネス文書実務検定
両部門
１級：福地優斗(1-1) 呉屋迅星(1-2)
速度部門 １級：渡慶次礼於(1-2) 大庭衣莉奈(3-1)
名幸美保(3-1) 小橋川碧(3-2) 名幸弘泰(3-2)
７月２日 第33期生徒会役員選挙 会長：外間圭(2-5)、副：仲宗根圭一郎(2-1)、我如古彩華(2-6)
10日 校内弁論大会｢最優秀賞｣３－６福地海斗：ヌチグスージさびら
11日 U １６沖縄選抜(国体少年男子サッカー競技)大阪遠征強化合宿参加:新里一樹(1-5)～13日
英検２級 岸本達郎(3-5) 福地海斗(3-6) 島袋祐磨(2-3)
16日 進路講話 講師 砂川正美（そてつの森工房 逢人夢代表）
「夢を叶えるためには」
17日 性教育講演会 講師 桑江喜代子（沖縄県助産師母子美来センター）
「自分を大切にするための性教育」
18日 １学期終業式
22日 第54回沖縄県吹奏楽コンクール沖縄予選 金賞
29日 第１回日本漢字能力検定 ２級平良美季(2-3)
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31日
８月５日
28日
９月５日
５日

12日
15日
21日
27日
28日
10月18日
19日
23日
24日
30日
11月１日
３日
３日
９日
10日
11日
12日
15日
20日
12月４日
７日
11日
17日
18日
25日
１月６日
８日
17日
18日
22日
23日
29日
30日
２月２日
14日
19日
３月１日
10日
21日
24日
27日

第38回全国高等学校総合文化祭(いばらき2014)写真部門沖縄県代表派遣ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ･ｵﾘﾋﾞｱ(2-1)
第23回全国選抜ボーリング選手権大会 個人８位長嶺玲菜(3-1)
２学期始業式
第２回基礎力診断テスト
第43回沖縄県高校学校音楽コンテスト
独唱の部 金賞 宮城正太郎(2-5) 銀賞 我如古彩華(2-6)
独奏の部 金賞 山城麻衣(3-1)マリンバ
銀賞 長堂桃花(3-5)フルート
ボーカルアンサンブル 銀賞
第38会沖縄県高等学校総合文化祭弁論部門大会 優良賞 福地海斗(3-6)
第33回 沖縄県マーチングフェスティバル パレードの部 金賞
吹奏楽部
新人体育大会アーチェリー競技 男子・女子団体 優勝
７０ｍ１位：男子 宮城扶(2-5)
女子 譜久島詩穏(2-6)
３０ｍ１位：男子 喜久山幹汰(1-2) 女子 荷川取花梨(2-3)
第６回舞台祭
「歌いなさい♪ 踊りなさい♫ 拍手喝采 舞台祭」
第32回九州高等学校アーチェリー新人大会(佐賀県 高志館高校グランド)
女子８位 上原苑子(2-3)
第12回全沖縄学校対抗ボーリング選手権大会
女子個人 準優勝 長嶺玲菜(3-1)
薬物乱用防止教育講演会 講師 山城寛（沖縄大学 人文学部 福祉文化科
教授）
第36回沖縄女子ゴルフ選手権大会
女子個人 ３位
花城美久(2-6)
第31回沖縄県商業高等学校英語スピーチコンテスト
準優勝 古波津天晴(3-3)
平成26年度高体連新人体育大会開会
2014マーチングｉｎ沖縄 金賞
第38回沖縄県高等学校総合文化祭写真部門 優秀賞 喜屋武朱音(2-5)
第59回文部科学大臣杯全国青年弁論大会出場(名古屋市)
福地海斗(3-6) 優良賞
平成26年度 吹奏楽 県高等学校総合文化祭出場第１３回九州吹奏楽大会派遣獲得
平成26年度 第２回 日本漢字能力検定 ２級 新垣光進(2-5)
インターンシップ実施３日間（２年生）
理科野外実習(１年)
第38回全九州高等学校音楽コンテスト 独唱 銅賞 宮城正太郎(2-5)
スポーツ・健康コースキャンプ実習２日間 名護青少年の家（２年生３４名）
防災訓練（地震・津波）
第39回 沖縄県吹奏楽アンサブルコンテスト
金賞 マリンバ三重奏 山城麻衣(3-1) 真栄城奈央(3-5) 橋田萌々子(1-2)
人権・性エイズ講演会⑤⑥
講師 比嘉正央（NPO 法人 HIV 人権ﾈｯﾄﾜｰｸ沖縄 理事長）
インターンシップ発表会 ５・６校時 本校体育館
芸術鑑賞会 現代劇「まぶい恋唄」津波信一他
２学期終業式
３学期始業式
第２回Ｇ－１書き初め大会
センター試験(17､18日琉大他)
第52回 情報処理検定 １級 豊里亜唯利(2-2)
推薦入試志願者面接
３年スポーツ・健康コース駅伝（名護21世紀の森→本校）
第38回沖縄県高等学校写真コンテスト 金賞 荷川取花梨(2-3)
芸術科（音楽・美術・書道）学習発表会（沖縄コンベンションセンター）
３年卒業献血
「第14回 ﾏｰﾁﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ全国大会」横浜市 優秀賞
1.2年生進路ガイダンス
第32回卒業式（卒業生男子149名
女子75名
合計224名）
平成27年度 高等学校入学者選抜検査(10日、11日)
平成26年度 九州高等学校文化連盟第１４回吹奏楽大会出場
優秀賞、グッドサウンド賞、ヤマハ賞受賞
修了式・離任式
前川守克教頭、比嘉順事務長その他 24名離任
第33回全国高等学校アーチェリー選手権大会(静岡) 上原苑子(2-3)

平成２７（２０１５）年度
４月１日 樋口稔浩教頭、波照間美香事務長他、職員20名着任
７日 第35回入学式（男子146名、女子94名、合計240名）
15日 文理特進コース宿泊学習会 石川自然の家(80名)
24日 体験学習:１年（サンセットビーチ）２年（サンセットビーチ）３年（トロピカルビーチ）
５月１日 新入生歓迎球技大会
15日 交通安全講話 講師：平良克也
日本自動車連盟沖縄支部推進課事業係
16日 ＰＴＡ総会 授業参観 講演会
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26日 高校総体ゴルフ競技【先行開催】 女子優勝 花城美久(3-5)
28日 高校総体推戴式
29日 県高校総体総合開会式（～6/3）
31日 アーチェリー競技
団体・男子優勝 女子優勝
個人・70mラウンド女子：優勝 又吉優希(3-4) 2位 上原苑子(3-3) 3位 譜久島詩穏(3-6)
男子：2位 宮城 扶(3-5) 3位 伊佐翔平(2-5)
30mラウンド女子：優勝 玉村春佳(1-5) 2位 兼島恵美(1-5)
男子：2位
嘉手苅 愛(1-3)
６月５日 卒業生による進路講演会
12日 平和教育フィールドワーク（北部)
17日 第21回九州高文連美術･工芸･書道写真展(宮崎大会)
20日 写真部門 優秀賞 荷川取花梨(3-3)
21日 平成27年度全九州高等学校体育大会 アーチェリー競技
団体･女子3位 又吉優希(3-4) 、上原苑子(3-3) 、譜久島詩穏(3-6)、玉寄如菜(2-3)
24日 第34期生徒会役員選挙 会長：濱元朝琉(2-4)、副会長：前本理貴(2-3)、友寄奈美紀(2-3)
７月５日 第54回 ビジネス文書実務検定試験 1級合格
【ビジネス文書部門・速度部門】
津波古将志(1-2) 渡慶次礼於(2-2)
【速度部門】
長田幸大・饒波夏子(3-1)、大宜味美海・大城芳奈恵(3-2)
６日 平和教育講演会 ｢お笑い米軍基地｣
15日 校内弁論大会(最優秀賞)｢沖縄の基地問題｣ 古波藏修子(3-3)
17日 性教育講演会 講師 垣花美智江（那覇看護専門学校 校長）
演題「 自分の人生は、自分で決める 」
21日 第21回九州高文連美術･工芸･書道･写真展 (宮崎大会)
写真部門･優秀賞 荷川取花梨(3-3)
第55回沖縄県吹奏楽コンクール 高等学校 A パート 銀賞 吹奏楽部
22日 １学期終業式
31日 第39回全国高等学校総合文化祭(2015滋賀びわこ総文）写真部門
８月６日 平成27年度全国高等学校総合体育大会 アーチェリー競技
団体･女子9位 又吉優希(3-4) 上原苑子(3-3) 譜久島詩穏(3-6) 玉寄如菜(2-3)
７日 平成27年沖縄県高等学校文化連盟写真専門部撮影会 優秀賞 玉城佳歩(2-3)
31日 ２学期始業式
９月４日 第2回基礎力診断テスト
５日 第44回沖縄県高等学校音楽コンテスト 木管独奏の部 金賞 三上友梨(3-5)
11日 特別講演会 講師 清原伸彦 (日本体育大学名誉教授)
演題 ｢集団行動を通して伝えたいこと｣
12日 平成27年度沖縄県高校新人大会 アーチェリー競技 先行開催
団体・男子優勝 嘉手苅愛(1-3)、喜久山幹汰(2-2)、友寄大輔(2-3)、伊佐翔平(2-5)
女子優勝 兼島恵美(1-5)、玉村春佳(1-5)、石井琴乃(2-3)、玉寄如菜(2-3)
個人・70mラウンド女子：優勝 石井琴乃(2-3) 2位 玉寄如菜(2-3)
男子：2位 伊佐翔平(2-5) 3位 喜久山幹汰(2-2)
30mラウンド女子：優勝 玉村春佳(1-5) 2位 兼島恵美(1-5)
男子：2位
嘉手苅 愛(1-3)
12日 第34回沖縄県マーチングフェスティバル
パレードコンテスト部 金賞 吹奏楽部
19日 第12回学園祭(～20日)
テーマ「さぁ･･･。この盛り上がり！ Ｇ１に勝てるかい？ It's show time」
23日 2015 全国テニスの日 宜野湾市ジュニアテニス大会
男子ダブルス 優勝 濱元朝琉(2-4)
27日 第10回 宜野湾市ジュニアテニス大会
男子ダブルス 優勝 濱元朝琉(2-4)
10月11日 第33回九州マーチングコンテスト（大分県）
高等学校以上の部 銀賞 吹奏楽部
17日 九州高等学校新人アーチェリー競技大会(鹿児島県)
女子30m 5位 兼島恵美(1-5) 女子70m 5位 玉寄如菜(2-3)
22日 薬物乱用防止教育講演会 講師：末吉廣志 (薬物防止協会)
31日 平成27年度高体連新人体育大会(～10月3日）
31日 平成27年度沖縄県高校新人大会 柔道競技 男子81kg 3位 宮城健太(2-6)
11月10日 インターンシップ実施3日間 (2年生)
11日 芸術鑑賞 組踊｢執心鐘入｣
22日 第39回沖縄県高等学校総合文化祭(～7日)
写真部門 優秀賞 富永美海(1-3)、美術･工芸部門 優秀賞 松堂涼音(2-6)
４日 2015年度 第2回 実用英語検定 2級合格 松堂涼音(2-6)
６日 平成27年度 第2回 日本漢字検定 2級合格 河合姫乃(1-3)
13日 第40回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
クラリネット四重奏 金賞
三上友梨(3-5)、川畑 萌(2-3)、内田華蓮(2-5)、添石紗歩(2-6)
金管八重奏 銀賞

