
４ 本校のあゆみ 
 

1946年(昭和21年) 

1.24  開校式挙行 田井等高等学校と称す 

7.31  第1回卒業式を挙行   10.21 羽地､今帰仁､本部各分教場を統合 

10.22  上級(3･4年)を元三中校舎に移転 以後､元三中校舎を第一教場､元三高女校舎を第二教場と称す 

1947年(昭和22年) 

2.    校歌制定  3.27 第2回卒業式挙行  5.31 辺土名分校分離独立 

1948年(昭和23年) 

3.26  第3回卒業式挙行  7.21 北山高校分離独立  8. 3 名護高等学校に改称 

1950年(昭和25年) 

4. 1  6･3･3制により新制高等学校となる 

1951年(昭和26年) 

1.28  本校創立5周年式典並に校舎修築落成式典挙行  4. 生徒会発足  9. 学校図書館開館 

1956年(昭和31年) 

1.21  三中健児の塔除纂式並に慰霊祭挙行  1.22 本校10周年記念式典挙行 

1957年(昭和32年) 

4. 1  伊是名､伊平屋両分校廃止し本校に統合する 

1958年(昭和33年) 

4. 1  本校に次の6課程を設置する 普通科4 被服科1 電気科1 機械科1 商業科1 家政科1 

1960年(昭和35年) 

4. 2  公立高等学校政府移管譲渡式を行う 

4. 5  定時制課程設置 第1回入学式挙行  8. 6 第1回本土修学旅行出発 

1961年(昭和36年) 

3. 2  第16回卒業式挙行  4. 6 女子寮入寮式挙行 

1962年(昭和37年) 

11. 3  全島高校陸上競技大会で女子､総合優勝 

1965年(昭和40年) 

11. 3  全沖高校陸上競技大会(女子5年連続優勝) 

1968年(昭和43年) 

1.23  創立40周年記念式典,記念図書館落成 

1969年(昭和44年) 

4. 7  北部工業高校の分離式 

1971年(昭和46年) 

3. 2  卒業式(全日制第26回,定時制第8回) 

1972年(昭和47年) 

3.27  本校野球部,春の選抜大会(甲子園)に出場 

昭和47年(1972年) 

5.15  復帰に伴い沖縄県立名護高校となる 

8.11  第54回全国高等学校野球選手権大会(甲子園)出場、平安山良充選手が宣誓 

11. 5  高体連陸上競技大会において､男子並びに男女総合優勝 

昭和48年(1973年) 

2.25  体育館落成式挙行  5. 3 沖縄特別国体開催(本校卓球会場) 

昭和49年(1974年) 

3. 1  卒業式(全日制課程第29回478人,定時制課程第11回 50人) 

9.29  沖縄県高校バスケット選手権大会で優勝 

10.26  全沖縄陸上競技大会で総合優勝(5連勝達成)  12.22 紫雲旗柔道大会で団体優勝 

昭和50年(1975年) 

1.26  学生駅伝高校の部で優勝  12.26 全沖縄家庭クラブ研発表会で最優秀賞受賞 

10.13  第7回学校対抗庭球女子団体優勝 



昭和51年(1976年) 

1. 6  ＮＨＫ青年の主張全国大会 金城初美(沖縄地方代表)最優秀賞獲得 

6.29  南燈同窓会球場防球ネット完成､全沖高校校陸上秋季大会総合優勝(7連勝) 

11.21  高校音楽コンテスト入賞､フルート金賞 並里善史 

昭和52年(1977年) 

4.16  寄宿舎移転完了  7.21 校地移転促進委員会発足  9.30 女子軟式庭球国体出場 

11.20  軟式庭球高校新人戦男子団体優勝 個人1位(仲里･大領) 

昭和53年(1978年) 

8.20  全国空手道選手権大会 男子団体優勝､個人優勝 

昭和54年(1979年) 

7.24  九州高校空手道大会 団体形､男女優勝  9.23 高校バスケット選手権大会 女子優勝 

11.26  九州高校弁論大会 知念 恵､優秀賞受賞 

昭和55年(1980年) 

1.13  高校新人剣道大会 女子団体優勝  2. 3 九州高校新人庭球大会 大城･田港組 ベスト8進出 

3. 1  第1回日米プログラム生11名 山内進先生引率で出発 7.23 空手道九州大会 男子団体(組手)優勝 

12. 7  学生駅伝大会高校の部 優勝 

昭和56年(1981年) 

2.17  青少年科学作品展 知事賞受賞(渡久地豊)  10.23 校門新校舎に移転 

昭和57年(1982年) 

3.15  商業科･定時制分離式  4. 1 学校移転  6.20 創立50周年式典学校移転祝賀会 

9.20  クラブ室完成 総工費 2,000万円(期成会)  11.27 テニスコート周辺植樹 

昭和58年(1983年) 

1.30  第9回沖縄県高等学校ＰＴＡ研究大会が本校で開催  4.16 寄宿舎移転完了 

昭和59年(1984年) 

4.19  講演 早大総長 西原春夫先生 ｢人生の目的｣について 

昭和60年(1985年) 

5.16  アラーム警備開始  6.13 セミナーハウス落成祝賀会 

12.13  更衣室､ラグビートレーニング場 落成譲渡式 

昭和61年(1986年) 

6.21  全国高校総体 陸上部9人出場  9.28 山梨国体へラグビー部12名参加 

11. 9  第三回高校生による生物研究発表大会 生物部 県代表に決定 

昭和62年(1987年) 

2. 1  県高体連新人ｻｯｶｰ大会､ｻｯｶｰ部 優勝  6.27 米国交換学生 14名 引率1名 3週間本校に在籍 

12.28  全国高等学校ラグビー大会(花園)初出場 

昭和63年(1988年) 

1.23  創立60周年記念 ｢県立第三中学校･県立名護高等学校 発祥の地｣並びに｢県立第三高等女学校発

祥の地｣建立碑の除幕式・創立60周年記念式典の挙行 

2. 1  県高体連新人ｻｯｶｰ大会､ｻｯｶｰ部 優勝  12.25 名護市第1回少年の船出発(本校より班長5名) 

平成元年(1989年) 

2.10  自転車置場,水泳プール側と家庭科教室側 計3棟 後援会より寄贈 

8.22  相撲場新築落成 沖縄県へ寄付受納(面積 97㎡ 金額4,994,000円)  9.2 相撲場開き 

8.26  南燈同窓会慰霊の塔の改名工事完了式典 

平成2年(1990年) 

2.14  名護病院移転に伴い校長住宅移転新築落成 

2.15  学級増に伴いＢ棟普通教室3教室(3階建)増築落成(建102㎡ 延249㎡) 

4. 7  名護市内3高校前バス運行 校門で開通式 

平成3年(1991年) 

3.12  特別クラスの設置を職員会議で決定(1学年に1クラス設置) 

平成4年(1992年) 

10. 3  第14回学園祭(仮装行列,展示,舞台発表) ～4日(2日間) 

 



平成5年(1993年) 

3. 1  第48回卒業式 卒業生437名(男子158名 女子279名) 普通料398名 家政科39名(家政科廃科となる) 

12.28  第73回全国高校ラグビー大会参加 

平成6年(1994年) 

11.23  第19回沖縄県高校野球1年生中央大会 優勝 

平成7年(1995年) 

8.31  理科棟及び芸術教室の塗装工事完了 

平成8年(1996年) 

7. 7  全国高校相撲宇佐大会県予選場(6連覇) 

平成9年(1997年) 

7.15  創立70周年記念事業講演会 講師 具志堅 用高氏 演題｢継続は力なり｣  

9. 5  校舎外壁塗装工事(Ａ棟) 

平成10年(1998年) 

1.19  創立70周年記念事業｢校歌碑｣除幕式:揮毫 中村 明 

8.31  校舎外壁塗装工事竣工(Ｂ棟･プール) 

平成11年(1999年) 

