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１．学校沿革の概要

年 月 日 主 な 事 項

昭和
２０年 １２月１２日 野嵩収容所在の旧制中等学校在学 名を民家に収容し、教員５名で授業開始50

１８日 生徒数の増加に伴い、野嵩部落の空き屋敷に仮校舎を建設し移転
２１年 ３月２８日 コザ高等学校の分教場となり、３，４年生は本校に入学させる
２３年 ３月２８日 野嵩高等学校として独立認可される（創立元年）

３１日 初代校長 島袋松五郎氏任命
５月１４日 野嵩高等学校後援会設立
６月 校章制定（デザイン：前田功、比嘉亀盛両氏による）
７月 １日 中頭郡地方事務所、中頭郡教育委員会館及び農事試験場跡(現敷地)に学校移転
９月１６日 校歌制定（作詞：大城立裕 作曲：比嘉盛仁）

２４年 ３月２５日 第１回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）46 55 101
２５年 ５月３０日 学校図書館落成

１０月２１日 総合グラウンド地均し工事竣工、式典・祝賀会を挙行
２６年 ５月２１日 富原守義 第２代校長就任

７月 ５日 単位制を全面的に実施し、新制高等学校の教育体制を確立
２８年 ６月１４日 野嵩高等学校同窓会設立総会

１２月１８日 創立５周年記念式典
３０年 ９月 １日 比嘉博 第３代校長就任
３１年 ２月２２日 定時制課程の設置認可される
３２年 ７月 １日 校名を普天間高等学校に改称
３３年 ３月 ７日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）10 192 198 390

１２月２７日 創立 周年記念図書館竣工、尚礼館（武道場）竣工10
３４年 １月１１日 創立 周年記念式典10
３５年 ４月 １日 普天間連合区立普天間高等学校から琉球政府立普天間高等学校に改称

９月１５日 桃原良謙 第４代校長就任
３８年 ４月 １日 教育課程改正に伴い一般職業課程を商業科に改称
４０年 １月 １日 佐久本興吉 第５代校長就任
４２年 ３月３１日 高等学校編成整備計画に伴い商業科廃科

７月 ２日 校門門票を取付（第５代校長佐久本興吉氏書）
４３年 ３月１６日 定時制１年３・４組中部商業高校へ分離
４４年 ９月３０日 理科ビル（物理）竣工
４５年 １０月２６日 第 回新人高校野球大会優勝20
４６年 ３月２９日 第 回全国高校選抜野球大会で青森県代表（弘前高）を下す。県勢初勝利43

４月 ７日 仲宗根寛 第６代校長就任
４７年 ５月１５日 日本復帰により校名を琉球政府立から沖縄県立普天間高等学校に改称
４８年 ３月３１日 創立 周年記念式典並びに記念体育館落成式を挙行25

５月 ４日 復帰記念特別国体（若夏国体）で、本校がボクシング競技場となる。
７月 ４日 運動場整備工事（赤土の入れ替え）

４９年 ４月 ２日 理科ビル（地学）４教室増築工事竣工
５０年 ３月２７日 本館建設工事竣工

９月２８日 バスケットボール県選手権大会男子優勝
１１月 ３日 高校弁論大会 優秀賞受賞、全国大会派遣

５１年 ３月１４日 第１回日米交換学生 名派遣10
５月２９日 育友会を普天間高等学校ＰＴＡと改称する。
６月 ２日 バスケットボール男子夏季大会優勝

５２年 １月２６日 九州地区図書館協議会主催、学校図書館コンクール優秀賞受賞
４月 １日 玉城啓佐 第７代校長就任

５３年 ３月 １日 第 回（定時制第 回）卒業式30 19
４月 ７日 第 回入学式31
９月 ２日 第５回沖縄県高等学校野球夏季大会優勝

５４年 ４月 ６日 第 回沖縄県高等学校春季野球大会優勝26
１０月１４日 第 回体育祭10

５５年 １１月２８日 第 回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表会 優秀賞24
４月 １日 世嘉良栄 第８代校長就任

５６年 １１月１４日 Ａ棟、Ｂ棟竣工
５７年 ６月１１日 水泳プール、柔剣道場竣工



- -2

５８年 ３月１２日 創立 周年記念式典、記念会館落成（普養館）35
２５日 グラウンド及びテニスコート竣工
３１日 被服科廃科（卒業生総数 名）899

４月 １日 嘉納専英 第９代校長就任
７月１３日 本校生徒会献血功績により厚生大臣表彰

５９年 ２月１９日 全国空手道選抜沖縄大会 男子団体組手：優勝
３月 １日 定時制廃課程式典（卒業生総数 名）1,294

１０月３０日 渡り廊下架設工事竣工
６０年 １月２１日 本館前アスファルト舗装工事竣工（県費）

４月 １日 新里光弘 第 代校長就任10
５月１７日 校舎のアラーム警備を開始

６１年 １１月 １日 沖縄県高等学校新人体育大会卓球女子団体優勝
６２年 １月１１日 小橋川杯争奪高校選抜バスケットボール大会 女子優勝

３月１３日 周年期成会よりマイクロバス、体育館舞台幕の寄贈35
４月 １日 嘉手川正盛 第 代校長就任11

６３年 ３月 ８日 第 回卒業式40
平成

元年 ４月 １日 宮城宏茂 第 代校長就任12
６月 ２日 沖縄県高等学校総合体育大会 卓球男女団体優勝
９月３０日 全沖縄高等学校バスケットボール大会 女子優勝