― 14 ―

17日
18日
12月３日
８日
16日
19日
20日
22日
25日
１月６日
８日
16日
17日
18日
20日
22日
23日
29日
２月１日
３月１日
９日
24日
27日

武島結友(3-3)、屋良真理菜(3-3)、上江洲優奈(2-5)、具志堅萌(2-5)
奥濱夕稀(2-6)、神山玲奈(2-6)、田場愛梨(1-3)、玉城美紅(1-3)
スポーツ･健康コース キャンプ実習 2日間 名護青少年の家(2年生31名)
Ｇ１勉強会(～19日)
防災訓練(火災･地震･津波)
キャリア教育講演会 講師：竹下和男 （子どもが作る“弁当の日”提唱者)
演題 ｢家族は人間形成のミナモト｣
人権・性（エイズ）講演会 講師：屋良 淳 (沖縄県警察本部 生活安全部）
テーマ ｢ＳＮＳトラブル防止で 人権を守れ｣
平成27年度高体連中部支部サッカー競技大会 準優勝 サッカー部
クリーン・グリーン・グレイシャス運動（地域清掃活動）
参加者：生徒103名、保護者27名、職員10名 計130名
芸術科(音楽･美術･書道)芸術学習発表会
沖縄コンベンションセンター劇場棟
テーマ：「 Ｇ１の迫力見せつけろ！ Ｌｅｔ’Ｅｎｊｏｙ 」
３学期終業式
３学期始業式
第3回Ｇ１書き初め大会
センター試験(16､17日琉大他)
情報処理検定 1級 福地優斗(2-1)、呉屋迅星(2-2)
IT パスポート試験 合格 福地優斗(2-1)
推薦入試志願者面接
平成27年度沖縄県高校新人大会 サッカー競技
3位 サッカー部
第37回よみうり写真大賞 高校生の部 入選 諸喜田美月(1-3)
スポーツ･健康コース駅伝 (名護21世紀の森→本校)
３年卒業献血
第33回卒業式 (卒業生
男子･･･150名
女子･･･77名
合計･･･ 227名)
平成28年度 沖縄県高等学校入学者選抜検査（9日、10日）
修了式･離任式
金城正巳校長その他 23名離任
第34回全国高等学校アーチェリー選抜大会（静岡県）
男子:喜久山幹汰(2年)、女子:玉寄如菜(2年)9位

平成２８（２０１６）年度
４月１日 第15代棚原秀則校長、他職員18名着任
７日 第36回入学式（男子159名、女子81名、合計240名）
12日 文理特進コース宿泊学習会 石川自然の家(80名)～13日
13日 キャリア教育講演会（文科科学省 教育課程調査官:長田 徹氏）
22日 体験学習:１年・２年（サンセットビーチ）３年（アラハビーチ）
28日 新入生歓迎球技大会
５月13日 交通安全講話 講師：(新里 稔 日本自動車連盟 推進課事業係兼推進係)
14日 授業参観、講演会 ＰＴＡ総会
26日 高校総体推戴式
27日 総合開会式（～6/１）
28日 平成28年度沖縄県高等学校総合体育大会 アーチェリー競技(～29日)
団体 男子準優勝 喜久山幹汰(3-2)伊佐翔平(3-5)嘉手苅愛(2-3)崎間雄雅(2-1)
女子優勝
石井琴乃(3-3)玉寄如菜(3-3)兼島恵美(2-5)玉村春佳(2-5)
個人 70m 男子 2位 喜久山幹汰(3-2) 3位 伊佐翔平(3-5)
女子 優勝 石井琴乃(3-3) 2位 玉寄如菜(3-3) 3位 兼島恵美(2-5)
30m 男子 優勝 呉屋拓実(1-6) 2位 比嘉竜慎(1-2)
30m 女子 優勝 上江洲莉穂(1-3) 2位 上江洲風歌(1-6)
28日 平成28年度沖縄県高等学校総合体育大会 ボクシング競技(～31日)
ライトフライ級 優勝 前田崚雅(3-1)
６月７日 生徒総会・高校野球推戴式
21日 6.23慰霊の日に向けて統一 LHR
22日 第35期生徒会役員選挙
会長：比嘉明宏(2-2)、副会長：呉屋廉太(2-3)・城間 麗(2-3)
25日 平成28年度全九州高等学校総合体育大会 アーチェリー競技
団体3位 石井琴乃(3-3)玉寄如菜(3-3)兼島恵美(2-5)玉村春佳(2-5)
７月３日 第56回ビジネス文書実務検定試験合格者数（速度部門･文書部門）
文書部門1級:1名、両部門2級:32名、両部門3級:32名
７日 特別講演会 講師 糸数弘樹 （CGアーテｨスト）（午前）
※ディズニ-アニメーション「アナと雪の女王」担当
平和教育映画上映「うりずんの雨」（午後）
13日 性教育講演会 講師 笹良秀美 （助産師・思春期保健相談士）
15日 校内弁論大会
最優秀賞 玉城野乃(2-6)、優秀賞 長堂萌乃(1-3)
優良賞 友寄大輔(3-3)、眞栄里唯(3-3)、上原晶ｱﾛﾝｿﾞ(1-2)
20日 学級ＰＴＡ
21日 １学期終業式
30日 第40回全国高文祭(広島大会) 出場 写真部門 富永美海(2-3)

― 15 ―

８月８日 全国高等学校総合体育大会 アーチェリー競技 出場
石井琴乃(3-3) 玉寄如菜(3-3) 兼島恵美(2-5) 玉村春佳(2-5) 喜久山幹汰(3-2)
10日 平成28年度沖縄県高等学校文化連盟写真専門部
最優秀賞 山口未沙(2-3)
21日 第36回九州ブロック大会 アーチェリー競技（少年女子4位 本国体出場権獲得）
石井琴乃(3-3) 玉寄如菜(3-3) 兼島恵美(2-5)
21日 第20回高校生ボランティア活動肝清祭
29日 ２学期始業式
９月２日 第２回基礎力診断テスト
10日 ＰＴＡ美化作業（生徒、67名 保護者33名 職員、12名 計112名 ）
17日 平成28年度沖縄県高等学校新人体育大会 アーチェリー競技
団体 男子優勝 崎間雄雅(2-1)嘉手苅愛(2-3)呉屋廉太(2-3)
女子優勝 宇良梨々花(1-3)兼島恵美(2-5)玉村春佳(2-5)
個人 70m 男子 優勝 嘉手苅愛(2-3) 2位 呉屋廉太(2-3) 3位 崎間雄雅(2-1)
女子 優勝 兼島恵美(2-5) 2位玉村春佳(2-5)
30m 男子 2位 伊佐慈竜(1-5) 3位 玉那覇有梓(1-1)
30m 女子 優勝 宇良梨々花(1-3) 2位 大川こころ(1-3) 3位 上江洲莉穂(1-3)
25日 第12回体育祭 テーマ（輝け青春！ぶっちぎれＧ１燃える炎の体育祭）
29日 避難訓練（２学年）
10月３日 早朝講座後期開始（～3/23）
６日 Ｇ１合同勉強会 （～７日）
学校説明会･入試説明会（男子139名、女子102名、保護者15名）
７日 第71回国民体育大会2016希望郷いわて国体アーチェリー競技出場
石井琴乃(3-3)玉寄如菜(3-3)兼島恵美(2-5)
21日 薬物乱用防止教育講演会 演題「薬物乱用防止について」
講師 屋良朝繁（沖縄県警本部 生活安全部少年課）
28日 新人大会推戴式（大会10月29日～11月1日）
30日 マーチングインオキナワ2016 全国大会選考の部 金賞
31日 芸術鑑賞（津軽三味線：あやべ）
第64回全琉小･中･高校図画･作文･書道コンクール
デザイン部門:優良賞 長嶺里沙(3-3)
11月５日 第40回沖縄県高等学校総合文化祭音楽四部門 マーチング部門 金賞
第40回沖縄県高等学校総合文化祭写真部門
優秀賞 富永美海(2-3) （次年度全国大会派遣）
８日 インターンシップ（～10日）
11日 第1･2回英語検定合格者数 準2級 6名 3級 1名
14日 スポーツ健康コースキャンプ実習（2年生:～15日）
16日 Ｇ１合同勉強会（～17日）
第37回沖縄県技能競技大会写真の部
審査委員長賞 諸喜田美月(2-3)
18日 避難訓練（3学年）
20日 第4回沖縄県パレードコンテスト金賞 高文連会長賞（次年度全国高文祭派遣）
12月２日 救急法実習(スポーツ健康コース3年生）12日、19日
９日 防災訓練（全校生徒･職員:避難場所・森川公園）
14日 修学旅行３泊４日 東京/千葉 135名 （14日～17日）
16日 人権・性（エイズ）講演会演題「デートＤＶから人権を考える」
講師 末吉重人（法務局中頭地区人権委員）
18日 CGG 運動（参加者:生徒･保護者･職員計119名参加）
21日 学級 PTA
22日 ２学期終業式
１月６日 ３学期始業式
10日 新人大会推戴式（ラグビー・サッカー競技）
第３回Ｇ１書き初め大会
29日 第56回情報処理検定合格者数
ビジネス情報部門1級:4名、ビジネス情報部門2級:50名、ビジネス情報部門3級:74名
27日 第40回沖縄県高等学校写真コンテスト(佳作)
諸喜田美月(2-3)[次年度九州大会派遣]
30日 スポーツ･健康コース送別駅伝（名護21世紀の森→本校）
3年生激励そば会（3年生）
31日 卒業献血
２月３日 3年生送別球技大会・予餞会
５日 第42回沖縄県ソロコンテスト 金賞 田場愛梨(2-3)
６日 G １勉強会(～7日)
18日 第16回マーチングステージ全国大会 優秀賞
（会場:神奈川県民ホール～19日)
３月１日 第34回卒業式 （卒業生 男子･･･154名
女子･･･72名
合計･･･226名 )
平成２９（２０１７）年度
４月１日 照屋 勝事務長 他職員18名着任
７日 第37回入学式（男子164名、女子76名、合計240名）
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26日
28日
29日
５月２日
13日
26日
27日
28日