8.25  普通教室の空調工事終了  8.30 校内ＬＡＮの工事終了  12. 6 グランドの防球ネット完成 

平成12年(2000年) 

1.23  高校新人ラグビー大会 優勝  3.10 20年ぶりに修学旅行実施( ～14)   

3.30  中庭の造園工事  4.26 テニスコート(オムニ1面､クレ3面)落成安全祈願実施   

12.27  全国高校ラグビーフットボール花園大会出場 １回戦で東京農大二高(群馬)に惜敗 

平成13年(2001年) 

6.23  名護市営陸上競技場隣りから本校敷地内へ南燈慰霊之塔を移設 

9.24  第20回沖縄県マーチングフェスティバル 規定の部 金賞 

11.16  高等学校総合文化祭弁論部門九州大会 最優秀賞 

12.28  第81回全国高等学校ラグビーフットボール大会(花園)出場 

平成14年(2002年) 

2.11  第33回全国高等学校バレーボール選抜優勝大会沖縄地区予選大会 優勝 女子 

5.28  県高校総体 相撲 個人優勝 宮城全希  ゴルフ 個人総合優勝 池田祐介 

女子ソフトテニス 団体優勝  男子ソフトボール 優勝  ラグビーフットボール 優勝 

9.16  第21回沖縄県マーチングフェスティバル  金賞 

11.22  九州地区高等学校弁論大会 最優秀賞 大橋あゆみ 

平成15年(2003年) 

1.22  県高校新人サッカー大会 女子 優勝 

1.27  県高等学校新人駅伝競走大会 女子 優勝(2連覇) 

6. 2  県高校総体 総合2位  ソフトテニス女子 団体優勝  陸上競技 1500Ｍ1位 大城真 

ラグビー 優勝  相撲 個人無差別級優勝 宮城全希 

9.12  ｢優良ＰＴＡ団体｣として文部科学大臣表彰 

9.23  第22回沖縄県マーチングフェスティバル 金賞 

11. 1  新人体育大会 相撲 個人重量級優勝 黒田文哉 

1.11  第9回全沖縄高等学校ソフトテニス選手権大会 優勝 宮城明生･儀部和香菜 

3. 1  第59回卒業式(男子158名･女子240名) 

平成16年度(2004年) 

5.28  県高校総体  学校対抗総合9位  相撲 個人(115㎏級)優勝 大城 玄 

9.23  第23回県マーチングフェスティバル 金賞 吹奏楽部(九州大会出場) 

11.03  第84回全国高校ラグビーフットボール大会県予選優勝(花園出場) 

3. 1  第60回卒業式   

平成17年度(2005年) ※氏名後の( )内は学年 

5.27  県高校総体 男子ソフトテニス部 団体戦 優勝   

女子ソフトテニス部 個人戦 優勝 宮城明生･又吉あずさ(3) 

9.11  第24回沖縄県マーチングフェスティバル 金賞 



10.29  平成17年度高校新人大会 男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ 団体14年ぶり優勝  

12.25  第85回全国高等学校ラグビーフットボール大会(花園大会)6連続出場 

3. 1  第61回卒業式 男子179名 女子215名 計394名 同窓会入会式 

3.28  第55回全琉アマチュアゴルフ大会優勝:嘉数光倫(1) 

平成18年度(2006年) ※氏名後の( )内は学年 

5.27  沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合 5 位 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝 ｻｯｶｰ女子優勝  

ｿﾌﾄﾃﾆｽ男子団体 優勝 ｿﾌﾄﾃﾆｽ男子個人 優勝 新城 駿(3) 宮城優哉(3)  

ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子個人 優勝 森みゆき(3) 大城梨沙(3) 800Ｍ1 位 

6.15  平成 18 年度全九州高等学校体育大会陸上競技 800Ｍ1 位 花城美香子(1)  

9.10  第 25 回沖縄県マーチングフェスティバル 金賞 

11. 5  平成 18 年度沖縄県高等学校総合体育大会女子第 24 回沖縄県高等学校駅伝競走大会 優勝 

11.16  第 86 回全国高校ラグビーフットボール大会県予選 優勝（花園大会出場決定） 

12.23  第 36 回全九州高校新人ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技大会 団体優勝、 個人優勝 大城昴也(2) 高里祥太(2) 

1.24  平成 18 年度沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技女子 優勝 

3. 1  第 62 回卒業式 男子 141 名 女子 216 名 計 357名  

平成 19 年度(2007 年) ※氏名後( )学年 

5.20 第 58 回沖縄陸上選手権大会 少年 A800Ｍ1 位 花城美香子(2) 1500Ｍ1位 仲村風子   

3000Ｍ1 位 崎浜絵美(2)  5000ＭW 1 位 島袋朱(3)   

7.10 平成 19 年度全国高等学校ｺﾞﾙﾌ選手権九州大会(大分) 個人戦 男子準優勝 嘉数光倫(3) 

9.12  第 36 回沖縄県高等学校音楽ｺﾝﾃｽﾄ ﾋﾟｱﾉ独奏金賞 玉城哲都(2)  金管楽器独奏金賞 富田亮(3) 

9.15 平成19年度沖縄県高等学校空手道選手権大会 女子団体組手優勝 個人組手優勝 仲宗根みほ(2)  
10.28 第 20 回 ﾏｰﾁﾝｸﾞ ｲﾝ ｵｷﾅﾜ 金賞（全国大会出場） 

11, 4 平成 19 年度沖縄県高等学校総合体育大会･女子第 25 回沖縄県高等学校駅伝競走大会 優勝 

11. 5 平成 19 年度沖縄県高等学校新人体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 女子団体優勝 

11. 8 平成 19 年度沖縄県高等学校総合体育大会秋季ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 優勝 8年連続 11 回目花園へ  

3. 1  第 63 回卒業式 男子 164 名  女子 191 名  計 355 名 

平成 20 年度(2008 年)  ※氏名後の( )内は学年 

6. 1  平成 20 年度沖縄県高等学校総合体育大会 ソフトテニス 女子 団体優勝   

個人優勝 宮城志緒理(3)・新垣光留(3)   ラグビーフットボール 優勝      

空手道 個人組手 優勝 仲宗根みほ(3)   陸上競技 1500Ｍ 1 位 花城美香子(3)     

800Ｍ 1 位 花城美香子(3) 3000Ｍ競歩 1 位 玉城美奈   3000Ｍ 1 位 山里優美(2)                

6.21  秩父宮腸杯第 61回全国高等学校陸上競技選手権大会南九州予選  3000Ｍ競歩 1位 玉城優香(3) 

8.30  第 23 回沖縄県高等学校対抗秋季陸上競技大会 

     女子 1500Ｍ 1 位 山里優美(2)  3000Ｍ 1位 山里優美(2)  3000ＭW 1 位 玉城優香(3)  

9.19  名護高校寄宿舎落成式及び祝賀会 

9.20  沖縄県高等学校新人体育大会陸上競技  女子 1500Ｍ1位 赤嶺成美(2)  3000Ｍ1位 山里優美(2)  

9.21  沖縄県高等学校新人体育大会水泳競技  50Ｍ背泳ぎ・100Ｍ背泳ぎ 1 位  宮城衣里(2)  

  9.23  第 27 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の部 金賞 

11. 3  平成 20 年度沖縄県高等学校新人体育大会  ソフトテニス競技 男子団体優勝 女子団体優勝 

           男子個人優勝 宮城平志郎(2)  與儀達之介(1)    

11. 4  平成 20 年度沖縄県高等学校総合体育大会・第 25 回沖縄県高等学校女子駅伝競走大会 優勝 

11. 7  平成 20 年度沖縄県高等学校総合体育大会秋季ラグビーフットボール大会 優勝 

1.24  沖縄県高校新人大会ラグビー競技（15 人制） 優勝（2 年連続 11 度目） ※九州大会出場  

1.25  県高校新人大会サッカー競技 女子 優勝(2 年ぶり 4 度目)                                     