１０月 １日 第 回学園祭10
１１月 ４日 高校生による生物科学展 優良賞受賞「ソリザヤノキの観察」
１２月 ３日 高校卓球選手権大会 男女団体優勝

２年 １月１４日 小橋川杯争奪高校生選抜バスケットボール大会 女子優勝
１０月 ９日 第 回体育祭13

３年 ６月 １日 沖縄県高等学校総合体育大会 卓球男女団体優勝
９月２７日 県高校バスケット選手権大会 女子優勝

27･28日 第９回文化祭～輝く歴史を永遠に～
４年 ４月 １日 稲福盛正 第 代校長就任13

６月 １日 県高校総合体育大会 卓球女子団体優勝
１０月 ３日 第 回学園祭11
１１月 ２日 県高等学校新人体育大会 卓球男女団体優勝

５年 ３月 １日 第 回卒業式45
４月 ７日 第 回入学式46

１０月 ３日 第 回体育祭14
３０日 高等学校新人体育大会 卓球女子団体優勝、バスケットボール女子優勝

６年 ３月２９日 Ｃ棟竣工
４月 １日 岸本定治 第 代校長就任14
５月２７日 沖縄県高等学校総合体育大会 卓球男女団体優勝
９月 県高校卓球選手権大会 男女団体優勝

県高校バスケットボール選手権大会 女子優勝
第 回全九州高校音楽コンクール県予選 優秀賞(佐渡山安哉)18

１０月 全日本卓球選手権大会ジュニア県予選 優勝(饒平名文和)
第 回文化祭10

１１月 １日 県高等学校新人体育大会 卓球男女団体優勝
第５回県高校演劇コンクール 優秀賞、主演男優賞（仲村 稔）
第 回九州高等学校演劇コンクール 優秀賞36

７年 ４月 １日 比嘉得正 第 代校長就任15
６月 ２日 県高等学校総合体育大会 卓球男子団体優勝、男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・ｼﾝｸﾞﾙｽ

剣道個人（下地央剛 、水泳（我喜屋薫 、陸上（成底綾乃）） ）
９月３０日 第 回学園祭12

１０月 第 回沖縄図画作文書道コンクール43
書道 優秀賞（銘苅幸子･斉藤夢津美･新垣美由紀･知念美樹）

８年 ５月３１日 高校総合体育大会 男子卓球ダブルス優勝（與那覇隼人･豊見山両亮二）
男子新体操優勝（金城智久 、男子漕艇シングルスカル優勝（高橋健二））
男子水泳 バラフライ優勝（我喜屋薫）100m

６月２３日 全国高文連囲碁大会沖縄県予選 個人優勝（山田睦子）
９月１８日 本校創立 周年記念事業購入計画の学校バス納品50

２４日 全国高等学校決勝弁論大会群馬大会 特別賞（儀間彩子）
１０月 ６日 第 回体育祭（於 県総合運動公園）15
１０月２８日 第８回沖縄県高等学校書席大会 優秀賞(県教育長賞)崎浜みゆき
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９年 ３月 １日 第 回卒業式49
４月 ７日 第 回入学式50

県高校総体優勝 新体操個人総合(金城智久)ﾎﾞｰﾄ女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ(宮里明子･玉城知佳)５月３０日
８月２６日 第 回全国高校生スピーチコンテスト（北陸大学主催）特別賞（比嘉斉子）11
９月２１日 第 回沖縄県高等学校空手道選手権大会 個人型優勝（伊佐あゆ美）13

１０月 ４日 普天間祭（第 回文化祭）11
２５日 平成 年度国民体育大会（大阪国体） 少年女子卓球、少年女子バスケット9

１１月 １日 平成 年度高校新人体育大会 漕艇 総合優勝9
８日 創立 周年記念式典挙行（普天間塾・校歌碑除幕・記念式典・祝賀会）50

２２日 第 回県高校書席大会 教育長賞(新城亜希子)9
（ ）１０年 ３月 １日 第 回卒業式 普通科男子 名 女子 名 家政科女子 名 計 名50 199 220 37 456

４月 １日 瀬名波快侑 第 代校長就任16
２７日 海邦国体記念卓球大会 女子 団体優勝

５月２９日 平成 年度沖縄県高校総合体育大会 総合成績８位（女子４位）10
７月３１日 全国高校総体出場 女子テニス、女子卓球、女子空手、女子ボ－ト
８月 ９日 高文連全国大会出場 吹奏楽部

１０月 ３日 第１回舞台祭 テ－マ「今、解き放とう限りなき若者の創造力」
３１日 第 回全国高等学校弁論大会(國學院)全国都道府県教育委員長賞(運木千里)48
３１日 第 回沖縄県民体育大会 女子ボートシングルスカル優勝（樋口亜里沙）50

ダブルスカル優勝（石原・宮里）
１１月 ６日 演劇コンク－ル 優秀賞 「帰郷」 （九州大会出場）

２２日 九州大会女子テニス ベスト４（全国大会へ）
２３日 沖縄県・福建省中・高校生スポ－ツ交流派遣 卓球４名
２７日 第 回小中高校生創作文コンクール金賞（翁長美智子）1

１１年 １月２９日 第 回全九州高等学校新人卓球選手権大会出場 卓球男女団体32
２月１３日 第 回沖縄青少年科学作品展 県知事賞21
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）51 159 237 396

３１日 第１回普天間高等学校吹奏楽部定期演奏会 宜野湾市民会館
５月３０日 高校総体 成績男女総合７位 卓球ダブルス男女優勝 シングルス男子優勝

漕艇競技女子総合優勝 テニス女子団体優勝 女子ダブルス優勝
１０月 ３日 第 回体育祭16

２０日 第３回普天間塾
１１月 ５日 ボート新人大会 女子団体 優勝 女子ダブルスカル優勝（伊佐、竹﨑）
１２月２２日 沖縄県高等学校 家庭クラブ研究発表 校長協会長賞 受賞

１２年 ３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）52 161 224 385
４月 １日 喜久里幸雄 第 代校長就任17
６月 ４日 高校総体 女子テニス団体優勝