６月３日
５日
17日
17日
21日
22日
22日
７月６日
６日
６日
11日
14日
18日
20日
21日
24日
31日
８月４日
７日
８日
８日
13日
29日
９月１日
１日
９日
９日
16日
17日

23日
10月６日
18日
19日
21日

第64回沖縄県高校野球春季大会（ベスト８）
遠足:1・2・3年（サンセットビーチ）
第31回海洋博公園マーチングフェスティバル
4部門金賞
【吹奏楽部】
新入生歓迎球技大会
ＰＴＡ総会 授業参観
高校総体推戴式
県高校総体総合開会式（～31日）
県総体【アーチェリー競技】
団体・男子優勝 女子優勝
個人・70mラウンド女子：優勝 兼島恵美(3-5) 2位 上江洲風歌(2-6) 3位 大川こころ(2-3)
男子：優勝 又吉ムサシ(2-3) 2位 呉屋廉太(3-3) 3位 嘉手苅 愛(3-3)
30mラウンド女子：優勝 知念日和(1-3) 2位 岸本藍李(1-3) 3位 多和田春葉(1-3)
30mラウンド男子：優勝 大城光志(1-6) 2位 平良那生(1-4) 3位 末吉悠純(1-4)
県総体【水泳競技】
個人・バタフライ100M 優勝 德田麗羅(1-4)
県総体【サッカー競技】
団体・男子準優勝 対那覇西高校（2－2、3 PK 4）
生徒総会・野球部推戴式
九州総体【アーチェリー競技】
男子：6位 又吉ムサシ(2-3) 呉屋廉太(3-3) 比嘉竜慎(2-1) 伊佐慈竜(2-6)
女子：6位 兼島恵美(3-5) 上江洲風歌(2-6) 大川こころ(2-3) 上江洲莉穂(2-3)
九州総体【サッカー競技】
1回戦： VS 東海大学附属熊本星翔高校 (０対１)1回戦敗退
6.23慰霊の日に向けての平和教育映画鑑賞
第36期生徒会役員選挙
会長:照喜名拓斗(2-6)、副会長:宇良宗也(2-5)、野村尚子(2-3)
第58回 ビジネス文書実務検定合格
速度部門 １級：大城大輝(2-1) 、文章部門 １級：宮里玲奈(3-1)
性教育講演会 講師 桑江喜代子（母子未来センター助産師）
第1回学校保健委員会
平成29年度第1回漢字検定合格者 2級：1名、準2級：3名
インターシップ 2年生(～13日）
校内弁論大会 最優秀賞
喜屋武愛紗(3-1)：「 夢 」
第1回学校評議員会
学級 PTA
1学期終業式
グローバルリーダー育成海外短期研修（アメリカ高等教育体験研修）
ミッチェル マシュウ大希(2-6) 派遣期間：7/24～8/14 モンタナ州
第41回全国高文祭 ｢みやぎ総文2017｣
パレード部門 文化連盟賞 マーチング部出場（沖縄県代表）【吹奏楽部】
第41回全国高文祭 ｢みやぎ総文2017｣
写真部門
富永美海 (3-3) 出場（沖縄県代表）
高校生のための素粒子サイエンスキャンプ（奈良県）
久高千乃 (1-3) 派遣期間：8/7～10
平成29年度沖縄県高等学校文化連盟主催（撮影大会）
写真部門 優良賞 山口未紗(3-3)、佳作 諸喜田美月(3-3)
第27回沖縄県高等学校野外スケッチ大会
優良賞 外間伊奈美 (1-3)
第21回高校生ボランテイア活動『肝清祭』参加期間 8/13～15
嘉陽涼夏(1-3) 外間伊奈美(1-3) 比嘉珠稀(1-3) 石川真生(1-5)
２学期始業式
防火訓練（全校生徒及び職員）
第2回基礎力診断テスト
第36回沖縄県マーチングフェスティバル 優秀賞 【吹奏楽部】
ガクアルフェスタ2017 （主催：（株）ガクアル）
審査員特別賞 りんく 【軽音楽部】
PTA 美化作業 （参加者：生徒100名、保護者17名、職員14名 計131名）
新人体育大会アーチェリー競技（先行競技）
団体・男子優勝 女子優勝
個人・70m：男子 1位 比嘉竜慎(2-1) 2位 呉屋拓実(2-6) 3位 又吉ムサシ(2-3)
女子 1位 上江洲風歌(2-6) 3位 大川こころ(2-3)
30m：男子 1位 平良那生(1-4) 2位 西里カイルスコット(1-3) 3位 末吉悠純(1-4)
女子 1位 多和田春葉(1-3) 3位 岸本藍李(1-3)
第7回舞台祭（～24日）
テーマ｢空前絶後のー萌える努濤の舞台祭♪ 心をひとつに イ"ェ～イ!!!!｣
テーマソング：｢ STORIES －新たな物語｣ 作詞：大城慶宗(3-6)、作曲：萩 蘭斗(3-5)
第41回沖縄県高等学校文化祭（～7日）
写真部門 優秀賞 屋嘉比安珠(1-3)［次年度全国高文祭県代表決定］
薬物乱用防止教育講演会
演題「自分が変われば世界が変わる ～自分を変える人生教室～」講師：いだ 忠臣氏
宜野湾高校学校説明会 （参加校：27校、生徒数223名)
第7回沖縄県科学グランプリ出場
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23日 平成29年度九州高校新人体育大会【アーチェリー競技】
個人・30m：男子 1位 西里カイルスコット(1-3)、2位 平良那生(1-4)
29日 第30回 マーチングインオキナワ2017 金賞 【吹奏楽部】
31日 第65回全琉小･中･高図画作文書道コンクール
創作文部門 優秀賞 新垣友芽子(2-5)、佳作 2名
書道部門
優良賞 宮城雛梨(1-3)、國吉楓乃(1-6)、佳作 10名
11月１日 県新体【ボクシング競技】団体・3位、個人・フライ級 優勝 比嘉政太(1-2)
５日 英語検定 2級：中山愛実(3-3)、準2級：新城美友(2-3)、長堂萌乃(2-3)、蒔本麗奈(2-1)
７日 防災訓練「若き津波防災大使『世界津波の日』高校生島サミットＩＮ沖縄」
合同避難訓練 （25ヶ国、生徒等174名）
７日 平成29年度第2回漢字検定合格者 準2級：1名
10日 第37回沖縄県技能競技会 写真部門 審査委員特別賞 河井姫乃(3-3)
11日 第96回 全国高校サッカー選手権大会 沖縄県大会
優勝（19年ぶり3回目）：対浦添高校(2－0)
14日 インターシップ職場体験1年生（～16日）
19日 第5回沖縄県パレードコンテスト 金賞 高文連会長賞 【吹奏楽部】
26日 全国経理教育協会主催簿記能力検定試験 3級合格者16名
12月５日 芸術鑑賞 演劇｢真夏の夜の夢｣
８日 第41回沖縄県高等学校総合文化祭音楽マーチング部門 金賞【吹奏楽部】
14日 第2回学校保健委員会
15日 人権・性（エイズ）講演会
講師 末吉重人
演題「いじめをなくするために－高校生のための人権教室－」
16日 第1回全九州高等学校総合文化祭沖縄大会(～17日)
放送部門：朗読部門 優良賞 友利さくら(2-2)［次年度全国高文祭沖縄県代表］
17日 平成29年度ＣＧＧ運動（地域清掃活動）総勢約160名
19日 第2回学校評議員会
20日 平成29年度 家族や地域の大切さに関する作品コンクール【内閣府主催】
手紙･メール部門 最優秀賞 知念 駿(3-2)
21日 平成29年度グローバル･リーダー育成海外短期研修事業「中国教育交流研習」
野村尚子(2-3) 派遣期間：3/3～16(13泊14日）、上海市
23日 第21回ヨロン･おきなわ音楽交流祭【吹奏楽部】
25日 2学期終業式
26日 沖縄県高等学校ボクシング選手権大会
フライ級優勝：比嘉政太 (1-2)、バンタム級3位：仲里早史(3-4)
27日 第23回スーパーマーチング 優良賞優秀団体賞 【吹奏楽部】
30日 第96回全国高校サッカー選手権大会出場(～1/8)【東京都･埼玉県】
31日
対旭川実業高校（2対4）1回戦敗退
1月９日 3学期始業式、高体連新人大会推戴式 サッカー競技
11日 第4回 G1書き初め大会
11日 第58回情報処理検定合格者数 ビジネス情報部門 2級：44名、3級：65名
13日 大学センター試験(13,14日琉大他)
20日 第39回よみうり写真大賞
高校生部門 二席 諸喜田美月(3-3)
21日 全九州高等学校新人ボクシング競技大会
フライ級3位：比嘉政太(1-2)
21日 第1回高校･中学校軽音楽系クラブコンテスト（沖縄グランプリ大会）準グランプリ
22日 第3回学校保健委員会
26日 沖縄県高等学校文化連盟 活動賞 知念 駿(3-2)
26日 平和教育フイールドワーク(場所：北部、生徒19名、引率教諭3名）
29日 第37回全国高校生読書体験記コンクール 公益財団法人一ツ橋文芸教育振興会
入選 奥間怜司(2-3) 「新たな一歩を踏み出して」
30日 スポーツ･健康コース送別駅伝（本校⇒辺戸岬⇒本校）[～31日]
31日 3年生激励そば会(PTA 主催)
２月１日 沖縄県児童生徒等表彰 教育・文化活動部門 知念 駿(3-2)
２日 3年生送別球技大会・予餞会
５日 3年生卒業献血
17日 第17回マーチングステージ全国大会（会場：オリンパスホール八王子）
21日 修学旅行3泊4日(東京･千葉県) (参加者：123名)
３月１日 第35回卒業式 (卒業生：男子･･･140名、女子･･･89名 合計229名 ）
平成３０（２０１８）年度
４月２日 津留一郎校長 他職員24名着任
９日 第38回入学式（男子144名、女子96名、合計240名）･･･新入生から新制服
13日 第１回基礎学力テスト／対面式・部紹介
18日 新体力テスト
20日 体験学習（遠足）（北谷サンセットビーチ）
21日 【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部】第96回 あしなが学生街頭募金（4/22・4/28・4/29）
26日 身体測定
28日 第31回海洋博公園マーチングフェスティバル
マーチング編成の部金賞 ドラムメジャーの部金賞(3-5奥濱汐音)
4人組編成の部金賞
カラーガードの部金賞
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５月２日
12日
15日
18日
25日