3. 1  第 64 回卒業式  男子 131 名   女子  182名   計 313 名  

平成 21 年度（2009 年） ※氏名後(    )は学年 

5.16  第 60 回沖縄県陸上選手権大会女子 400ＭH 1位 仲田陽菜(3)    

 5.30  平成 21 年度沖縄県高等学校総合体育大会 陸上競技 1500Ｍ 1 位 大城真紀(1) 

     男子ソフトテニス 団体優勝 個人優勝 宮城博海(2) 與儀達之介(2) 

女子ソフトテニス 団体優勝 ラグビーフットボール 優勝   



水泳 背泳ぎ 100Ｍ・200Ｍ 優勝  宮城衣里(3)    

8.29  沖縄県高等学校秋季陸上大会  3000Ｍ1 位 赤嶺成美(3)   

10.30  沖縄県高等学校新人体育大会 

     女子ソフトテニス 団体優勝、個人ダブルス 優勝 金城琴乃(2) 下地 渚(2) 

11. 1  女子第 27 回県高校駅伝競走大会 優勝 九州・全国大会出場 

11. 5  第 89 回全国高等学校ラグビーフットボール競技大会沖縄県大会 優勝 ※九州・全国大会出場 

3. 1  第 65 回卒業式   男子 129 名  女子 190 名  計 319 名   

平成 22 年度（2010 年） ※氏名後(    )は学年 

5.30  平成 22 年度沖縄県高等学校総合体育大会 ラグビーフットボール競技 優勝 

ソフトテニス 男子ダブルス優勝 渡久地政貴(3)  與儀達之介(3) 

9.18  第 38 回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会 優勝(11 連覇) 

9.23  第 29 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の部  金賞 

10.18  平成 22 年度沖縄県新人陸上競技大会 女子 800Ｍ･1500Ｍ 1 位 3000Ｍ1 位  

10.31  平成 22 年度沖縄県高等学校新人体育大会 ソフトテニス競技 女子 個人ダブルス 優勝       

11. 2  平成 22 年度沖縄県高等学校新人体育大会ゴルフ競技 女子団体優勝 

11. 4  平成 22 年度沖縄県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技 優勝 

3. 1  第 66 回卒業式  男子 122 名  女子 191 名  計 313 名 

平成 23 年度（2011 年） ※氏名後(    )は学年 

5.22  平成 22 年度全日本学校関係緑化コンクール 環境緑化の部特選 文部科学大臣賞授賞式 

 5.30  平成 23 年度沖縄県高等学校総合体育大会 ラグビーフットボール 優勝  サッカー女子 優勝 

ソフトテニス女子 団体優勝  女子個人優勝 外間夏海(2)山入端海月(3) 

7. 9  第 66 回国民体育大会最終選考会 女子棒高跳び優勝 上原明花(3)  3000m 優勝 前原未来(2)      

9. 4  第 26 回沖縄県高等学校秋季陸上競技大会 

         やり投げ１位 嘉陽宗太(2)  800m１位 真喜志鈴(2) 棒高跳び 優勝 上原明花(3) 

 9.17  第 38 回沖縄県高等学校陸上競技新人選手権大会 

やり投げ１位 嘉陽宗太(2)  100m  1500m 1 位 前原未来(2) 5000M 競歩 1 位 末松愛華(2)   

 9.18  平成 23 年度沖縄県高等学校新人体育大会  水泳  男子 50m 平泳ぎ 第１位日高祐貴(1) 

 10. 3  平成 23 年度沖縄県高等学校新人体育大会 

ソフトテニス  女子団体優勝  女子個人準優勝 外間 夏海・仲村 朝香 

11. 1  ゴルフ競技  女子団体優勝  女子個人優勝（饒平名まなみ） 

12.27  2011 香港マーチングバンドフェスティバル（香港ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会主催）金賞受賞  

 1.22  平成 23 年度沖縄県高等学校新人体育大会ソフトテニス選手権大会 優勝 外間夏海・比嘉千菜美 

3. 1  第 67 回卒業式 男子 119 名  女子 196 名   計 315 名 

平成24年度（2012年） ※ 氏名後の( )は学年 

4.28  沖縄県高等学校空手道夏季大会  

     個人組手 1位 大城あかね（1）  個人形 2位 山川華蓮（1) 

8.21  第30回全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権予選 優勝 津波古味寿乃（3） 

8.21  沖電工杯第46回沖縄県サッカー祭り 優勝 男子サッカー部 

9. 8  第27回沖縄県高等学校対抗秋季陸上競技大会 1500㍍ 1位 下地菜々子（1） 

9.17  第31回沖縄県マーチングﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 金賞 

9.23  沖縄県高等学校新人体育大会陸上競技 5000㍍競歩  第1位 川上梨桜（2） 

11. 5 沖縄県高等学校新人体育大会 ソフトテニス競技  

男子  団体  優勝   個人戦 1位 宮里知成（１）宮里政耶（1） 

     女子  個人戦 1位 堀川 葵（1）桃原杏梨（1） 

1.12  第18回全沖縄高等学校ソフトテニス選手権大会 女子 個人 1位 外間夏海（3）比嘉千菜美（3）  

 1.23 沖縄県高等学校新人体育大会 ラグビー競技 優勝 

3. 1  第68回卒業式  男子 139名  女子 179名   計 318名 

平成 25 年度（2013 年） ※ 氏名後の( )は学年 

4.22  海邦国体記念陸上競技大会 1500ｍ 1位 鈴木日登美（2） 3000ｍ 2位 鈴木日登美（2） 



7.23  九州吹奏楽コンクール県予選  吹奏楽部  金賞  

 7.31  献血運動推進功労者表彰 県知事賞（３年生卒業献血15年継続実施）  

 8.16  沖縄県高校総合文化祭標語  最優秀賞 大城明日香（3） 

9. 8  第28回沖縄県高等学校対抗秋季陸上競技大会    5000ｍ競歩 1位（大会新）川上梨桜（3） 

11. 2  平成25年度沖縄県高等学校新人体育大会 ソフトテニス  男子  団体  優勝  個人  優勝   

ソフトテニス女子   団体  優勝    個人  優勝  

11. 9 第4回「共に生きる社会をめざして」高校生作文コンテスト 最優秀賞 與儀龍（3） 

12. 7  第43回九州高校新人大会ソフトテニス競技  男子団体 ベスト8  女子団体 ベスト8 

12.30  第93回全国高校ラグビー大会（花園大会）ベスト16進出（県高校ラグビー2度目の快挙） 

3. 1  第69回卒業式  男子 153名  女子 166名   計 319名 

平成26年度（2014年） ※氏名後(    )は学年  

4.23  ハイスクールジャパンカップ 2014  沖縄県予選(ソフトテニス) 

男子シングルス優勝 宮里政耶(3)  女子シングルス 優勝 桃原杏梨(3) 

5.30  平成 26 年度沖縄県高等学校総合体育大会  

◇ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝 ◇ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子 団体：優勝 個人：1 位 堀川葵(3)・桃原杏梨(3) 

◇ｿﾌﾄﾃﾆｽ男子  団体：優勝   個人：1 位 喜瀬和紀(2)・宮里政耶(3)  

◇水泳平泳ぎ 200m1 位  比嘉周平(1)   

6.21 九州高文連美術･工芸部門(鹿児島大会) 優秀賞 野村夏姫(3) 

7.23 第 45 回沖縄県吹奏楽コンクール 高等学校 A ﾊﾟｰﾄの部 金賞 

8.13 第 26 回 NTT 西日本杯全沖縄高等学校ソフトテニス大会 

男子団体：優勝 個人：優勝 喜瀬和紀(2)・上地隼(2)  

女子団体：優勝 個人：優勝 小牧万里波(2)・宮平莉奈(2) 

 9.18  平成 26 年度沖縄県高等学校新人体育大会第 41 回沖縄県高等学校陸上競技新人選手権大会 

1500m  1 位  宮城響(1)   5000m  １位  仲間紘太(2)  