２４日 Ｇ８高校生サミット参加（平村武昭･小谷依子･屋良明奈）
９月１５日 県高校音楽コンテスト 金管独奏金賞（上原千草）

２９日 第 回文化祭 統一テーマ「 世紀 後の晩餐」12 20
１０月 日 県新人陸上競技大会 三段跳び優勝（宮城護）1

１７日 高校生デザイングランプリ グランプリ受賞（崎山槙子）2000
２３日 県高校新人大会 空手道競技 女子団体形 優勝 テニス競技 女子団体優勝

１１月１８日 第４回普天間塾
２５日 全九州高校空手道新人大会（長崎県）女子団体３位
２６日 県テニス選手権大会 女子シングルス優勝（松野いずみ）

１３年 ３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）53 179 211 390
４月 ７日 第 回入学式（ 名）54 440
６月 １日 水難事故防止標語の部優勝（沖縄県警察本部長賞）具志堅勝尚
８月 ２日 全国高校総合体育大会 女子テニス部出場（熊本県）
８月 ６日 全国高校総合文化祭弁論部門出場（福岡県） 前田加那子

８日 全国高校総合体育大会ボート競技参加（熊本県）伊佐光代、上江洲美奈子
９月 ４日 みやぎ国体夏季大会 セーリング競技少年の部出場 吉田零士

２９日 第２回舞台祭「 世紀 初の上演・普天間３２ｐｌｅｘ」21
１１月 ３日 県高校新人体育大会 テニス 女子団体優勝（３連覇）

１７日 第５回普天間塾
２２日 第 回全国高校テニス九州大会（長崎県）女子テニス部出場24
２４日 全九州高校空手道新人大会（宮崎県）女子空手道部出場

１４年 ２月１６日 第 回全沖縄児童生徒書き初め展 学校賞（高等学校で本校のみ受賞）40
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）54 181 209 390
４月 ８日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）55 227 214 441
５月 １日 ジュニアゴルフ 高校の部 優勝 （伊佐専禄）
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１４年 ６月 ６日 県高校総体 ﾎﾞｰﾄ競技女子優勝(吉武佳穂） 女子テニス団体優勝（４連覇）
７月 ９日 第 代校長喜久里行雄退職17

１０日 宮良行雄 第 代校長就任18
８月 ７日 第 回全国高校総合文化祭、美術工芸、書道部門、吹奏楽部県代表で出場26
９月２８日 第 回体育祭（沖縄市営陸上競技場）17

１１月 ５日 第 回沖縄県高校新人卓球競技大会女子団体優勝（全国大会出場権獲得）20
１３日 全国高等学校料理コンテスト 優秀賞 松本真澄
１６日 第６回普天間塾

１５年 １月２１日 第２回那覇市世界遺産登録記念全国コンテスト 俳句大賞（久志充）
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）55 220 215 435
４月 ７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）56 208 232 440
５月３１日 県高校総体 ボート競技（シングルスカル）優勝（吉武佳穂）
７月１８日 体育館・プール感謝式

２６日 第 回沖縄高等学校演劇夏季研究大会 創作脚本賞 金城大志10
８月１５日 平成 年度「児童・生徒平和メッセージ」 優秀賞絵画（土田碧）15
９月２７日 第 回文化祭13

１０月 ７日 体育館・プール起工式
１１月 ３日 県高等学校新人体育大会 ボクシングバンタム級優勝（大田竜義）

１４日 第７回普天間塾
１２月２６日 平成 年度九州高等学校生徒理科研究発表大会 優秀賞 地球科学部15

１６年 ３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）56 190 241 431
１８日 管理棟増改築起工式
２５日 体育館・プール竣工

４月 １日 具志堅宏清 第 代校長就任19
７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）57 180 260 440

６月 １日 県高校総体総合体育大会 ボクシング競技（バンダム級）優勝（大田竜義）
７月２９日 第 回 沖縄県吹奏楽コンクール 金賞44
８月 １日 第28回全国高等学校総合文化祭

書道部門 文化連盟賞(古堅めぐみ）ビデオメッセージ部門文化連盟賞
９日 平成16年度児童・生徒の平和のメッセージ（絵画） 優秀賞（知念奈峰子）

９月１７日 第28回沖縄県高等学校総合文化祭弁論大会 優秀賞（高江洲美奈子）
１８日 第28回沖縄県高文連囲碁将棋秋期大会 （将棋の部）団体優勝

１０月 ８日 新管理棟竣工
２５日 第３回舞台祭

１１月１０日 第52回全琉図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ 優秀賞書道(我如古亜矢)、絵画(亀谷香子)
１２日 第８回普天間塾
２５日 体育館、管理棟落成記念式典・祝賀会

１２月１３日 第16回沖縄県高等学校席上揮毫大会 高文連会長賞（新垣舞）
特別賞呉竹精昇堂賞（我如古亜矢 、特別賞仿古堂賞（比嘉敦子））

１７年 １月 ８日 第 回沖縄県吹奏楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 金賞 ｸﾗﾘﾈｯﾄ八重奏 ｻｸｿﾌｫﾝ四重奏29
２月２３日 校訓碑建立
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）57 219 219 438
４月 ７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）58 184 257 441
６月 ３日 第52回ＮＨＫ杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ沖縄大会（研究発表部門） 優秀賞

１８日 第 回九州高文連福岡大会 席上揮毫大会優秀賞(新垣朋美) 奨励賞(比嘉敦子)11 、
２３日 第 回平和メッセージ展図画の部 優秀賞３年（前泊美知）15

７月２１日 第 回 杯全国高校放送コンテスト全国大会（全国） 準優勝 ﾗｼﾞｵ番組52 NHK
「 」 「 」部門 はるかなるﾆﾗｲｶﾅｲ 制作奨励賞 ﾃﾚﾋﾞ番組部門 消された明日