26日
29日
６月３日
４日
11日
14日
17日
19日
27日
７月２日
６日
10日
13日
17日
17日
19日
20日
21日
23日
30日
８月１日
３日
４日
５日
５日
６日
７日
７日

18日
28日
31日
９月１日

新入生歓迎球技大会
授業参観・講演会・ＰＴＡ総会
中間テスト（～16日）
三者面談（～6/1）
県高校総体推戴式、総合開会式（大会～6/3）
【水泳競技】個人の部 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100ｍ7位・200ｍ4位 (2-4 徳田麗羅）
【ｱｰﾁｪﾘｰ競技】男子団体優勝 （3-2比嘉竜慎・2-3西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ・2-4平良那生）
女子団体優勝 （3-6上江洲風歌・2-3多和田春葉・2-3知念日和）
個人：30Ｗ 女子：優勝(2-3嘉陽涼夏) 2位 (1-5桃原麻希) 3位(1-4安次嶺香奈)
男子：優勝(1-3金城飛和) 2位(1-5松元麗樹)
70Ｗ 女子：3位(3-6上江洲風歌)
男子：優勝2-3(西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ) 2位(3-2比嘉竜慎)
3位(2-4平良那生)
【ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技】ピン級3位（1-5長堂龍音） フライ級2位（2-2比嘉政太）
【軽音楽部】第18回沖縄音楽市2018バンドインターハイ優勝「りんく。」
3-1山城由鈴 3-5米須美優 3-6髙良二唯菜 3-6當山和乃 3-6宮平菜乃
御園和夫先生講演会「英語の効果的な学習法と大学受験」
県高校商業実務競技大会【ワープロ競技】団体優勝
1位3-2大城大輝 6位1-2玉木涼太 7位2-3棚原菜々子 補欠3-2安里賢斗 1-2仲間柚葉
教育実習（～6/15）、生徒総会
平成30年度沖縄県雄飛プロジェクト
ハワイ州よりｱｲｿｯﾄ・ｲｶｲｶ君6/11,15,21,22本校にて受入（ホスト3-6古謝宙武君）
野球部推戴式、生徒会役員選挙（会長：仲里利阿、副会長：外間伊奈美）
第136回珠算・電卓検定合格
2級3名(3-1新垣琉歌、3-2當眞純菜 3級27名(3年27名）
平和講演会（→特設ＬＨＲ）
期末テスト（～6/29)
平和学習会（お笑い米軍基地）→台風7号10/16延期
第1回英検 準２級８名 ３級３名
性教育講演会
校内弁論大会
第１回学校評議員会
リーダー研修（名護青年の家）(～7/17)
交通安全講話、学級ＰＴＡ
１学期終業式 （前期講座7/23月～8/1水、後期講座8/13月～8/21火）
平成30年度九州高等学校体育科・ｺｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会（熊本県立大津高校）(～7/22)
男子バスケット2位、女子バスケット出場
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部】第36回 はごろもチャレンジ隊(～7/27)
平成30年度献血運動推進功労者県知事感謝状贈呈団体表彰式(H23年度より卒業献血継続実施）
平成30年度全国高校総体ｱｰﾁｪﾘｰ競技大会（岐阜県高山市）（～8/4)
男子団体：3-1 比嘉竜慎 2-3西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ 2-4平良那生 (ﾏﾈｰｼﾞｬｰ)2-6大城光志
女子団体：3-6 上江洲風歌 2-3多和田春葉・知念日和 (ﾏﾈｰｼﾞｬｰ)1-4安次嶺香奈
第65回全国高等学校ﾜｰﾌﾟﾛ競技大会出場（東京都・高千穂大学）（～8/4)
3-2 大城大輝・安里賢斗 2-3 棚原菜々子 1-2玉木涼太・仲間柚葉
第7回ご当地！絶品！うまいもん甲子園沖縄大会優勝（カエルぴあなは）
3-3新城美友・宇良梨々花・木下夏葵
第2回高校・中学校軽音楽系クラブコンテスト"We are sneaker Ages 沖縄"
（コザミューッジタウン音市場） 優秀校賞・ベストサポーター賞
第1回沖縄空手国際大会 3-6宮城太陽 銅賞（上地流系少年男子型）（～8/7)
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部】宜野湾市民図書館夏休み学習支援ボランティア(8/13・8/20・8/27)
平成30年度全国高等学校体育科・ｺｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会（男子バスケット出場）（～8/10)
県外講師招聘職員研修
【第42回全国高等学校総合文化祭】
8/7-8/10 写真部門（長野県安曇野市）出場 2-3屋嘉比安珠
8/6-8/10 パレード部門・マーチングバンド部門（長野県松本市）文化連盟賞
3-2當間萌,比嘉彩楓,3-5伊佐七海,奥濱汐音,仲里めぐみ1-6外間虹,比嘉さやか
8/8-8/11 放送部門（長野県岡谷市）朗読 文化連盟賞 3-1 友利さくら
高校生まちづくりコンテスト 優秀賞 主催：(公財)宜野湾青年会議所
・銀のプリティマイケルキープ 1-3 河合樹・崎原銀吏・眞榮城稜・宮平保
・はごろも隊 2-3 嘉陽涼夏・岸本藍李・仲宗根梨未・外間伊奈美
２学期始業式
第２回基礎学力テスト

第1回 PDA 即興型ディベート沖縄県交流大会参加（那覇高校）(~9/2)
1-2金城稜馬 1-5井戸真琴 1-6諸見圭音 3-6ﾐｯﾁｪﾙ･ﾏｼｭｳ大希

２日 県高校新人水泳大会（～9/3) 女子50m 背泳ぎ2位 2-4 徳田麗羅
２日 第47回沖縄県高等学校音楽コンテスト 独唱の部 金賞 3-6宮城太陽
７日 野球部秋季大会推戴式
９日 平成30年度県高校ｱｰﾁｪﾘｰ新人大会（本校）
男子団体優勝：2-3西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ 2-4平良那生 2-6大城光志
女子団体優勝：2-3多和田春葉・知念日和 1-4安次嶺香奈
70m 個人男子 1位2-3西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ 2位2-4平良那生 3位2-6大城光志
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22日
27日
29日
10月６日
７日
９日
11日
12日