10. 5 第 32 回九州マーチングコンテスト(福岡県) ﾊﾟﾚｰﾄﾞｺﾝﾃｽﾄ高等学校の部 銀賞 

10.18 平成 26 年度沖縄県高等学校新人体育大会（～11 月） 

  ◇女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ団体：優勝  個人：1 位小牧万里波(2) 宮平莉奈(2) 

 ◇水泳平泳ぎ 100m、200m  優勝  比嘉周平(1) 

10.27  第 62 回全琉小・中・高 図画・作文・書道コンクール  書道の部：最優秀賞 荻堂紗美(1) 

12.13  第 3 回スコア！サイエンス in オキナワ：起業のための研究能力  

1 位  生物・化学部  上間聖風(3) 金城凛(1) 久場美穂(1) (副賞：アメリカ研修旅行) 

     第 4 回沖縄県新聞スクラップコンテスト 沖縄県知事賞：知花望笑(1)  

1.30  第 20 回全沖縄高校ソフトテニス選手権  女子優勝：小牧万里波(3)・宮平莉奈(3)  

2.11 全沖縄児童生徒書初め展  金賞：荻堂紗美(1)    

  3. 1  第 70 回卒業式  男子 144 名   女子 170名   計 315 名 

平成 27 年度（2015 年） ※氏名後(    )は学年    

4.25 県高等学校空手道夏季大会個人優勝 三枝彩香(2) 

 4.26 第 2 回県高等学校 7 人制ラグビーフットボール大会優勝 

5.30  県高校総合体育大会～6/3 

       ・ソフトテニス競技  男子  団体  優勝     

    ・ソフトテニス競技  女子  団体  優勝   

個人  優勝 小牧万里波(3)、宮平莉奈(3) 

7.11  九州高等学校体育大会 ソフトテニス競技  女子  団体  優勝 

9.18  県高校新人体育大会陸上競技大会 

    ・女子走り幅跳び優勝 竹山早紀(2)   

9.27  第 42 回体育祭 テーマ：「仲間と心を一つに燃え上がる今年の熱い夏          

～わったーが名護高をはばちかす（羽ばたかす）～」 

10.31  県高校新人体育大会  ～11/4 

    ・ソフトテニス女子  団体  優勝    個人  優勝 友利璃南(1)、金城紬女(1)     



       ・ソフトテニス男子           個人  優勝 山城証(2)、日高清斗(1) 

12.20  第 43 回マーチング全国大会出場(埼玉県：さいたまスーパーアリーナ) 

小編成金賞･最優秀賞受賞 

1.23  県高校新人体育大会サッカー競技大会  男子  優勝 

 1.30  県高校新人体育大会ラグビーフットボール競技大会  優勝 

3. 1  第 71 回卒業式  男子 139 名  女子 169   計 308 名 

平成28年度（2016年） ※氏名後(    )は学年  

4. 1 石原啓校長他２３名着任 

4.28  平成２８年度沖縄県高等学校総合体育大会 ～6/1  

あああ   ・ラグビーフットボール    優勝 

あああ  ・ソフトテニス   女子 団体優勝  女子  

個人 優勝 金城 紬女(2)・友利 瑠南(2) 

ああああ ・競泳あああああああ男子あ平泳ぎ２００ｍああああ１位 日高 瑞貴(1) 

あああ 第３４回沖縄県高校新人水泳大会 

     男子    ５０ｍ背泳ぎ １位、１００ｍ背泳ぎ  

         ２００ｍ平泳ぎ １位 日高 瑞貴(1) 

     女子    ５０ｍ自由形 １位、１００ｍバタフライ １位 花城 綾姫(1) 

9.10  第３５回沖縄県マーチングフェスティバル 高等学校パレードコンテスト 金賞  

10.31  沖縄県高等学校新人体育大会[ゴルフ競技] 

     男子 個人１位 山城 太優(1)  

    第６４回全琉小・中・高校「図画・作文・書道コンクール」 

     書道の部 最優秀賞 花城 瑞姫(1)  

11. 7  第６３回高校生による生物科学作品展 

     最優秀賞 稲田 優果(2)・佐々木 彩月(2)・玉城 明依(1) 

1.29  沖縄県高等学校新人ラグビーフットボール大会 優勝 

1.29  第２２回全沖縄高等学校ソフトテニス選手権大会 

     女子 個人 優勝 金城 紬女(2)・友利 璃奈(2) 

3. 1  第７２回卒業式 男子１４４名 女子１７０名 合計３１４名 

平成29年度（2017年） ※氏名後(    )は学年 
4. 1  大城健校長 他２３名着任 

4.23  平成２９年度第４回沖縄県高等学校７人制ラグビーフットボール大会  優勝  

5.27  平成２９年度沖縄県高等学校総合体育大会 ～6/3 

        ゴルフ  男子 個人 優勝 山城 太優(2)、女子 個人 ２位 佐渡山 理莉(2)             

         競泳  男子    優勝 日高 瑞貴(2)［平泳ぎ２００㍍］ 

                             ２位 大城 渉真(2)［背泳ぎ１００㍍］ 

                 女子    優勝 花城 綾姫(2)［自由形５０㍍］ 

        ラグビーフットボール     優勝     

        ソフトテニス 男子 団体 ２位  個人 ２位 比嘉 成星(3)、日高 清斗(3) 

                      女子 団体 優勝  個人 優勝 友利 璃南(3)、金城 紬女(3) 

        陸上     女子    ８００ｍ 優勝 伊野波 理桜(1) 

                              円盤投げ ２位 比嘉 彩乃(3) 

                              OP1500ｍ 優勝 座覇   蘭(2) 

8.14  ＤＡＮＣＥ ＣＵＰ ２０１７ 全国大会 優勝 

        沖縄代表 ＤＲＡＭＡＴＩＣＡ（ドラマティカ） 崎山 大雅(1)、他校２名 

    海邦養秀ネットワーク構築事業  アルゼンチン派遣 玉城 優(2) ～8/27 

9. 3  平成２９年度沖縄県高等学校新人体育大会水泳競技 

     男子 ２００ｍ平泳ぎ １位   

     女子  ５０ｍ平泳ぎ １位 花城 瑞姫(2) 



        １００ｍバタフライ １位   ５０ｍ自由形 １位 花城 綾姫(2) 

9. 9  第３２回沖縄県高等学校対校秋季陸上競技大会 

     女子 １５００ｍ １位 比嘉 みゆ(2)、走り幅跳び １位 川瀬 莉子(3) 

    第４４回沖縄県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

     男子 走り高跳び １位 西銘 健人(1) 

     女子 ８００ｍ  １位 座覇   蘭(2) 

10.14  第１３回沖縄県高校生中国語発表大会  入門の部 １位 鬼頭 里緒(3) 

10.22  第６３回沖縄県高等学校新人ソフトテニス競技大会  ～10/23 

     女子 ダブルス 優勝 金城 佳奈(2)、福地 嬉楽璃(1) 団体 ２位 

    第５７回沖縄県生徒科学賞作品展 

     生物分野 優秀賞 沖高理ＯＢ会賞 全国派遣 

      本部町「塩川」に産するアシナガヌマエビ Caridina rubella  

～天然記念物「塩川」の現状をしるために～ 

     地学分野 優秀賞 沖高理ＯＢ会賞 全国派遣 

      名護市奥武島のノッチ調査 ～武永健一郎氏著「Notch の形成と成因について」を読んで 

11. 2  平成２９年度男子６５回女子第３５回沖縄県高等学校駅伝競走大会 

        男子 ２位 九州大会出場 女子 優勝 九州大会、全国大会出場 

       平成２９年度第６４回高校生による生物科学展 

        優秀賞 「幸地川におけるヨウジウオ類の研究～ヨウジウオの餌についての提案～」 

                稲福 壮来(3)、具志堅絢音(3)、島袋    陸(3)    

                中村 健人(3)、平野 雅也(3)、屋比久芽生(3) 

11. 6  平成２９年度グローバル・リーダー育成海外短期研修事業  ～11/10 

        沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラム 書道部門  台湾派遣  花城 瑞姫(2)  