２７日 第 回全国高等学校総合文化祭青森大会（全国）29
器楽管弦楽部門 文化連盟賞（儀間あんな） 優秀賞 書道部門（新垣舞）

１０月 １日 第 回体育祭18
３１日 平成 年度県高等学校新人体育大会 卓球男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝（末吉裕貴）17

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ女子個人優勝(仲村誉里子) 水泳 ・ 平泳ぎ優勝(岩﨑翔平)200 100m m
１１月 ９日 第 回全琉小中高校図画作文書道コンクール 書道： 優秀賞（屋宜由希奈）53

散文： 優秀賞（前泊美知） 韻文： 優秀賞（島袋鈴奈）
第 回九州高校放送コンテスト沖縄県大会 優秀賞（ラジオ番組部門）29

１１日 第９回普天間塾
１５日 第 回九州高等学校弁論大会長崎大会 優良賞（國吉佳央梨）55
１８日 運動場整備工事 着工

１２月１２日 第 回沖縄県高等学校席上揮毫大会 文化連盟会長賞（佐喜眞悠香）17
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１８年 １月２３日 沖縄県高等学校文化連盟活動賞 放送部
１９日 第 回国民体育大会冬季大会スキ－競技会 呉屋高士61

３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）58 208 225 433
４月 ７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）59 189 211 400

２９日 第 回海邦国体記念高校卓球大会 団体戦男子Ａ優勝22
５月２５日 沖縄県高校総合体育大会 卓球男子団体優勝、女子団体優勝

水泳男子平泳ぎ ｍ・ 優勝（岩崎翔平）100 200m
７月１７日 全九州高等学校体育大会(佐賀県)水泳競技 男子平泳ぎ２位（岩崎翔平）

２７日 第 回ＮＨＫ杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門・制作奨励賞53
第 回沖縄県高等学校演劇夏季研究大会 優秀賞 演劇部13

８月１４日 第 回全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 放送部29
２３日 全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選男子シングルス優勝（宮里志成)
２９日 第 回文化祭14

１０月１３日 沖縄県高等学校新人体育大会 陸上競技 女子走り高跳び優勝（高江洲望)
２７日 平成 年度県高等学校新人体育大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ男子優勝 卓球男子団体優勝18

（ ） （ ）卓球男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝 宮里志成 卓球男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝 宮里志成・當山史弥
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾌﾗｲ級 優勝（上原行雲）水泳男子平泳 優勝（岩崎翔平）100/200m

１１月 ４日 第 回県高校総合文化祭演劇部門（県高校演劇研究大会） 優秀賞「親子」30
演技賞（金城新、米須久仁子）

１５日 第 回全琉小・中・高図画・作文・書道ｺﾝｸｰﾙ54
書道 優秀賞（仲宗根早紀）作文 韻文の部 優秀賞（島袋鈴奈）

１２月１７日 第 回九州高校演劇研究大会 優秀賞一席「親子」48
第 回沖縄県高等学校席上揮毫大会 県高文連会長賞（我如古茜）18

１９年 １月２７日 第 回沖縄県高等学校書道展 県教育長賞（我如古茜）18
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女 子名 計 名）59 175 264 439

１６日 第 回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会出場（静岡県）25
２３日 第１回春季全国高等学校演劇研究大会（フェスティバル０７）出場

３月２８日 第 回全日本リコーダーコンテスト高校生の部四重奏28
金賞（松堂彩可･具志堅義也･名城智美･大城華奈恵）徳山賞（長嶺利華子)

４月 １日 比屋根充 第 代校長として前原高校校長から就任20
７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）60 186 214 400

５月 ６日 第８回全九州高校春季男子ソフトボール大会３位
沖縄県高文連囲碁将棋夏季大会 将棋の部女子個人 優勝（仲田琴絵）
沖縄県陸上競技選手権大会兼国体選考会 女子走高跳び優勝（高江洲望）

６月 １日 沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合７位 卓球男子団体優勝
（ ） （ ）卓球男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝 宮里志成 卓球男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝 宮里志成・當山史弥

（ ） （ ）水泳男子平泳 優勝 岩崎翔平 陸上女子走高跳び優勝 高江洲望100 200/ m
２４日 第 回九州高文連美術工芸書道写真展 書道部門第３席（仲宗根早紀）13

７月２２日 平成 年度全九州高校体育大会水泳競技男子 平泳ぎ２位（岩崎翔平）19 200m
８月１３日 平成 年度児童生徒の平和メッセージ図画部門 優秀賞（金城愛香）19
９月１２日 第 回沖縄県高校音楽ｺﾝﾃｽﾄ金賞 ﾋﾟｱﾉ独奏(金城凌) 打楽器独奏(名城智美)36

２２日 沖縄県高校新人体育大会陸上競技大会 男子八種競技優勝（滝川譲）
第４回舞台祭

１１月 ４日 沖縄県高校新人体育大会水泳競技 男子平泳 ･ 優勝（前川駿太）100m 200m
１７日 第 回普天間塾。創立 周年記念講演・式典・祝賀会11 60

１２月１５日 第 回西日本読書感想画ｺﾝｸｰﾙ 優秀賞（吉原柚花）51
普天満宮へ美術部制作巨大絵馬奉納

２０年 ２月１３日 第 回沖縄県高等学校書道展 県教育長賞１位（伊佐睦実）19
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）60 182 253 435
３月１０日 美ら島沖縄総体２０１０ スローガン 毛筆 優秀賞（新垣愛夏）
４月 ７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 合計 名61 171 229 400

、 （ ）６月 ４日 県高校総体 卓球女子団体優勝 女子個人戦ダブルス優勝 仲宗根菜･川崎南組
女子個人戦シングルス優勝（仲宗根菜 、陸上男子 種競技優勝（滝川譲）） 8
水泳個人平泳 ･ 優勝(前川駿太 、新体操個人総合優勝(木崎頌子)100 200m ）