17日
18日
18日
18日
19日

20日
21日
21日
21日
25日

25日
27日
11月２日
２日
４日
６日
９日
11日
11日
13日
14日
18日
21日
21日
22日
25日

12月１日
１日
５日
６日
６日
７日
11日
12日
15日
16日
16日
17日
18日
19日

個人女子 2位2-3多和田春葉 3位2-3知念日和
30m 個人男子 1位1-4新里優人 2位1-5當山夢希 3位1-5松元麗樹
第１３回学園祭（～9/23）
１年生進路講演会
第80回末弘杯全九州高校選手権新人水泳競技大会(熊本市)･･･台風不参加
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部】第27回沖縄県ゆうあいスポーツ大会(⇒台風25号接近中止)
第68回沖縄県高等学校野球秋季大会 野球部ベスト8
第53回県高校ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会（八重瀬町体育館）男子ハンドボール部ベスト8
中間テスト（～12日）
全沖縄高校英語ディベート大会（教育ｾﾝﾀｰ）
1回戦突破 2回戦で優勝の那覇国際Ａに敗退
1-2金城稜馬 1-5井戸真琴 2-5仲村風花 2-6大見謝莉奈･長浜花林
3-6ﾐｯﾁｪﾙ･ﾏｼｭｳ大希
薬物乱用防止講演会
２年生進路講話・進路説明会
第97回全国高校サッカー選手権沖縄大会（～11/11) サッカー部ベスト8
県高文祭（～10/21)
平成30年度第36回九州高校ｱｰﾁｪﾘｰ新人大会（長崎県諫早市）（～10/22)
男子団体：2-3西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ 2-4平良那生 2-6大城光志 1-4新里優人
1-5當山夢希･松元麗樹 (ﾏﾈｰｼﾞｬｰ) 1-4伊志嶺大翔 1-6上間虎彪
女子団体：2-3多和田春葉・知念日和
県高校新人大会柔道競技(沖縄市武道館)男子個人81kg 級3位 2-4天久貴裕
中学校英語スペリングバトル 司会2-3仲宗根梨未
JENESYS 2018日本青少年訪韓団参加（韓国）(~10/27)
3-3長堂萌乃 3-5松田莉子 3-6下地未夢 2-6城間愛樹 1-3桃原花女
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部】第97回あしなが学生街頭募金
第35回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト沖縄大会（具志川商業高校）
レシテーションの部 2-3上間未莉 2-6國吉楓乃
スピーチの部 2-3仲宗根梨未・比嘉珠稀
両部門で最優秀賞(各1名)→全国大会(来年1月)派遣
県高校新人大会選手推戴式
県高校新人大会ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技（沖水高）（～10/31)
2-2比嘉政太 フライ級優勝
1-5長堂龍音 ピン級3位
第64回沖縄県高等学校駅伝競走大会（今帰仁村）男子出場
第7回ご当地！絶品！うまいもん甲子園全国大会特別賞(東京都浅草・丸の内)(~11/4)
3-3新城美友・宇良梨々花・木下夏葵
グローバル･リーダー育成海外短期派遣事業（～11/9)
「沖縄県高校生文化国際交流プログラム｣美術工芸部門参加（台湾）2-3 外間伊奈美
地震津波避難訓練（学校防災システム導入校）
第2回英検 準２級４名 ３級１名
第137回珠算・電卓検定試験
1級(普通計算)1名 3級(普通計算)1名 3級(普通計算・ﾋﾞｼﾞﾈｽ計算)33名
マーチング in 沖縄2018（沖縄コンベンションセンター）金賞
１年生インターンシップ(～11/15)
(表彰式：校長室）第7回全国古民家ﾌｫﾄ甲子園(応募期間4/2-8/31) 中高生部門銅賞2-3宮城怜奈
第6回沖縄県パレードコンテスト（国際通り）金賞・高文連ﾏｰﾁﾝｸﾞ専門部長賞
３年生情報処理コース教育センター実習
(表彰式：校長室）税に関する作文高校生の部 沖縄税務署署長賞 3-5城間萌
期末テスト(～11/27)
第61回ビジネス文書実務検定試験（合格率96％）
1級 両部門7名 速度部門4名 文書部門2名
2級
86名
3名
24名
3級
77名
4名
3名
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部】第13回浦添市児童センターフェスティバル
1-4新里優人 1-3松元麗樹 1-6上間彪聖 2-3徳嶺美咲 2-3外間伊奈美
LIVE GINOWAN 2018 ダンス同好会出場（宜野湾市立体育館）
芸術鑑賞会
第62回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表大会（西原町さわふじホール）
沖縄県高等学校長協会会長賞・クローバー賞 2-6山城未久
３年生進路決定者・未決定者集会
３年スポーツ健康コース救急法実習（12/10,12/13)
人権講話（ＬＧＢＴ）
修学旅行（２年生１５１名）(～12/15)
【ラグビー部】平成30年度沖縄県高等学校十人制ラグビーフットボール大会
3位1-2多和田真太（合同チーム）
CGG 運動
第４回全関西空手道選手権大会 優勝 2-4真境名一聡
沖縄科学技術向上事業に係る平成30年度先端研究施設研修（つくば）(~12/20) 1-3宮平保
第２回学校評議員会
２年生就職希望者オリエンテーション
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19日 沖縄県バスケットボールＵ１７・Ｕ１６強化育成選手(H30.12/19付け）
【女子バスケットボール部】1-2饒平名楓羽 1-4具志堅涼
20日 県外講師招聘職員研修
21日 軽音楽部・ダンス同好会クリスマスライブ（校内・放課後）
25日 2学期終業式
25日 第66回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール作文の部
創作文 優良賞3-6新垣友芽子
佳作 2-5玉村未羽､2-6山川竜玖･浦田雅･大湾愛紗香･城間早彩
第55回全沖縄青少年読書感想文・感想画 中部支部コンクール
感想文 優秀賞2-3外間伊奈美
26日 第32回ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメントポスターデザイン表彰
最優秀賞 3-1国仲沙那｢輝き続ける沖縄で｣
27日 第22回ヨロン・おきなわ音楽交流祭（豪雨により不参加）
１月５日 【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部】赤 い 羽 根 共 同 募 金
７日 3学期始業式
12日 【男子ハンドボール部】中部リーグ優勝（～1/13)
13日 第35回全国商業高等学校英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ大会(東京都新宿区:全商会館)
レシテーションの部 2-6國吉楓乃 出場
スピーチの部 2-3仲宗根梨未 決勝進出（12名）
15日 【家庭クラブ】うまいもん甲子園｢カメー！ウチナーの巻｣(~1/28)
県内ファミリーマート販売（3-3新城美友・宇良梨々花・木下夏葵）
16日 ３年生卒業テスト（～1/18)
19日 大学入試センター試験（２２名）(～1/20)
24日 食育講演会
26日 【ダンス同好会】平成30年度県学校ダンスフェスティバル参加（きむたかホール）
27日 【吹奏楽部】ガクアルフェスタ特別賞
28日 芸術学習発表会（芸術クラス）
29日 ３年スポーツ健康コース送別駅伝（学校⇔辺戸岬）(～1/30)
30日 卒業生激励そば（ＰＴＡ主催）
２月１日 予選会・送別球技大会
２日 【駅伝同好会】県知事杯第42回沖縄一周市郡対抗駅伝競走大会（宜野湾市代表）(~2/3)
3-2丘渓斗 2-4米須雄真 1-5東江優太郎
２日 第2回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会参加（幕張メッセ）(~2/3)
1-3平良羽津希（所属団体：Color Guard Team MINERVA）
４日 ３年生卒業献血
９日 第41回沖縄県青少年化学作品展チャレンジ実験(化学ブース:浦添市民会館)生徒14名参加
10日 ﾌﾙｺﾝﾀｸﾄ空手･WKO ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｽﾘｰﾄ杯(大阪市ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪)
2-4真境名一聡 高校男子65kg 未満級2位
10日 【駅伝同好会】おきなわマラソン 3-2岡渓斗 高校男子2位(3時間4分33秒)
11日 現代版組踊り｢鬼鷲(うにわし)琉球王尚巴志伝｣舞台出演
3-3石川鈴奈･富濱小梅 3-6伊礼門未悠 1-2福地司恩
12日 １・２年生学年末テスト(~2/14)
14日 第３回学校保健委員会
17日 【軽音楽部】第2回高校・中学校軽音楽系クラブコンテスト
We are Sneaker Ages 沖縄グランプリ大会（ミュージックタウン音市場）
ベストスマイル校賞・ベストサポーター賞受賞
17日 平成30年度高校生海外雄飛プログラム 派遣国 アメリカ（ハワイ州）(~3/4)
1-5 キムラ愛梨クリスティー
22日 沖縄科学技術向上事業･平成30年度合同宿泊学習会参加 1-3小原祥斗(~2/23)
24日 第3回英検 ２級１名 準２級７名
28日 【3年吹奏楽部】高校生新聞社賞受賞表彰

3-2當間萌,比嘉彩楓,3-5伊佐七海,奥濱汐音,仲里めぐみ3-6前底七摘
３月１日 第３６回卒業式
２日 【男子サッカー部】県ｻｯｶｰ協会強化指定選手スペイン遠征 1-4新里建人･渡口生丸(~3/11)
JENESYS2018日 ASEAN 青少年サッカー交流（残波岬ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ･読谷村陸上競技場）(~3/6)
1-6高良琴音(ｳﾞｨｸｻｰﾚ沖縄 FC ﾅﾋﾞｨｰﾀ U-18)出場
９日 【軽音楽部】G1K-ON 卒業ライブ(7th Heaven(沖縄市))
13日 第３回学校評議員会
13日 平成30年度沖縄県科学技術向上事業(春季)先端研究施設研修参加(~3/16) 1-3川満功夢
17日 第26回ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ全沖縄空手道選手権大会(那覇市民体育館)一般男子の部優勝2-4真境名一聡
18日 防火訓練
21日 【吹奏楽部】第8回定期演奏会(西原町さわふじ未来ホール)
22日 修了式・離任式
23日 【野球部】県高校野球春季大会（3/23 vs 八重山 アトムホーム宜野湾球場9:00-)
23日 【男子バスケットボール部】近畿大学招待試合参加1･2年19名（東大阪市）(~3/27)
25日 【女子バスケットボール部】第2回ハヤカワ会長杯参加1･2年9名（鹿児島市）(~3/27)
25日 【ｱｰﾁｪﾘｰ部】第37回全国高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選抜大会出場（静岡県）(~3/27) 2-4平良那生
平成３１・令和元（２０１９）年度
４月８日 第３９回入学式（就任式・始業式）
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12日
17日
23日
25日
26日
５月11日
16日
18日
25日

第１回基礎学力テスト、対面式・部紹介
体力テスト
【ボクシング部】県高校ボクシング春季大会 ﾌﾗｲ級比嘉政太(3-2)優勝 ﾋﾟﾝ級長堂龍音(2-5)2位
遠足（宜野湾トロピカルビーチ）
新入生歓迎球技大会
授業参観・講演会・ＰＴＡ総会
身体測定 三者面談（～5/28）
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ同好会】5/18-19 第98回あしなが学生街頭募金 15名参加
【軽音楽部】第3回ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾝﾀｰﾊｲ2019 グランプリ stranger(s)（大会2連覇）
天願陽聖(3-1)渡慶次乃愛(3-1)仲里悠生(3-6)池原結(2-5)伊佐颯馬(2-6)
31日 県高校総体推戴式、総合開会式
県高校総体（大会5/25～6/4）【男女総合17位 男子9位 女子27位】
【サッカー部】(5/25-6/2）決勝リーグ３位

【陸上競技】(5/25-5/29）米須雄真(3-4) 1500m７位 5000m６位（南九州大会派遣）
【アーチェリー部】（6/1-6/2）
20Mダブル 男子２位内間安哉(1-6) 女子１位宮城志帆(1-3) ２位上江洲海歌(1-6)
70Mダブル 男子１位西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ(3-3) ２位平良那生(3-4)
３位大城光志(3-6)
女子２位多和田春葉(3-3)
３位安次嶺香奈(2-4)
男子団体優勝・女子団体優勝（九州・全国派遣）
【ボクシング部】(6/1-6/4)
ピン級 長堂龍音(2-5)３位 フライ級 比嘉政太(3-2) 優勝（九州・全国派遣）
【水泳部】（6/1-6/2）
徳田麗羅(3-4) 100m背泳ぎ５位（九州派遣） 200m背泳ぎ４位（九州派遣）
海野純輝(1-4) 50m自由形４位（九州派遣） 100m自由形６位
【男子ハンドボール部】(6/1-6/4) ベスト８
【男子バスケットボール部】(6/1-6/4) ベスト８
【男子卓球部】(6/1-6/4）ベスト８
６月３日 教育実習（～6/21）、生徒総会・野球部推戴式
８日 【ワープロ部】第57回沖縄県高等学校商業実務競技大会