11.19  第７回県新聞スクラップコンテスト（ノート部門） 

         県ＰＴＡ連合会会長賞 渡具知和奏(1)、沖縄タイムス社社長賞 東江 紗弥(1) 

12.10  第３１回海邦国体記念ウエイトリフティング選手権大会 

         女子 ５３ｋｇ級 ２位 崎濱 直(2) 

12.15 第１回全九州高等学校総合文化祭沖縄大会 九州高等学校文化連盟賞 前原 李成(3) 

1.20 第２３回全沖縄高等学校ソフトテニス選手権大会 

     女子 個人 ２位 金城 佳奈(2) 金城 紬女(3) 

1.21 第３６回小橋川寛杯争奪高校生バスケットボール選手権大会 男子 準優勝 

1.28  第３４回沖縄県高等学校新人ラグビーフットボール競技大会 優勝 

3. 1  第７３回卒業式 男子１５４名  女子１６０名  計３１４名 

3.16  名護市広報市民のひろばロゴ募集事業 優秀賞 大城 ミナ(1) 

平成 30 年度（2018 年） ※氏名後(    )は学年  

4. 1 玉城淳教頭 遠越学教頭 他２５名着任 

4.15 第３１回海邦国体記念競技会 一般高校男子 走高跳３位 西銘健人(2) 

4.22 平安杯第６３回全九州バレーボール総合選手権大会沖縄県予選 女子 ４位（九州大会出場） 

4.22 ハイスクールジャパンカップソフトテニス２０１８沖縄県予選大会 

     女子 ダブルス  優勝 金城佳奈(3)・石橋梨奈(3) 

        シングルス ２位 金城佳奈(3) 

4.25 第１８回ネイバーズトロフィーチーム選手権（ゴルフ）日本代表派遣 佐渡山理莉(3) 

4.28 第５回沖縄県高等学校７人制ラグビーフットボール大会 優勝  

4.29 第６９回沖縄陸上競技選手権大会兼国体選考会 

女子 Ｂ１５００ｍ ３位 仲愛琳(1)、１５００ｍ ３位 大城夏歩(3) 

5.12  平成３０年度第６３回全九州バレーボール総合選手権大会 女子出場 

5.26 平成３０年度沖縄県高等学校総合体育大会 ～6/2  総合成績 10 位 

     団体 



ソフトテニス 女子    優勝 

       ラグビーフットボール   準優勝 

       男子バスケットボール   ３位          

個人  

ゴルフ    男子    優勝 山城太優(3)  女子  優勝  佐渡山理莉(3) 

水泳     平泳ぎ２００ｍ １位 ・ １００ｍ ２位 日高瑞貴(3) 

                     自由形 ５０ｍ ２位  ・ バタフライ１００ｍ ２位  花城綾姫(3) 

ソフトテニス 女子    ２位 金城佳奈(3)・石橋梨奈(1) 

陸上     走高跳   １位 西銘健人(2)、３０００ｍ ２位 大城真歩(2) 

                    ８００ｍ ２位 伊野波理桜(2) 

       柔道      ６０kg 級  ３位  新城空大(2) 

6. 8 第６５回 NHK 杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会 

アナウンス部門  優秀賞 渡具知 和奏(2)  優良賞 座間味 潤也(2) 

6.10 平成３０年 沖縄県体重別柔道選手権大会兼国体選考会  

少年の部男子６０ｋｇ以下級  準優勝 新城 空大(2) 

6.12 第２８回沖縄県児童生徒の平和メッセージ 作文の部 優秀賞 渡具知 和奏(2) 

6.17 第７１回全九州高等学校ラグビーフットボール競技大会 出場 

    2018 Splash Dance OKINAWA 大編成部門コンテスト３位 

7. 5 第１回漢字検定合格者  

      ２級 神元究(3)、具志堅洋哉(3)、座波 沙妃(3)、玉村紗耶(3)、比嘉梨乃(3) 

7. 6 第１回実用英語技能検定合格者  

      ２級 上地亜実(3)、新里琉太(3)、比嘉元基(3)、上田星里奈(3)、翁長尚毅(3)、 

玉城陽貴(3)、山城武斗(3)、長田大空(3)、岸本李子(3)、  東江紗弥(2)、 

石嶺隼(2)、  上原大政(2)、浦谷悠生(2)、喜屋武結花(2)、我那覇美結(2)  

7.18 第１回実用数学技能検定合格者  

      ２級 平妃沙羅(3)、上地亜実(3) 

7.18 平成３０年度 全国高等学校ゴルフ選手権九州大会 ～7/19  ４位タイ 佐渡山理莉(3) 

7.29 トビタテ！ジャパン ～8/19   シンガポール派遣 鬼澤杏佳(2) 

7.30 おきなわ国際協力人材育成事業派遣 ～8/9 

     ラオス 長田円(2) ミャンマー 宮城りわ(2) 

平成３０年度全国高等学校体育大会ソフトテニス競技 ～8/2 女子団体出場 

8.10 平成３０年度全国高等学校ゴルフ選手権大会 ～8/11  ４位タイ 佐渡山理莉(3) 

8.11 海邦養秀ネットワーク構築事業派遣 ～8/20  アメリカ合衆国 井上奈乃羽(1) 

8.15 第２８回沖縄県高等学校野外スケッチ大会  優良賞 山城楓花(2)、宮里ガイア(2) 

8.21  第３０回ＮＴＴ西日本杯争奪全沖縄高等学校ソフトテニス競技大会 ～8/23 

     団体 男子 優勝  女子 ３位 

     個人 ダブルス    男子 準優勝 儀部龍星(2)・大賀晨平(2) 

                   ３位  國吉琉平(2)・浦崎斉典(2) 

                女子 ３位  福地嬉楽璃(2)・石橋梨奈(1) 

8.25 平成３０年度沖縄県高等学校卓球選手権大会（城間杯）～8/26  団体女子 準優勝 

9. 1 第６１回全沖縄高校バスケットボール選手権大会 ～9/9  男子 ベスト４   

9. 7  日韓高校生交流事業派遣  大韓民国 具志堅冬羽(2) 

9.15 平成３０年度沖縄県高等学校新人卓球選手権大会 ～9/16 

     団体 女子 準優勝 

     個人 女子ダブルス     準優勝 友寄未希(1)・金城早美(1) 

      男子シングルス ベスト４ 西平椋(1) 

9.17  第３７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の部 金賞 

 9.20  第４５回沖縄県高等学校新人陸上競技大会 ～9/22   



走高跳     ２位 西銘健人(2)    棒高跳  ２位 崎山ゆりあ(2) 

     ３０００ｍ・１５００ｍ 優勝 伊野波理桜(2)  ８００ｍ 優勝 渡慶次日菜(2) 

     ３０００ｍ ３位 吉元花(1)   ５０００ｍ ３位 玉城孝介(2) 

10. 5､8 第２７回学園祭 

テーマ「虹（ｶﾗﾌﾙ）・青春（ｱｵﾊﾙ）・学園祭（ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）超 Wavy なエンタメご覧あれ」 

10.13 第５８回沖縄県生徒科学賞作品展 大会ポスター原画 採用 宮里希南(2) 

10.20 平成３０年度沖縄県高等学校新人体育大会 ～10/29 

      団体 男子 ソフトテニス   準優勝 

        女子 卓球       準優勝 

        女子 ソフトテニス   ３位 

     個人 男子 ソフトテニス   ２位     國吉琉平(2)・浦崎斉典(2) 

                    ３位     島袋凜 (2)・大城力也(1) 

        女子 ソフトテニス   優勝    福地嬉楽璃(2)・石橋梨奈(1) 

        女子 卓球シングルス  準優勝  金城早美(1) 

             ダブルス   ベスト４ 金城早美(1)・友寄未希(1) 

        柔道 ６０kg 級      ベスト４  新城空大(1) 