２２日 内閣府主催平成 年「アジア青年の家」参加決定（山里アリフ）20
７月１０日 高校生ちゅらマナーアップ運動ポスターｺﾝｸｰﾙ 優秀賞（金城亜里朱）

２４日 第 回沖縄県吹奏楽コンクール パートの部 金賞48 A
８月 ６日 第 回全国高等学校総合文化祭ぐんま大会に吹奏楽部（ 名）32 55

将棋の部（仲田琴絵・仲本咲貴） 書道の部（比嘉美香子）出場
９月２０日 高文連主催囲碁将棋秋季大会 将棋の部 優勝（仲田琴絵）

２７日 第 回体育祭19
２８日 卓球全日本選手権大会ｼﾞｭﾆｱの部県予選 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(仲宗根菜月) 年連続2
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２０年 １１月 ４日 平成 年県高校新人体育大会 卓球団体男女アベック優勝 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(仲20 、
宗根・川崎組)、女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝、新体操 個人総合優勝(玉城南)、
陸上男子 優勝(新田翔太)、男子 種競技 優勝（仲村渠雄介）400m 8

１２月１１日 第３回文字・活字文化大賞 県教育長賞（東江本樹）
２２日 第 回西日本読書感想画コンクール自由図書の部 優秀賞（吉原柚花）52

２１年 ２月 １日 第２回歴史能力検定 世界史１級、日本史２級合格（加藤峻） ※全国初
１５日 第 回沖縄県リコーダーコンテスト四重奏の部 金賞（全国派遣）28

32 20 V２２日 第 回新報旗争奪卓球総合団体選手権大会 女子優勝 ※ 年ぶり
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 合計 名）61 189 209 398
４月 １日 石嶺伝勇 第 代校長就任21

７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）62 173 227 400
５月 ９日 第 回沖縄県高等学校総合文化祭囲碁・将棋夏季大会 将棋の部33

女子団体優勝（安次嶺莉奈･東優花･仲田琴絵） 個人優勝（仲田百合絵）
３０日 平成 年度沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合４位 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女子優勝21

新体操団体優勝・個人優勝(玉城南)、女子卓球団体優勝、ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(仲宗根
菜月)、ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(仲宗根・川崎)、水泳 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝（當山翔太）400m
陸上 優勝（新田翔太）400m

６月２１日 第 回九州高文連美術・工芸・書道・写真展大分大会15
書道部門揮毫大会 優秀賞（護得久未来） 奨励賞（松川真琴）

３１日 全九州高等学校体育大会 女子バスケットボールベスト８
７月２９日 第 回全国高校総合文化祭三重大会 美術工芸(吉原柚花)、書道(伊佐真紀子)33

( 女子個人(仲田百合絵・渡慶次彩希)将棋女子団体 仲田琴絵・東優花・安次嶺莉奈)、
３０日 平成２１年度全国高等学校総合体育大会 女子バスケットボール２回戦進出

８月 １日 第 回全国高等学校総合文化祭 書道部門 文化連盟賞（伊佐真紀子）33
（ ） （ ）９月１７日 第 回沖縄県高等学校音楽ｺﾝﾃｽﾄ金賞 ｸﾗﾘﾈｯﾄ 赤嶺有衣 ﾌﾙｰﾄ 津崎この38

１８日 沖縄県高等学校新人体育大会 陸上女子走幅跳優勝(豊里さより)、水泳男子
個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(當山翔太)、卓球男子団体・女子団体優勝、男子ｼﾝｸﾞﾙｽ400m

優勝(友寄隆也)、女子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(仲宗根菜月)、男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(友寄・伊志
、 、 （ ）嶺組) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(仲宗根・川崎) 新体操女子団体・個人優勝 玉城南

・ 日 第 回文化祭19 20 15
１０月 ４日 全日本卓球選手権一般シングルス県予選 男子優勝（友寄隆也）
１１月１５日 第 回全九州高等学校空手道新人大会 男子個人組手３位（比嘉弘輝）29

２２日 第 回沖縄県民体育大会 新体操女子団体優勝、個人総合優勝（玉城南）61
１２月 ５日 第 回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト クラリネット八重奏金賞34

１３日 第 回全九州高校新人卓球選手権大会 女子団体第５位(全国大会出場権獲得)43
１７日 第 回西日本読書感想画コンクール 自由図書の部 優秀賞（吉原柚花）53
２１日 第 回沖縄県高等学校席上揮毫大会 高文連会長賞（松川真琴）21

２２年 １月３１日 第 回沖縄県高等学校書道展 県教育長賞(宮城令以奈)21
３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 計 名）62 186 213 399
４月 ７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 計 名）63 169 231 400
５月２９日 平成 年度沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合４位 新体操団体優勝22

卓球女子団体優勝・ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(仲宗根菜月)、卓球女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(仲宗根･
狩俣組)、卓球男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(友寄隆也)、ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(禱達仁・仲村怜真)
水泳男子 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(當山翔太)、水泳女子 自由形・ 個400m 800m 400m
人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(田中瑞穂)(いずれも県新記録)、 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ優勝(前川真利奈)100m

個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(金城咲希)200m
６月１２日 第 回沖縄県高等学校ＩＴ選手権大会団体優勝、個人部門優勝(名嘉眞彩)3

１６日 第 回「児童・生徒の平和メッセージ展 ・詩部門 優秀賞（名嘉司央里)20 」
１９日 全九州高等学校総合体育大会卓球競技女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ３位(仲宗根・狩俣組)
２３日 沖縄全戦没者追悼式典において「平和の詩」朗読(名嘉司央里)