18日
20日
21日
26日
30日

団体 2位(ワープロ速度の部) 池村嵐央(3-6)仲間柚葉(2-1)玉木涼太(2-1)（九州派遣）
個人 2位池村嵐央(3-6)7位仲間柚葉(2-1)9位玉木涼太(2-1)（池村･仲間 九州・全国派遣）
正確賞 棚原菜々子(3-3)
平和教育特設授業
生徒会役員選挙
【アーチェリー部】 九州高校総体（6/21-6/24）
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 男子70Mダブル 西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ(3-3)ベスト8 団体男子6位 団体女子８位
生徒応援豚丼
【商業科】第62回ビジネス文書実務検定
文書部門1級 2名 速度部門1級4名 両部門 1級 4名
合計 10名
2級25名
2級3名
2級 48名
76名
3級14名
3級8名
3級 60名
82名
平和教育公演（比嘉座）
【英語科】第1回英検合格 2級3名 準2級8名 3級1名

７月２日
５日
８日 性教育講演会
12日 校内弁論大会 最優秀賞 仲村鈴夏(2-3)「知ることから始まる」
15日 【野球部】第101回沖縄県高等学校野球選手権大会 ベスト８
【男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】中北部地区高校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ1年生大会 準優勝
【ダンス部】ｶﾞｸｱﾙﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾀ2019夏高校生ﾀﾞﾝｽｺﾝﾃｽﾄ アグレ特別賞(6位/25校)
16日 薬物乱用防止講演会、リーダー研修（名護青年の家～7/17）
19日 交通安全講話、１学期終業式
20日 【男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】第2回全国高等学校体育科・ｺｰｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会九州ﾌﾞﾛｯｸ大会 優勝
【男女バドミントン部】中北部地区１年生シングルスバドミントン大会
経験者の部 浜元竜登(1-3)ベスト８
初心者の部 山内大輝(1-6)準優勝 下地透哉(1-1)ベスト４
22日 【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ同好会】7/22-7/26 第37回はごろもチャレンジ隊1名参加
23日 【ワープロ部】第60回九州地区高等学校ワープロ競技大会出場（7/23-7/24）
26日 【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ同好会】7/26-8/23 宜野湾市民図書館「夏休み学習ボランティア」3名参加
28日 【ボクシング部】全国高校総体・第73回全国高等学校ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ選手権大会(7/28～8/3）
比嘉政太(3-2) フライ級 ベスト８
【国語科】山之口漠顕彰第17回神のバトン賞表彰式 佳作 當眞海音(3-3)
８月１日 【男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】第2回全国高等学校体育科・ｺｰｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会(8/1-8/2) ３位
【家庭ｸﾗﾌﾞ】第67回全国高等学校課程ｸﾗﾌﾞ研究発表大会参加(8/1-8/2）山城未久(3-5)
２日 【数学科】数学検定 準2級1次(計算技能)合格1名 2次(数理技能)合格1名 合格(両方)５名
６日 【アーチェリー部】全国高校総体・第52回全国高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会（8/6-8/10）
団体男子・団体女子出場
男子70Mダブル 西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ(3-3) 平良那生(3-4) 大城光志(3-6)出場
女子70Mダブル 多和田春葉(3-3) 安次嶺香奈(2-4)出場
【ワープロ部】第66回全国高等学校ワープロ競技大会出場（8/6-8/7）
10日 【サッカー部】国民体育大会九州ﾌﾞﾛｯｸ大会(8/10-8/12) 伊礼優大(1-6)出場
【ボクシング部】国民体育大会九州ﾌﾞﾛｯｸ大会フライ級出場 比嘉政太(3-2)
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16日
17日
21日
23日
24日
27日
29日
９月４日
７日

【美術部】2019年度第29回沖縄県高等学校野外スケッチ大会 優秀賞 外間伊奈美(3-3)
【フットサル同好会】県高校生フェスティバル 優勝
【理科】沖縄科学技術向上事業先端研究施設研修派遣(8/21-8/23JAXA等) 1-3金城磨弥
【男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】国民体育大会九州ﾌﾞﾛｯｸ大会(8/23-8/25) 準優勝(茨城国体参加)
徳山瑠夏(1-5) 屋宜宣輝(1-4) 糸村昌翔(1-4)出場
【アーチェリー部】 国民体育大会九州ﾌﾞﾛｯｸ大会(8/24-25)
西里ｶｲﾙｽｺｯﾄ(3-3) 平良那生(3-4) 大城光志(3-6) 安次嶺香奈(2-4)出場
２学期始業式
第２回基礎学力テスト
防火訓練
【アーチェリー部】 県高校新人大会(9/7-9/8)
30mダブル男子優勝 川満拓海(1-2)2位内間安哉(1-6)3位宮城大樹(1-5)
女子優勝 木谷楓(1-6) 3位宮城志帆(1-3)
70mダブル団体 男子優勝 女子2位
男子優勝松元麗樹(2-6)2位新里優人(2-4)3位當山夢希(2-5)4位玉城由莉(2-6)5位上間彪聖(2-6)
女子2位安次嶺香奈(2-4)

13日 【男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】全沖縄高校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ベスト8
14日 PTA美化作業
【ハンドボール部】県高校ハンドボール選手権大会 ベスト8
【ワープロ部】県高校商業実務新人大会
団体2位 個人6位 仲間柚葉(2-1) 7位島袋真生(1-1) 16位高江洲美龍(2-1)
20日 【陸上競技部】県高校新人大会(9/20-9/22)
嶋田健人(1-1)1,500(5位)5,000ｍ(6位) 加治工博恵(1-4)1,500ｍ(10位)800m(9位)
東江優太郎(2-5)5,000ｍ(11位) 比嘉晃也(3-4)1,500mOP(2位)
23日 第１３回体育祭 テーマ「燃えあがれ!!! 体育祭 輝けときめけ アオハル!!」
【男子テニス部】県高校新人大会 団体Ｂブロック優勝
28日 【野球部】第69回沖縄県高等学校野球秋季大会 ベスト8
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ同好会】9/28 第28回県ゆうあいスポーツ大会 5名参加
29日 PTA研修「浮いて待て」(着衣泳法実習）
10月２日 学校説明会
13日 PTA宿泊研修(～10/14)
19日 【アーチェリー部】九州高校新人大会出場(10/19-10/20)
24日 県高校新人大会選手推戴式
26日 【男女バドミントン部】県高校新人大会 男子団体ﾍﾞｽﾄ16 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾍﾞｽﾄ16
【軽音楽部】 第2回ｶﾞｸｱﾙFESTA高文連軽音楽コンテスト
準優勝･観客賞(2020全国高等学校軽音楽コンテスト出場)
【サッカー部】第98回 全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会 ベスト８
11月１日 【駅伝部】男子第67回県高校総体駅伝競走大会 5位
【ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ部】県高校新人大会(11/1-11/4)
団体2位 ﾋﾟﾝ級長堂龍音(2-5)１位 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級大城優也(1-4)2位 ﾗｲﾄ級棚原聖(1-1)3位
２日 【男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】県高校新人大会 ベスト8
【女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】県高校新人大会 ベスト16
６日 １年生インターンシップ(～11/8)
７日 【国語科】第67回全琉小中高図画･作文･書道コンクール
作文：韻文の部 高3 最優秀賞 外間伊奈美(3-3) 優秀賞 武島充志(3-5)
優良賞 松本龍一郎(3-3) 仲里利阿(3-3)
高2 優良賞 仲地瑚南(2-6) 多和田勇希(2-6)
創作文の部 高3 優良賞 大湾愛紗香(3-5)
13日 【生徒会】11/13-15 首里城再建・台風19号支援募金活動 \46.070
14日 ２年スポーツ健康コースキャンプ実習(～11/15)
学習支援ボランティア(眞喜志中学校）(～11/20)
17日 創立40周年記念事業実行委員会設立総会
24日 【商業科】第196回経理教育協会主催簿記能力検定 合格者19名(合格率82.6%/全国69.5%)
1級両部門1名 2級両部門9名 速度部門1名 3級両部門3名 速度部門2名 文書部門1名
12月３日 ３年情報処理コース教育センター実習
４日 【国語科】おきなわ文学賞 詩部門佳作 山城優大(3-5) 俳句部門佳作 大屋一哉(3-3)
芸術鑑賞会
６日 ３年スポーツ健康コース救急法実習(12/9,12/12)
８日 【ﾗｸﾞﾋﾞｰ部】第7回県高等学校10人制ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 合同ﾁｰﾑ3位(宜野湾･浦添･中商･首里)
14日 CGG運動
15日 【生徒会】第４３回全国育樹祭式典行事（コンベンションセンター）
16日 地震津波避難訓練
17日 修学旅行（２年生１３０名参加）
18日 香港中学生受け入れ交流授業
25日 終業式
27日 【吹奏楽部】第23回ヨロン・おきなわ音楽交流祭参加(～12/28)
１月６日 始業式
８日 ３年生卒業テスト(～1/10)
18日 大学入試センター試験(～1/19)
19日 第62回情報処理検定試験 ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報部門 2級25名 3級96名
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24日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
２月１日
３日
４日
３月１日
４日
５日
11日
12日
24日

第３回ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｽﾘｰﾄｶｯﾌﾟ決勝大会(ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪)2位 眞境名一聡(3-4)
人権講話「ネットいじめやトラブルから人権を考える」(高宮城修氏)
男子第27回県高校新人駅伝競走大会(今帰仁村)5位 1区3位嶋田健人(1-1) 2区3位西優輝(2-4)
【女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部】KBC学園杯第68回全沖縄高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ冬季選手権大会ベスト16
芸術学習発表会
３年スポーツ健康コース送別駅伝(～1/29)
PTA卒業生激励そば
送別球技大会・予餞会
県高等学校新人体育大会ｻｯｶｰ競技 3位
宜野湾市生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020(～2/2)舞台司会1-2澤岻星南,ﾀﾞﾝｽ部･軽音楽部･家庭ｸﾗﾌﾞ参加
３年生卒業献血
３年ワックス作業
第３７回卒業式 (卒業生：男子163名、女子73名 合計236名 ）
令和2年度高校入試（1日目）
※新型コロナウイルス対策による臨時休業(3/4-3/16)
令和2年度高校入試（2日目）
令和2年度高校入試合格発表
第3回学校評議員会
修了式・離任式・退任式（退職：又吉忠、渡久地正博、溝淵忍。宮城敏也教頭含む15名転勤）