第８回沖縄科学グランプリ アトラクション競技 「シャトルを飛ばせ！」 第１位  

11. 1 第 40 回九州放送コンテスト沖縄県大会  優秀賞 座間味潤也(2) 優良賞 渡具知和奏(2) 

11. 2  第６５回高校生による生物科学展 授業・課題研究部門  

「屋部川における外来魚の研究～名護市で初確認、ソウギョ ゲットだぜ！～」 最優秀賞 

11. 9  第２回実用英語技能検定合格者  

     ２級 上里凌子(3)、玉城帆南(2)、渡久知和奏(2)、 松田勇之心(2) 

11.10 第１８回高校生フォーラム １７歳からのメッセージ 奨励賞 佐藤星佳(3) 

11.16 平成３０年度沖縄県高等学校総合体育大会 

     ラグビー 優勝 （２年ぶり１７回目） 全国大会（花園）出場 

11.20 平成 30 年全国暴力団追放運動用ポスター・標語   ポスター 優秀賞 山城楓花(2) 

11.21 対日理解促進交流プログラム(JENESYS2018)韓国派遣 ～11/27 

     宮城ひづき(3)、谷口波琉(3)、玉城陽貴(3)、ｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾗｸｻﾏｰﾅ月子(2)、喜屋武結花(2) 

11.23  第７１回全日本バレーボール高等学校選手権大会沖縄代表決定戦   男子 ３位 

12. 1 第９回高校生作文コンテスト「共に生きる社会」めざして  学校賞 

12. 4  サイバーセキュリティー動画コンテスト２０１８ 

     ２位 玉城萌衣、松川花音、古我知彩音、安里流斗、嘉手苅雄斗(1) 

     ３位 東江倭子、比嘉鈴鳴、知念妃奈梨、親川友星、具志堅りほ(1) 

12. 7 第４０回九州放送コンテスト鹿児島大会  ～12/9 出場 座間味潤也(2) 

    第４８回九州高校新人ソフトテニス競技大会  ～12/9 男子団体・女子団体 出場 

12.21 第５０回全九州高等学校新人卓球選手権大会 女子出場 

12.22 女子第３０回全国高等学校駅伝競走大会  女子出場 

1.10 平成３１年度全国高等学校総合体育大会  

空手道競技 ポスター・プログラム表紙図案       最優秀賞 宮里希南(2) 

自転車競技（ロード）ポスター・プログラム表紙図案  最優秀賞 宮里希南(2) 

2. 8 第２９回全九州高等学校バレーボール大会 女子出場 

2.11 第１２回沖縄県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 合唱同好会 金賞・グランプリ 

2.17 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  準グランプリ 軽音楽部 

3. 1  第７４回卒業式（男子１２７名 女子１６２ 計２８９名） 

3.22  修了式、離任式 離任者儀間哲也事務長他２３名 

平成 31 年度（2019 年） ※氏名後(    )は学年  

4. 1 桃原恵子事務長 他２６名着任 



4. 8  就任式、始業式、入学式(普通科２４０名、フロンティア科８１名）、寄宿舎入寮式 

4.22 第３５回海邦国体記念高校卓球大会 団体 女子３位 

5.10  第６４回全九州バレーボール総合選手権大会 女子出場 ～5/12 
5.18 日本土壌動物学会第 42 回大会 ポスター発表中高生の部 優秀賞 嶺井琉(１) 

6. 4 令和元年度沖縄県高等学校総合体育大会 5/25～6/6  総合成績 11 位 

     団体 

       ラグビーフットボール   優勝    男子ソフトテニス       優勝 

      男子バレーボール     ３位    女子卓球           ４位 

      女子ソフトテニス     ４位    陸上競技女子トラックの部 ４位 

個人  

陸上 3000ｍ SC   優勝 玉城孝介(３)  1500ｍ 優勝 伊野波理桜(３) 

          3000ｍ      優勝 伊野波理桜(３)  ３位 渡慶次日菜(３) 

   棒高跳    ３位 崎山ゆりあ(３)  走高跳 ４位 西銘健人(３) 

ソフトテニス ダブルス   

準優勝 福地相楽(１)・花田悠馬(１) 準優勝 福地嬉楽璃(３)・石𣘺𣘺梨奈(２) 

３位  浦崎斉典(３)・國吉琉平(３)  ４位 大城力也(２)・大賀晨平(３) 

      レスリング  ５１kg 級 ３位 金城翔也(２) 

      卓球     ダブルス ４位 金城早美(２)・友寄未希(２) 

             シングルス ４位  金城早美(２) 

6. 5  第６６回 NHK 杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会 

アナウンス部門  優秀賞 渡具知 和奏(３) 全国大会派遣 

                 優良賞 座間味 潤也(３) 

6.13  令和元年度全九州高等学校体育大会  

秩父宮賜杯第 72 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会陸上  個人出場 ～6/16 

    800ｍ、1500ｍ、3000ｍ、3000ｍSC、走高跳、棒高跳 

6.21 令和元年度全九州高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 出場 

6.29 令和元年度全九州高等学校体育大会卓球競技 女子出場 

7. 5 第１回実用英語技能検定合格者 ２級１９名、準２級１４名 

      ２級 鬼澤杏佳(３)、仲間拓人(３)、比嘉結(３)、大城桃子(３)、山内玲佳(３)、 

金城美輝(３)、鈴木優人(３)、照屋遥楓(３)、遠越美夢 (３)、平田さら(３)、 

山川行喜(３)、大城翔(２)、金城海(２)、又吉恒太(２)、前田楓子(２)、 

林美那海(１)、玉城那優(１)、近村きみか(１)、財木南風(１)  

令和元年度九州高等学校体育大会ソフトテニス競技 ～7/7 女子団体・個人 男子個人出場  

7.20  第１回実用数学技能検定合格者 ２級２名、準２級１７名 

      ２級 平妃沙羅(３)、上地亜実(３) 

7.22 令和元年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 歯科医師会長賞 奥原汐音(１) 

第 66 回ＮＨＫ杯全国放送コンテスト 出場 渡具知和奏(３) 

7.26  令和元年度全国高等学校体育大会ソフトテニス競技 ～7/28 男子団体個人・女子個人出場 

7.27 トビタテ！ジャパン ～8/24   アメリカ派遣 コンセプションラクサマーナ月子(３)  

             ～8/31   アメリカ派遣 嘉陽愛実(２) 

8．3 第８６回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール沖縄県大会  合唱 金賞 

8. 4  トビタテ！ジャパン ～ 8/26   大韓民国派遣 永野原ゆい(２)、西銘楓夏(２)  

             ～11/11  大韓民国派遣 仲原柊華(２) 

8.21  第３１回ＮＴＴ西日本杯争奪全沖縄高等学校ソフトテニス競技大会 ～8/22 

     団体 男子 Ａチーム優勝 Ｂチーム準優勝  女子 準優勝 

     個人 ダブルス    男子 準優勝 大城力也(２)・花田悠馬(１) 

                   ３位  照屋来規(２)・福地想楽(１) 

                女子 ４位  石𣘺𣘺梨奈(２)・崎山莉乃(１) 



9. 7 第６１回全沖縄高校バスケットボール選手権大会 ～9/16   男子 ベスト４   

 9. 7  第３４回沖縄県高等学校秋季陸上競技大会 ～9/8   

1500ｍ・800ｍ 優勝 伊野波理桜(３) 1500ｍ ２位 渡慶次日菜(３) 

1500ｍ     ３位 玉城孝介(３)    走高跳 ３位 西銘健人(３) 

       棒高跳       ３位 崎山ゆりあ(３) 

9. 8  第３８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の部 金賞 

9. 9  第 31 回沖縄県高等学校席上揮毫大会 書道専門部賞 玉木日菜(２)  

9.11 第２回漢字検定合格者 ２級３名、準２級１名 

２級 小濱里歩(３)、中本風音(３)、宮城百花(３) 

9.22  第４６回沖縄県高等学校新人陸上競技大会 ～9/24   

    ３０００ｍ ３位 仲愛琳(２) 