７月２８日 美ら島沖縄総体２０１０開会式「公開演技 「式典音楽」出演」
大会出場競技：新体操・卓球・空手道・水泳・陸上

９月１７日 第 回県高校音楽コンテスト ｻｸｽﾌｫｰﾝ金賞(西平ゆえ)39
ﾘｺｰﾀﾞｰ独奏金賞(砂辺絢斗)、独唱金賞(新垣さくら)、ﾘｺｰﾀﾞｰ三重奏金賞

１８日 第 回県高文連囲碁・将棋大会女子個人優勝(仲田百合絵)34
１９日 県高校新人大会水泳競技女子 ・ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(田中瑞穂)、女子200m 400m

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ優勝(前川真利奈)、男子 ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(當山翔太)200m 400m
９月２５日 第５回舞台祭

１０月１６日 県高校新人大会空手道競技男子団体組手優勝、個人組手優勝(比嘉弘輝)
１７日 全九州高校新人大会(水泳競技)女子 ・ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(田中瑞穂)200m 400m
３０日 県高校新人大会 卓球男子団体優勝・ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(仲村怜真)・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(友寄

・仲村組)、卓球女子ｼﾝｸﾞﾙｽ(狩俣道世)・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(金城・比屋根組)
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２２年 １１月１２日 第 回普天間塾14
第 回全九州高校空手道新人大会男子団体組手３位、個人組手３位(比嘉弘輝)30

１２月１８日 第 回県吹奏楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ ｸﾗﾘﾈｯﾄ重奏金賞35
１９日 第 回全九州高等学校新人卓球選手権大会男子学校対抗３位44

２３年 １月 ４日 第 回桃太郎杯全国高校錬成大会男子個人組手ﾍﾞｽ８(比嘉弘輝)24
１６日 タイムス杯総合卓球選手権大会男子優賞(友寄隆也)、女子優勝(狩俣道世)
２０日 第 回全国学生俳句大会(高校生の部)特選(名嘉司央里)41

２月 ６日 第 回新報杯争奪総合団体卓球選手権大会男子優勝、女子優勝(２年連続)34
※男子 年振りの高校生優勝32

県吹奏楽ソロコンテスト サクスフォン金賞(新里遼)
第 回沖縄県リコーダーコンテスト独奏部金賞(砂辺絢斗)30

３月 １日 第 回卒業式（男子 名 女子 名 合計 名）63 189 209 398
４月 ７日 第 回入学式（男子 名 女子 名 合計 名）64 182 218 400

１７日 第 回玉友杯ﾃﾆｽ大会 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝（佐伯波音・宮城李奈）40
５月 ７日 第 回沖縄県高文連囲碁将棋大会（将棋） 個人優勝（仲田百合絵）35

３１日 平成 年度沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合３位 卓球［男子団体・女23
子団体優勝、男子ｼﾝｸﾞﾙｽ・女子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(友寄隆也)(狩俣道世)、男子ﾀﾞﾌﾞﾙ

］、 ［ 、ｽ・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(友寄・仲村)(比嘉・狩俣) 空手道 男子団体組手優勝
男子個人組手優勝(比嘉弘輝) 、ﾃﾆｽ女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(佐伯・宮城)、水泳男子］

個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(當山翔太)、女子 ・ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(田中瑞穂)400m 200 400m
６月１９日 第 回九州高文連熊本大会 書道部門優秀賞（安里萌・桑江美海）17
７月１０日 全九州高等学校体育大会空手道大会 男子団体組手３位

２２日 第 回全九州空手道選手権大会少年男子個人組手３位（比嘉弘輝）37
２６日 第 回沖縄県吹奏楽コンクール 金賞51

８月 ２日 全国空手道選手権大会男子個人組手ベスト 高校生代表選手（比嘉弘輝）16
柊第 回沖縄県ジュニアゴルフ選手権大会 優勝 古波津21

３日 第 回全国高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 文化連盟賞（徳山優）35
（ ）１９日 平成 年度全国高等学校総合体育大会 女子 個人ﾒﾄﾞﾚｰ７位 田中瑞穂23 400m

(新里遼)、 (砂辺・９月１６日 第 回高等学校音楽ｺﾝﾃｽﾄ 金賞 木管楽器独奏 器楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ40
翁長・嘉手納・渡名喜)、 (桃原優奈)、 (島袋美南海)打楽器独奏 優秀伴奏者賞

(屋良美鈴) (徳元１８日 県高校新人大会 陸上女子走高跳優勝 、水泳男子 背泳優勝50m
将太郎) (當山龍太) (田、男子 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝 女子 ・ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝400m 200 400m、
中瑞穂) 新川祐実 (前川真利奈)、 （ ）女子 ・ 平泳優勝 女子 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ優勝50 100m 200m、

２５日 第 回体育祭20
第７回全日本障害者空手道競技大会 女子聴覚障害の部優勝(安里愛梨)

１０月１７日 県高校新人体育大会 空手道男子個人組手優勝（大浦将裕）
２９日 第 回全琉小中高校図画・作文・書道ｺﾝｸｰﾙ59

創作文の部 優秀賞(梅田裕海) 作文(散文)の部 優秀賞(儀間さくら)
３０日 県高校新人体育大会 新体操女子団体優勝、女子個人優勝(金城あいり)、

１０月３０日 卓球［男子団体・女子団体優勝、男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(仲村怜真)、女子ｼﾝｸﾞﾙｽ優
勝(狩俣道世)、女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(比屋根・狩俣)］

１１月 ４日 第 回高等学校総合文化祭 美術・工芸部門優秀賞（渡慶次利奈・宮城夏実)35
１１日 第 回普天間塾15
２０日 第 回全国選抜高校ﾃﾆｽ大会・九州地区大会女子団体３位34
２７日 第 回沖縄県民体育大会新体操競技 女子団体総合優勝63

１２月１２日 競泳ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ東京 女子 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 位(田中瑞穂)県新記録FINA 2011 400m 10
１８日 第 回全九州高等学校新人卓球選手権大会 男子団体４位(全国大会出場決定)45
２５日 第４回秋季高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会優勝 優秀選手賞（比嘉のはら）