令和２（２０２０）年度
４月１日 着任 教頭 知花史尚 他職員21名
６日 新型コロナウイルス(COVID19)感染症拡大防止対策のため一斉臨時休校通知
14日 一斉臨時休校延長通知 （～５月６日迄）
29日 一斉臨時休校再延長通知（～２週間程度）
５月11日 登校日 新型コロナウイルス(COVID19)感染症拡大防止対策のため、１日１クラス体育館に
て実施(～15日)
21日 第40回入学式 男子139名 女子98名 計237名
22日 一学期始業式（午前：３年生、午後：２年生）
25日 新型コロナウイルス(COVID19)感染症拡大防止対策の為、段階的授業再開
６月１日 授業再開全面実施
17日 生徒応援激励会（ＰＴＡ)
７月５日 全国商業高等学校協会主催第64回ビジネス文書検定
両部門 １級 森岡千容３年、２級 上地佑斗３年、玉城翔３年、仲地湖南３年
３級 10名
速度部門 １級 澤岻星南３年、３級１名
18日 沖縄県高等学校総合体育大会
【水泳競技(～19日)】 自由形50m ６位/自由形100m ５位 海野純輝２年
【サッカー競技(～23日)】 準優勝
第71回沖縄陸上競技選手権 少年 B100m ４位 座間味俊樹１年、
3000m 優勝 當山武蔵１年、６位 嶺井政親１年
23日 沖縄県高等学校総合体育大会
【陸上競技(～24日)】 男子：100m ６位 座間味俊樹１年、800m ２位 當山武蔵１年、６位
加治工博恵２年、1500m/5000m ４位 嶋田健人２年、1500m ６
位 西優輝３年、計６種目６名が６位入賞
【バスケットボール競技】 男子：ベスト８
【卓球競技】 男子：団体 ベスト８
25日 沖縄県高等学校総合体育大会
【アーチェリー競技(～26日)】
男子：団体優勝、個人70ｍ１位 嘉味田朝成２年、２位 内間安哉２年、３位 松元麗樹３年
女子：団体準優勝、個人70m ２位 木谷楓２年
個人20m １位 友寄星１年、２位 知花こはる１年
26日 第13回日本高校ダンス部選手権沖縄大会 準優勝
８月１日 新型コロナ感染拡大防止による夏季休業期間(～10日)
12日 新型コロナ感染症拡大防止の為の１・２年生休業(～23日)（１週目：家庭課題、２週目：遠
隔授業）３年生：時差登校・短縮/分散授業
第１回学校評議員会新型コロナ感染症拡大予防の為中止（資料郵送及び意見集約)
24日 新型コロナ感染症拡大防止の為、全学年時差登校/短縮授業(～28日)
28日 一学期終業式（新型コロナ感染症拡大防止対策のため校内放送）
８月31日 二学期始業式（新型コロナ感染症拡大防止対策のため校内放送）
台風９号襲来のため13:30完全下校
９月１日 台風９号のため臨時休校
18日 第47回沖縄県高等学校新人陸上競技大会選手権大会(～20日)
男子：100m ２位 座間味俊樹１年、800m ２位 加治工博恵２年、
1500m ２位/5000m ３位 嶋田健人２年、1500m １位 當山武蔵１年、
800m ４位/3000m 障害４位 花城欄斗１年、5000m ６位 嶺井政親１年
19日 沖縄県高等学校新人卓球選手権大会(～20日) 男子団体 準優勝
25日 全国高校総体代替全国大会アーチェリー競技（ＳＵＭＭＥＲ ＳＨＯＯＴ２０）長野大会(～
27日)個人70ｍ 嘉味田朝成２年、内間安哉２年
10月４日 ガクアルフェスタ2020夏（ダンス部） 準優勝
13日 沖縄タイムス社主催 ＭＡＳＡ ＭＡＧＩＣ学校巡回事業講演会
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15日 令和２年度全九州高等学校体育大会第38回全九州高等学校新人陸上競技大会出場(～18日)
1500m 當山武蔵１年、100m 座間味俊樹１年、800m 加治工博恵２年、1500m/5000m 嶋田健
人２年
16日 第30回沖縄県高等学校野外スケッチコンクール
優秀賞：古謝日菜２年、安次嶺香奈３年 優良賞：加藤双葉１年
23日 スポーツ健康コース発表会（ウォーターボーイズ・集団行動）
30日 沖縄県高等学校PTA連合会 令和２年度「薬物乱用防止・消費者トラブル防止」啓発ポスター
最優秀賞 加藤双葉１年
31日 沖縄県立高等学校新人体育大会(～11月2日)
【アーチェーリー競技】
男子：団体優勝、個人70m１位 内間安哉２年、２位 嘉味田朝成２年、３位 宮城大樹２年
女子：団体準優勝、個人70m３位 木谷楓２年、30m１位 宮平奈々１年、２位 知花こはる２
年
【卓球競技】 男子：団体３位、シングルス３位 比嘉心斗２年
11月６日 第68回沖縄県高校駅伝2020 男子：総合３位（九州大会出場権獲得）
防災訓練（地震・火災・津波）
第44回沖縄県高等学校総合文化祭(～7日)
軽音楽専門部/第３回ガクアルFESTA高文連軽音楽コンテスト 準優勝（令和３年度全国高等
学校軽音楽コンテスト 沖縄県代表）
写真部門 優良賞：新里美希２年
７日 ＰＴＡ美化作業
14日 沖縄県立宜野湾高等学校設立40周年記念式典・記念講演会
来賓：松川正則宜野湾市長、知念春美宜野湾市教育長、
玉城学沖縄県教育庁県立学校教育課長
記念講演：講師：知念臣吾 氏（本校卒業生/有限会社FECオフィス所属）
30日 生徒会主催：校内親睦球技大会・後夜祭（宜野湾市海浜公園野外劇場）
第68回全流小・中・高図画・作文・書道コンクール
優良賞 徳森乙葉１年、又吉瑚十音１年、大城愛加１年
12月７日 第45回沖縄県アンサンブルコンテスト 銅賞
８日 防火避難訓練
10日 第２回学校保健委員会
12月15日 第２回学校評議員会
19日 令和２年度全国高等学校アーチェリー選抜大会沖縄県予選
男子：１位 内間安哉２年 全国選抜大会静岡大会（３月）派遣決定、
２位 嘉味田朝成２年、３位 宮城大樹２年
女子：３位 木谷楓２年
全九州高等学校新人卓球選手権大会 男子団体出場
22日 第64回沖縄県家庭クラブ研究発表大会 安里優月２年 優良賞
25日 二学期終業式
１月６日 三学期始業式
27日 スポーツ健康コース送別駅伝
29日 第28回沖縄県高等学校新人駅伝大会 総合３位
激励カツカレー（ＰＴＡ)
２月４日 ３年生送別球技大会
24日 第３回学校評議員会
25日 第３回学校保健委員会
総合的な探究の時間「G1マイプロジェクトアワード）
３月１日 卒業式
情報処理コース：男子47名 女子26名、文理特進コース：男子22名 女子16名
スポーツ健康コース：男子35名 女子５名、普通コース：男子38名 女子41名 計230名
14日 第16回沖縄県マーチングバンドソロコンテスト 金賞 山城颯叶１年
24日 三学期修了式・離任式
26日 合格者オリエンテーション
令和２年度JOCジュニアオリンピックカップ・第39回全国高等学校アーチェーリー選抜大会
(静岡大会：～28日）内間安哉２年 決勝進出
31日 職員異動
退職：校長 津留一郎 金城バーニー 池宮城朗
転任：事務長 親盛香江
山川宗一郎、宇榮原滋 比嘉一史 新垣優子 土屋智子 砂川直子 宮城知恵
令和３（２０２１）年度
4月1日 着任 第17代校長 仲宗根勝 事務長 比屋根誠 他職員19名
7日 第41回入学式 男子157名 女子83名 計240名入学
25日 第37回海邦国体記念高校卓球大会 男子団体 優勝
5月9日 第72回沖縄陸上選手権大会 少年 B(中3/高1)3,000M 優勝 勝連琉句(1年)、3,000m 障害(5位)
花城欄斗(2年)、加治工博恵(3年)、やり投げ５位 比嘉大翔(3年)
18日 沖縄県高等学校総合体育大会サッカー競技大会（～23日） 準優勝 九州大会派遣
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22日 沖縄県高等学校総合体育大会卓球競技（～25日)
男子 学校対抗：３位 山城吏(1年) 前川京吾(2年)、菅原翔(3年)、仲村渠琉人(3年)、與那嶺
廉斗(3年)、比嘉心斗(3年)、島袋太希(3年)、宮城慎玄(3年)、ｼﾝｸﾞﾙｽ ５位：比嘉心斗(3
年) 九州大会派遣（新型コロナ感染症拡大のため中止）、ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ８：與那嶺廉斗(3年)
・比嘉心斗(3年)組、島袋太希(3年)・菅原翔(2年)組
女子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ８ 加藤愛紗(1年)・入米藏結(2年)組
沖縄県高等学校総合体育大会陸上競技（～25日)
嶋田健人（3年）：1500m ２位・5000m ５位、加治工博恵(3年）：800m ２位、比嘉大翔(3
年）やり投げ５位、中村太陽(2年)：5000m 競歩４位、花城欄斗(2年)：1500m ４位 九州大
会派遣
28日 アーチェーリー競技
男子：団体優勝 個人の部 70m 優勝 内間安哉(3年)、2位 嘉味田朝成(3年)、3位 宮
城大樹(3年)、20優勝 又吉祥大(1年)、2位 宮里虹之祐(1年)、3位 伊佐光ノ介(1年)
女子：団体優勝 個人の部 70m 優勝 宮平奈々(2年)、3位木谷楓(3年) 九州大会派遣9名
水泳競技 海野純輝(3年) 自由形50ｍ2位、自由形100ｍ３位 九州大会派遣
31日 バスケット競技男子 ベスト８
新型コロナ感染症感染拡大防止のため分散登校（～6月4日）
6月5日 第59回沖縄県商業実務協議大会 ワープロ速度の部 個人競技：準優勝：島袋真生(3年)（全国