9.29  体育祭 テーマ「歴史に残せ、一生に残せ、わったー名護高体育祭」 

    ～ 平成 Thank you 令和の My way  ～ 

10.11 令和元年度全九州高等学校体育大会 新人陸上競技大会 出場 

10.12 海の宝ｱｶﾃﾞﾐｯｸｺﾝﾃｽﾄ 2019 四国･九州･沖縄ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ賞受賞 ｵｰｼｬﾝﾄﾞﾘｰﾑ賞受賞 

10.19 第２回実用数学技能検定合格者 準２級３名 

第 72 回全日本バレーボール高等学校選手権大会 沖縄県代表決定戦  ～10/22  男子 ３位 

10.23 KAKEHASI Project派遣プログラム ～10/30 アメリカ派遣 ２年生１８名、１年生５名 

    おきなわ国際協力人材育成事業 国際協力レポータ事業 ～10/30  

ベトナム派遣 比嘉美架琉(２) 

10.27 国立青少年教育振興機構 日韓高校生交流派遣事業 大韓民国派遣 ～11/1 上地さくら(２) 

11. 1 令和元年度沖縄県高等学校総合体育大会  

駅伝女子 優勝 （３年連続９回目） 全国大会出場決定 

11. 2 令和元年度沖縄県高等学校新人体育大会 ～12/5 

      団体 男子 ソフトテニス   優勝  女子 卓球       優勝 

        女子 ソフトテニス  準優勝  男子 バレーボール   ３位 

男子 バスケット    ４位   

個人 男子 ソフトテニス 優勝 大城力也(２)・花田悠馬(１) 

３位 照屋来規(２)・福地想楽(１) 

        女子 ソフトテニス  ４位 石橋梨奈(２)・崎山莉乃(１) 

        女子 卓球ダブルス 準優勝 友寄未希(２)・金城早美(２) 

                  シングルス ３位 金城早美(２) 

レスリング ５１kg 級 ３位  金城翔也(２) 

11. 5 第４１回九州放送コンテスト沖縄県大会 優秀賞 比嘉星怜(２)  

11. 8 第２回実用英語技能検定合格者 ２級６名、準２級１１名 

      ２級 渡久地奏乃(３)、宮城結衣(３)、與那覇旭(３)、永野七衣(３)、 

井上奈乃羽(３)、池宮花歩(２)  

11.14  ２学年フロンティア科海外研修（カナダ）  ～11/19  

生徒７０名（男子２２名、女子４８名） 引率職員５名 

 令和元年度沖縄県高等学校総合体育大会 

     ラグビー 優勝 （２年連続１８回目） 全国大会（花園）出場決定 

11.15  全九州高等学校駅伝競走大会（大分県）  女子出場 

11.19  ２学年普通科修学旅行（台湾） ～11/22  生徒９５名（男子５２名、女子４３名） 

11.26 やんばる弁当甲子園 

     COLORFUL で賞 新城光姫(１)、THE 男メシで賞 屋部純誠(２)、 

かわいくできたで賞 仲宗根璃音(２)  

12.11 学生かりゆしデザインコンテスト 銀賞 仲宗根理緒(３) 

12.13 KAKEHASHI プロジェクト アメリカ人派遣団校内交流 



12.13  第４９回九州高校新人ソフトテニス競技大会  ～12/15 男女 出場 

12.15 令和元年度  第 3 回全九州高等学校総合文化祭放送部門 出場 比嘉星怜(２)  

12.20 令和元年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 優秀賞 名城咲希(２) 

12.21 第５０回全九州高等学校新人卓球選手権大会 女子出場 

12.22 女子第３０回全国高等学校駅伝競走大会  女子出場 

12.26 第９９回全国高等学校ラグビーフットボール大会 ～12/30 出場  

1.25  第２５回全沖縄県高等学校ソフトテニス大会 

    個人ダブルス １位 浦崎斉典(３) 與那嶺雄一郎(１) 

           ２位 大賀晨平(３) 國吉琉平（３） 

           ４位 大城力也(２) 平良 悠翔(１)  

1.27 第３９回全国高校生読書体験記コンクール 学校賞  優良賞 當眞叶(２) 

   全国高等学校家庭科技術検定被服製作 １級合格 山川七海(３) 

令和元年度第５５回全九州高等学校レスリング新人選手権大会 出場 金城翔也(２) 

2. 7 第２９回全九州高等学校バレーボール大会 男子出場 

2.17 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 

   準グランプリ 軽音楽部 

2.22 第５６回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール 最優秀賞 玉城りんの(１) 

3. 1  第７５回卒業式（男子１３７名 女子１４８ 計２８５名） 

3.24  修了式、離任式 離任者大城健校長他２０名 

令和２年度（2019 年） 

4. 1 ～ 5.20 新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業 

4. 1 辻上弘子校長 玉城光師教頭 他 13 名着任 

5.21 ～ 5.29 分散登校 

5.21 就任式、始業式、入学式(普通科 240 名、フロンティア科 79 名） 

7.17 第 71 回沖縄陸上競技選手権大会兼国体選考会 女子 800m 優勝 仲愛琳(３) 

7.18  令和 2 年度沖縄県高等学校総合体育大会第 68 回水泳競技大会  

個人 200m 背泳ぎ ３位 玉城りんの(２) 

7.23 令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会卓球競技 

（女子学校対抗の部）優勝 個人ダブルス ３位 宮里愛乃香(３)、石川春花(３) 

令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（女子）団体 ３位 

      個人ダブルス 準優勝 石橋梨奈(３)、鈴木真菜(３) 

令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技（男子）団体 準優勝 

個人ダブルス ベスト４ 小川流音(３)、武子裕賢(３) 

     個人ダブルス ベスト４ 大城力也(３)、花田悠馬(２) 

令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会第 65 回沖縄県高等学校陸上競技選手権大会（駅伝） 

     女子 3000m 優勝 仲愛琳(３) 女子 1500m 3 位 仲愛琳(３) 

令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会バレーボール競技（男子） ３位 

 8.24 令和２年度沖縄県高校放送コンテスト 

     個人アナウンス部門 優秀賞 比嘉星怜(３) 

      個人朗読部門 優良賞 山入波杏官吏(３)、新里寧音(３)、平良綾夏(２) 

8.28 第１回実用英語技能検定 

     準１級合格 大城翔(３)、當眞友梨(３) 

         ２級合格 

      金城顕智理(３)、名城凜(３)、花城李空(３)、山城美桜(３)、嘉手苅雅妃(３)、 

比嘉星怜(３)、宮城佳乃(３) 

     準２級合格 

     渡久山里穂(２)、玉元莉里花(２)、東江倭子(３)、宮里徳人(３)、桃原樹良梨(３)、 

比嘉ひかる(３)、太野垣ひかる(３)、知念琉愛(３)、儀部汐里(３)、宮里芳綺(３) 



8.29 ガクアル FESTA2020夏高校生ダンスコンテスト（ビデオ撮影審査）審査員特別賞（４位相当） 

第 33 回沖縄県高等学校野外スケッチ大会（コンクール）優良賞 奥原汐音(２) 

9. 1 台風 10 号来襲のため始業式延期（14 時より業務停止） 

9. 3 ２学期始業式 

9. 4 数学検定 

    ２級合格 

     上原有生我(２)、崎山芽留(２)、宮城渉(２)、山内心乃(２)、大嶺一晴(２)、安里将希(３)、

金城翔也(３)、下地加栞(３)、山内柊人(３)、與那嶺圭祐(３)、東江沙弥(３)、池宮花歩(３)、

井上心佑(３)、大城翔(３)、太田和希(３)、川村海(３)、岸本憲太郎(３)、金城顕智理(３)、

上妻琉花(３)、玉城賢弥(３)、長山千夏(３)、西銘楓夏(３)、花城李空(３)、比嘉美架琉(３)、

前原叶汰(３)、渡慶次圭斗(３)、宮里愛乃香(３) 