２４年 １月２１日 沖縄県高等学校春季空手道大会 男子団体優勝
第 回 ｶｯﾌﾟ杯争奪総合大会 新体操団体優勝21 OTV

１月２３日 平成 年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞表彰23
八田えりな【囲碁・将棋部門】仲田百合絵 【美術・工芸部門】

１月２８日 第 回沖縄県リコーダーコンテスト独奏部金賞(砂辺絢斗)、三重奏金賞31
１月３０日 年度沖縄県児童生徒等表彰【スポーツ活動部門(個人)】安里愛梨2011
２月 ５日 第 回沖縄児童生徒書き初め展 優秀賞(川上さくら)50
３月 １日 第 回卒業式（ 男子 名 女子 名 合計 名 )64 173 227 400
４月 １日 與那嶺由紀子 第 代校長就任22

９日 第 回入学式（ 男子 名 女子 名 合計 名 ）65 195 205 400
４月１５日 第 回女子高校春季ソフトボール大会 優勝48
５月２６日 ジャパンオープン 女子 ｍ個人メドレー５位(田中瑞穂)県新記録2012 400
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２４年 ６月 ３日 平成 年度沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合２位 女子総合２位24
卓球［男子団体・女子団体優勝、女子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(狩俣道世)、男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(仲村・川崎)(狩俣・比屋根) 空手道 男子個人組手優勝(大］、 ［
浦将裕) 、水泳[男子 ｍ自由形優勝(外間俊)、男子 ｍ背泳ぎ優勝(徳元］ 50 100
将太郎)、男子 ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ(當山龍太)、女子 ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ・ ｍ個400 200 400

)、人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(田中瑞穂)、女子 ｍ平泳ぎ・ ｍ平泳ぎ優勝(新川祐実100 200
女子 ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ(前川真利奈)、女子 ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ優勝(田中・前川・新川200 400
・嘉納 ]、陸上[女子走髙跳び優勝(後間秋穂)])

６月１６日 全九州高等学校体育大会 卓球 女子シングルスベスト８(狩俣道世)
)７月 １日 第 回ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ 大会高校男子の部優勝(比嘉大志・大城幸也24 OKINAWA2012

)８日 第 回沖縄県青少年中国語スピーチコンテスト高校生の部優秀賞(翁長美月1
)１４日 全九州高等学校体育大会水泳競技 女子 ･ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝(田中瑞穂200m 400m

)１５日 全九州高等学校体育大会空手道競技 男子個人組手２位(大浦将裕
)第 回高等学校演劇夏季研究大会 団体 優秀賞 演技賞(長嶺華子19

第 回全九州空手道選手権大会少年男子団体組手 位・個人組手 位(大浦将裕)２２日 38 2 3
３１日 第 回沖縄県吹奏楽コンクール 金賞52

８月 １日 全国高校総体空手道競技男子個人組手ﾍﾞｽﾄ 高校代表選手(大浦将裕)16
、 、全国高校総体出場 卓球 男子団体・女子団体 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ・女子ｼﾝｸﾞﾙｽ(仲村

川崎)(狩俣、比屋根)、男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ(仲村・川崎、知念・仲宗根)
(狩俣・比屋根) 陸上 女子走り高跳び(屋良美涼)

)１９日 全国高等学校総合体育大会水泳競技女子 個人ﾒﾄﾞﾚｰ３位(田中瑞穂400m
（全国高校総体沖縄県勢初の競泳競技表彰台）

)９月 ８日 第 回沖縄県高等学校対抗秋季陸上競技大会 女子走高跳優勝(後間秋穂27
)９日 沖縄県高等学校新人大会水泳競技大会 男子 自由形優勝(外間俊100m

)、 )男子 背泳ぎ優勝(徳元将太郎 女子 ・ 平泳ぎ優勝(嘉納愛里50m 50m 100m
) )１２日 第 回高等学校音楽ｺﾝﾃｽﾄ 金賞 ﾋﾟｱﾉ独奏(島袋美南海 木管独奏(大屋ひな子41 ,

器楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ(宮城・金武・神元・新垣・砂辺 ﾘｺｰﾀﾞｰ独奏･金管独奏(ﾄﾗﾝﾍﾟｯ)、

)ﾄ)(砂辺絢斗
)１６日 第 回国民体育大会(ぎふ清流国体)女子 個人ﾒﾄﾞﾚｰ５位(田中瑞穂67 400m

１０月 １日 第 回文化祭 統一テーマ「瞬間は来た！増税！？ロンドン五輪！？マヤの予16
と き

言！？違うだろ～っ！普天間高校文化祭イン２０１２」
)１１日 全九州高等学校体育大会新人陸上競技 女子走高跳３位(後間秋穂

)１３日 第 回末弘杯全九州高等学校新人水泳競技 女子 平泳ぎ優勝(嘉納愛里74 50m
１５日 沖縄県高等学校新人体育大会

自転車競技[ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ優勝、 速度競争優勝(成海大地 ]4km )

１１月 ３日 卓球[男子学校対抗優勝、 仲宗根朝也 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝(仲男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝( )、

)]宗根朝也・中村廉)、新体操[女子個人総合優勝(金城みのり
６日 沖縄県高等学校対抗ゴルフ大会 団体の部優勝

１０日 全日本卓球選手権大会県予選ｼﾞｭﾆｱの部 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝(中村廉 ､ 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ)

優勝(泉川香雪)
１６日 第１６回普天間塾

)１７日 第 回文字・活字文化大賞 県青少年意見文･小論文ｺﾝﾃｽﾄ 優秀賞(安里香菜7
２０日 第 回沖縄県青少年育成大会 善行青少年県知事賞(親川友里)33
２５日 沖縄県民体育大会新体操競技 個人総合優勝(金城みのり (渡慶次沙生)) ﾌｰﾌﾟ優勝、