大会派遣）、団体競技：準優勝：島袋真生(3年) 上原龍空(3年) 安慶名心成(2年)（九州大会
派遣）
7日 新型コロナ感染症感染拡大防止のため臨時休校（～6月20日）
19日 南九州大会熊本大会 陸上競技（～20日）比嘉大翔(3年)入賞
7月13日 第1回学校評議員会 新型コロナ感染症拡大防止のため中止（書面での意見集約）
17日 全九州高等学校体育大会アーチェリー佐賀大会（～18日)
男子：内間安哉(3年)入賞 女子団体３位
全九州高等学校体育大会第69回全九州高等学校水泳（競泳）競技鹿児島大会（～19日) 海野純
輝（3年）
21日 台風６号襲来のため、臨時休校
26日 第62回九州地区高等学校ワープロ競技大会 上原龍空(3年) 島袋真生(3年) 安慶名心成(2年)
27日 １学期終業式 第61回沖縄県吹奏楽コンクール
8月2日 令和３年度第68回全国高等学校ワープロ競技大会（～4日） 島袋真生(3年)
3日 新型コロナ感染症拡大防止のため部活動の県教育委員会より原則休止措置（～15日）
16日 新型コロナ感染症拡大防止のため部活動の県教育委員会より原則休止措置の延長（～31日）
19日 令和３年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会 高円宮賜牌第54回全国高等学校ア
ーチェリー選手権大会 男子：内間安哉(3年) 嘉味田朝成(3年) 宮城大樹(3年) 知念拓人(1
年) 女子：木谷楓(3年) 宮平奈々(2年) 友寄星(2年) 知花こはる(2年) 伊佐菜海(2年)
9月1日 新型コロナ感染症拡大防止のため、分散登校（～24日まで）
感染症対策のため、始業式は中止、自宅待機生徒も含めICT機器を活用した「学びの保障」充実
を図る。
21日 「第19回神のバトン賞」佳作 儀間朝奏(2年) 作品名「コート」
24日 令和３年度第48回沖縄県高等学校新人陸上競技対抗選手権大会
男子：総合５位 トラック３位 1,500m 優勝 花城欄斗(2年)
5,000２位 勝連琉句(1年)
5,000mW ３位 中村太陽(2年) ３名九州大会派遣 100m・200m ４位 座間味俊樹(2
年) 400m ７位 照喜名空(2年) 800m ４位 山城彗鳳(1年) 1,500m ７位 大城拓海
(1年) 5,000m ６位 花城欄斗(2年) 3,000m 障害６位 仲本永和(2年)
10月6日 2021年度第31回沖縄県高等学校野外スケッチコンクール 優良賞 加藤双葉（2年）
8日 令和３年度全九州高等学校体育大会第39回全九州高等学校新人陸上競技大会（～10日)
1,500m 花城欄斗(2年)、5,000ｍ 勝連琉句(1年)、5,000mW 中村太陽(2年)
9日 令和３年度沖縄県高等学校新人体育大会アーチェリー競技
男子：団体優勝 個人：70m2位 知念拓人(1年)、30m2位 又吉祥大(1年)、同3位 宮里虹之
祐(1年)
女子：団体優勝 個人：70m1位 宮平奈々(2年)、同2位 平田結(2年)、同3位 友寄星(2年)
30m3位 宮本海優(1年)
11日 令和３年度「私たちの文化財」図画作品部門 入選 我那覇 宗汰(3年)
14日 遠足 1学年：アラハビーチ 2･3学年：トロピカルビーチ
21日 第38回沖縄県商業高等学校英語スピーチコンテスト 準優勝 長堂莉子(3年)
23日 令和３年度第34回沖縄県高等学校商業実務他競技新人大会 ワープロ競技速度の部
団体競技準優勝 個人3位 ラベニタス ジェイミー（2年)、安慶名心成(2年)、田場麻里(1年)
24日 第32回伊藤園お～いお茶新俳句大賞 都道府県賞 新城妃美(3年)、佳作 伊芸凜(3年)、與那
嶺廉斗(3年)、宮里真依(2年)
29日 令和３年度第38回九州高等学校アーチェリー新人大会（宮崎大会）（～31日）
女子 団体：優勝 70m 2位 宮平奈々(2年)、4位 平田結(2年)
知念拓人(1年)、又吉祥大(1年)、宮里虹之祐(1年)、宮本海優(1年) 、友寄星(2年)、知花こは
る(2年)、伊佐菜海(2年)
30日 第45回沖縄県高等学校総合文化祭軽音楽部門/第4回ガクアル FESTA 高文連軽音楽コンテスト2
日目（～31日) 個別バンドの部 準優勝 比嘉茶亜裟(2年)、安慶名心成(2年)、知念希績(2
年)、友寄凪汰(2年)
11月1日 令和３年度沖縄県高等学校新人体育大会卓球競技(～3日)
女子学校対抗ベスト8、女子ダブルス 3位 加藤愛紗(1年)、入米藏結(2年)
女子ダブルス ベスト8 比屋根琴羽(1年) 伊波葉月(2年)
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5日 令和３年度第69回沖縄県高等学校駅伝大会 男子 3位 大城拓海（1年）、勝連琉句(1年）、
丹羽優陽(1年)、仲本永和（2年）、當山武蔵（2年）、照喜名空（2年）、花城欄斗(2年)、嶺井
政親(2年)、嶋田健人(3年)、加治工博恵(3年)
11日 令和３年度 税に関する高校生の作文 沖縄税務署長賞 「税を納めたその先に」長浜日菜多(1
年)
13日 第100回全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会 準優勝
14日 ガクアルFESTA2021夏 ダンス 準優勝
15日 沖縄県復帰50周年記念事業案選考会 優秀賞 兼久真瞬仁(1年)、高安美羽(1年)、仲里吏梨花
(1年)、外間理野子(1年)
19日 令和３年度全九州高等学校体育大会第74回全九州高等学校駅伝競走大会出場
大城拓海（1年）、勝連琉句(1年）、丹羽優陽(1年)、伊禮徳赴(1年)、仲本永和（2年）、當山
武蔵（2年）、照喜名空（2年）、花城欄斗(2年)、嶺井政親(2年)、嶋田健人(3年)、加治工博恵
(3年)
24日 第17期おきなわ文学賞 一般文芸部門 短歌部門 佳作 宮里真依（2年）
12月11日 沖縄ふるさとづくり写真コンクール 金良瑞希(1年)入選
12日 第46回沖縄県アンサンブルコンテスト 打楽器七重奏 銀賞
24日 令和３年度グローバル・リーダー育成海外短期研修事業「沖縄県高校生海外雄飛プログラム」
二次選考 具志堅杏衣(2年)
1月5日 新校舎改築第二期工事着工
6日 3学期始業式
7日 新型コロナ感染症対策のため分散登校開始(～31日)
14日 令和3年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 佳作 上原 龍空(3年)
22日 SDGs OKINAWA グランプリ2021【つくってたべようもぐもぐプロジェクト】特別賞 仲里吏梨花
(1年)、高安美羽(1年)、田里美空(1年)、具志堅れいあ(1年)、宮城妃春(1年)
2月1日 新型コロナ感染症対策のため短縮授業（～18日）
9日 送別球技大会（３年生）
14日 ３学年進学・就職準備期間（～28日）
20日 小橋川寛杯争奪高校生バスケットボール大会 男子３位
21日 令和3年度明るい選挙啓発標語コンクール 優秀賞 下地飛翼(3年)
23日 男子沖縄県高等学校クロスカントリーリレー大会(新人駅伝代替大会) 男子２位、女子(優勝)
合同チーム
24日 第3回学校保健員会（書面協議）
25日 第3回学校評議員会（書面協議）
26日 『第３回万葉の里・あなたを想う恋のうた』短歌コンクール 秀逸賞 宮里真依(2年)
学校奨励賞
第58回全沖縄青少年読書感想文感想がコンクール 感想画自由の部 優良 大田結愛(2年)
平安山楓日(2年) 佳作6名
3月1日 卒業式
情報処理コース：男子50名 女子25名、文理特進コース：男子22名 女子17名
スポーツ健康コース：男子37名 女子1名、普通コース：男子42名 女子37名 計231名
全国高校生 MY PROJECT AWARD 2021地域 Summit 地域特別賞受賞
【つくってたべようもぐもぐプロジェクト】宮城妃春（1年）、仲里吏梨花（1年）、高安美羽
（1年）具志堅れいあ（1年）、田里美空（1年）
【B 品を活用して農家さんとパパを助けたい！】具志堅杏衣(2年)、安慶名心成(2年)
6日 日本マーチングバンド協会沖縄支部主催 第17回沖縄県マーチングバンドソロコンテスト
木管楽器部門 銀賞 宮城妃春（1年）、打楽器部門 金賞 山城颯叶（2年）
8日 第19回全日本年賀状大賞コンクールことば部門 奨励賞 加藤双葉(2年)
15日 IT まつり２０２２キャッチフレーズ最優秀賞 長浜成瀬(2年)
18日 修学旅行代替行事（2学年）”沖縄の中心地 那覇のまちぐわぁ探究プロジェクト”
19日 令和3年度 第23回九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会 3位 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 準優勝(～21日)
22日 1・2年年球技大会
24日 修了式・離任式
退職：伊志嶺朝司 新里泰司 比嘉弘美 伊波直美
転任：教頭 知花史尚
末吉麻実 仲松周作 親富祖浩二 伊禮繁之
26日 JOC ジュニアオリンピック第40回全国高等学校アーチェーリー選抜大会静岡大会(～27日)
女子個人５位 平田結(2年)、知念拓人(1年)出場
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