    ２級 1 次(計算技能検定)合格 

         兼浜穂乃茄(３)、玉城萌衣(３)、大城愛奈(２)、宮ひより(２) 

    ２級２次（数理技能検定）合格 

         諸井璃恩(３) 

    準２級合格 

        財木南風(２)、渡久山里穂(２)、永野孝尚(２)、知念沙也加(３) 

    準２級１次（計算技能検定）合格 

         川上和哉(３)、宮城琴佳(３)、浦崎紗帆(２)、金城ゆず(２)、安里優花(２)、喜屋武康暢(２) 

玉城那優(２)、仲村剛涼(２)、高浜仁(２) 

9.11 第２回日本漢字能力検定  

２級合格 

照屋玲心(２)、比嘉華香(２)、牧野盛尊(３)、西島伊咲(３) 

準２級合格 

比嘉琢斗(１)、島野春奈(２)、浦崎紗帆(２)、嘉陽未来(２)、知名梅歌(２)、兼城楓(３)、 

宮里夏南生(３) 

9.18 第 47 回沖縄県高等学校新人陸上競技選手権大会  

男子 3000mSC ３位 新城陽(１)、女子 1500m ３位・女子 3000m ３位 佐渡山真雅(２) 

九州大会派遣 

9.23 沖縄県愛鳥週間ポスターコンクール 優秀賞 藏當真弘(２) 

       沖縄県高等学校総合文化祭大会ポスター 優秀賞 藏當真弘(２) 

海の宝アカデミックコンテスト 2020 四国・九州・沖縄ブロック 団体 優秀賞  

     玉城美歩(３)、金城未姫(３)、銘苅亜子(３) 

10.14 第 13 回日本高校ダンス部選手権 公式 web 戦全国大会 ６位 

       県高校新人空手道大会（～16） 女子 48kg級 準優勝 三枝穂乃香(２) 

10.17  第 99 回全国高等学校サッカー選手権大会沖縄県大会(10/18.24.25) ３位 

10.19 第 10 回沖縄科学グランプリ 総合３位 

         久場川和真(２)、崎山芽留(２)、仲程詠都(２)、 山内心乃(２) 、喜屋武来夢(２)、 

千葉成南美(２)  サポートメンバー 上原有生我(２)、與那嶺光輝(２) 

第 4 回高校・中学校軽音楽系クラブコンテスト「We are Sneaker Ages 沖縄」 

優秀校賞（グランプリ大会出場権授与） 

10.24 沖縄県秋季ラグビーフットボール大会（～11/16）優勝 

（第 100 回全国高等学校ラグビーフットボール大会沖縄県予選）冬期全国総体出場 

10.25 沖縄県高等学校新人体育大会水泳競技女子 200m 背泳ぎ 第１位 玉城りんの(２) 

第 44 回沖縄県高等学校総合文化祭美術・工芸部門 優良賞 岸本萌花(２) 

10.31 県高校新人体育大会（～11/3） 

    第 66 回沖縄県高等学校新人ソフトテニス競技（～11/2） 

男子 団体 優勝 



        個人 ダブルス ３位 福地想楽(２)・花田悠馬(２)、４位 古我知翔太(１)・喜納政(２) 

       （第 50 回九州高等学校新人ソフトテニス競技大会出場） 

女子 団体 準優勝 

個人 ダブルス ４位 上里しゅり(２)・山内心乃(２)  

（第 50 回九州高等学校新人ソフトテニス競技大会出場） 

11. 5 全九州高等学校空手道新人大会（～11/9）女子個人 48Kg 級 出場 三枝穂乃香(２) 

      第 14 回沖縄県高等学校新人ボウリング競技大会 個人 準優勝 宮平詩音(２) 

      沖縄県高等学校総合体育大会  

男子第 68 回・女子 38 回沖縄県高等学校駅伝競走大会 女子優勝 全国高校駅伝出場 

       県新聞スクラップコンテスト（沖縄タイムス社） 

ノート部門 県知事賞 呉屋あかり(１) 

     新聞感想文部門 県ＰＴＡ連合会会長賞 佐渡山真雅(２) 

                        優良賞 浅見結(２)、太野垣ひかる(３) 

11. 9 第 44 回沖縄県高等学校総合文化祭書道部門 優良賞 與那嶺杏美(１) 

11.16 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 

     男子 3000mSC 予選敗退 新城陽(１) 

         女子 1500m 予選敗退・3000m 決勝 22 位 佐渡山真雅(２) 

11.20 第２回実用英語技能検定 

     準１級合格 

      又吉恒太(３) 

     ２級合格 

          山川瀬里葉(２)、LIN ZI(２)、渡久山里穂(２)、宮城あきら(２)、永野孝尚(２)、 

宮ひより(２)、比嘉じゅな(３)、井上心佑(３)、柏本拓海(３)、屋比久ひなの(３)、 

藤本麻里(３)、上地さくら(３)、當眞叶(３) 

     準２級合格 

         喜納ほのか(１)、玉城利実(１)、新垣琴乃(１)、島袋玲奈(１)、安里日和(１)、岸本愛花(１)、 

玉城結羅(１)、長田杏莉(２)、宮平ここあ(２)、高良龍也(２)、具志堅千明(２)、 

徳丸瑛丸(２)、城間鈴音(２)、平子珠青(２)、池原英仁(２)、鈴木葵(２)、木村莉瑠(２)、 

屋嘉明歩(２)、島袋爽椰(２)、西平椋(３)、川上和哉(３)、崎浜輝星(３)、崎山ほなみ(３)、 

山入端杏吏(３)、大城巴菜(３)、本永幸嗣郎(３) 

11.21 新人体育大会バレーボール競技(～23) 男子 ３位 

11.24 部活動集会 

    小・中・高校生の税に関する作品（主催：名護税務署）      

沖縄国税事務所長賞 比嘉星怜(３) 

        名護税務署長賞      又吉恒太(３) 

      沖縄税理士会会長賞 宮城りわ(３)     

11.30 期末考査（～12/2）、３年卒業アルバム全体集合写真撮影➀ 

12. 2 交通安全集会、寄宿舎避難訓練 

12. 3 １年Ｆ科集会 

12. 4 ２年Ｆ科集会 

12. 5 第 45 回沖縄県アンサンブルコンテスト 吹奏楽部  

打楽器六重奏 銀賞、金管七重奏 金賞 

12. 9 １年 F 科保護者進路学習会 

12.10 芸術鑑賞会 落語（学年ごとの実施） 

12.11 総合的な探究の時間発表会 

12.15 １学年集会 

12.16 人権・性教育講演会 

12.17 学校評議員会 



12.18  校内マラソン大会 

12.19  共通テストシミュレーション（～12/20） 

12.20 女子第 32 回全国高等学校駅伝競走大会 女子出場 

12.21 ２年 F 科進路学習会、寄宿舎保護者会 

12.23 １年 F 科海外研修 Kick Off 研修 

12.24 灘高校英語教師 木村達哉氏「進路・英語の勉強会」 

    新校舎完成 引っ越し作業（～12/26） 

12.25 ２学期終業式  

12.28  全国高等学校総合体育大会第 100 回全国高等学校ラグビーフットボール大会出場 

1. 6 始業式、３学期 HR 役員認証式 

1. 7 90 周年事業期成会代表者会 

 1.12 １学年集会、人権の日 

 1.13 ３学年集会、３年献血講話（総学） 

 1.14 大学入試共通テスト出陣式 

1.16 大学入試共通テスト（～17） 

 1.18 ２学年集会、大学入試共通テスト自己採点 

 1.19 卒業考査（～20） 

1.21 ３学年部会 

1.26 一日献血 

1.28 ３年特別時間割開始（～2/10） 

 1.29 ３年生を送る会 

2. 5 ３年ワックス作業 

2.12 ３年就職進学準備期間始め 

 2.19 ３年出校日 

 2.28 卒業式予行演習 

 3. 1 卒業式 

 