)ツールド・おきなわ 山岳賞(成海大地2012 First Sprint
１２月 ８日 第 回いのちと献血俳句コンテスト 俳句部門 文部科学大臣賞(野底渓)7

１２日 全九州高校新人卓球大会 男子団体 通算 回出場表彰20
)１５日 第 回全国高等学校文芸コンクール 俳句部門 優秀賞(野底渓27

第 回沖縄県吹奏楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 金賞 金管八重奏(前田・金城・金武・津波37
)・平安山・當山・又吉・島袋

１６日 第 回全九州高校新人卓球選手権大会 男子学校対抗７位(全国大会出場決定)46
２５年 １月２４日 平成 年度沖縄県高等学校文化連盟活動表彰 器楽・管弦楽部門(砂辺絢斗)、24

美術・工芸部門(宮城夏実 文芸・図書部門(野底渓)) 、

)３０日 第 回全沖縄児童生徒書き初め展 優秀賞(大城志保・神里ひとみ51
)２月 ６日 平成 年度沖縄県児童生徒等表彰 文化活動部門(野底渓24

９日 第 回沖縄県ﾘｺｰﾀﾞｰｺﾝﾃｽﾄ金賞 四重奏(金武・神元・平安山・宮城)32
( )全日本大会県代表

３月 １日 第 回卒業式（ 男子 名 女子 名 合計 名 )65 166 228 394
３月２４日 全国高校選抜卓球大会(北海道大会) 男子卓球部出場
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２５年 ４月 ８日 第 回入学式（ 男子 名 女子 名 合計 名 ）66 172 228 400
４月１９日 遠足（１年サンセットビーチ ２年トロピカルビーチ ３年美ら ビーチ）SUN
６月 １日 平成 年度沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合４位 男子総合３位25

卓球[男子団体優勝、男子ダブルス優勝(仲宗根・中村)、男子シングルス優勝
(中村廉)]、空手道[男子個人組手優勝(大浦将之)、新体操[リボン１位(金城み
のり)、水泳[男子 ｍ自由形１位(外間俊)、男子 ｍ背泳ぎ１位(徳元将太50 100
郎、女子 ｍ自由形１位(大城沙月)、陸上(七種競技１位(榮野川友)50

６月１３日 平和学習 映画「ひまわり （沖縄市民会館）」
６月１６日 全九州高等学校総合体育大会第 回全九州高等学校陸上競技大会南九州地区大66

会 女子走高跳び１位(後間秋穂)
７月１３日 第 回高等学校演劇夏季研究大会 団体 優秀賞20
７月１４日 第 回九州高文連美術・工芸・書道・写真展 展示、揮毫大会[書道展示部門19

優秀賞(神里ひとみ)、席上揮毫大会優秀賞(神里ひとみ)]
７月２３日 第 回沖縄県吹奏楽コンクール 金賞53
７月２８日 平成 年度全国高校総合体育大会 卓球[男子団体優勝(仲宗根朝也、中村廉、25

比嘉秀充、比嘉秀成)、女子ダブルス出場(泉川香雪、宮城悠月)]、空手道[男子
個人組手出場(大浦将之)]、陸上[女子走髙跳び出場(後間秋穂)]、自転車[ﾎﾟｲﾝﾄ
ﾚｰｽ、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ出場(成海大地)]

７月３１日 平成 年度全国高等学校総合文化祭参加 写真部門(中野拓人)、演劇部門生徒25
講評委員(銘苅有紗)

９月 ８日 平成 年度沖縄県高等学校新人体育大会 第 回沖縄県高等学校新人水泳競25 31
技大会 水泳[男子 自由形１位(外間峻) ｍバタフライ１位(大城沙月)]50m 100、

９月１３日 第 回沖縄県高等学校音楽コンテスト ﾘｺｰﾀﾞｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ金賞(宮城正吏、富島梨42
亜、宮里美穂、花城宇)、木管独奏の部金賞(大屋ひな子) ｷﾞﾀｰ独奏の部金賞(松
川駿真）

９月２０日 平成 年度沖縄県高等学校新人体育大会陸上競技大会 女子七種競技１位(榮野25
川友)

９月２１日 第 回舞台祭 統一テーマ「Ｆノミクスで舞台改革 規制緩和だから全員来て6
ね！ｉｎ普天間高校～オレはまだまだ青二才、だけど開催 舞台祭 ！」yeah

９月２１日 第 回沖縄県高文連囲碁・将棋秋季大会 将棋の部男子団体優勝、将棋の部男37
城間永世)子個人優勝(

１０月２８日 平成 年度沖縄県高等学校新人体育大会自転車競技 学校対抗総合第２位 ｲﾝ25
、 、 、ﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ１位 ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ１位 ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ１位1km 3km

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ１位(成海大地)16km
１０月２８日 第 回全琉小・中・高図画作文書道コンクール 散文 優秀賞( 書61 玉城卓澄)

東江凉乃)道 優秀賞(
１１月 ４日 平成 年度沖縄県高等学校新人体育大会卓球競技 学校対抗 男子優勝 男子シ25

ングルス１位(比嘉秀充)、男子ダブルス１位(比嘉秀充・中村廉)
比嘉翔子・長義晴香・島１１月１０日 第 回全九州珠算選手権大会高校一般の部 団体優勝(32

袋千咲)

１１月１１日 第 回普天間塾17
２６年 ３月 １日 第 回卒業式 男子 名 女子 名 合計 名66 180 216 396

（ ） （ ）３月２１日 第 回全国高等学校選抜自転車競技大会 熊本大会 ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ８位 成海大地37
４月 １日 下地敏洋 第 代校長就任23
４月 ７日 第 回入学式 男子 名 女子 名 計 名67 161 240 401


