
学校沿革概要

昭和50年 6月19日 沖縄県立南風原高等学校設置方針を定める。（沖縄県教育委員会）
11月 1日 職員人事発令 初代校長 宮里 毅 沖縄工業高等学校長より

昭和51年 4月10日 開校式 第１回入学式（男258 女190 計448名）
昭和53年 4月 9日 県高校春季野球大会優勝 5月3日九州大会（大分県）へ出場

9月30日 校歌制定（作詞 新潟県長岡市 小高友一氏 作曲 本校教諭 伊敷勝次氏）
昭和54年 7月22日 第61回全国高等学校野球選手権沖縄大会準優勝
昭和56年 4月01日 第２代校長 運道 武三 就任
昭和57年 1月11日 全国図書館協議会主催 第27回青少年読書感想文コンクール優秀賞・毎日新聞社賞（３年大城しのぶ）
昭和58年 4月01日 第３代校長 馬上 義雄 就任
昭和60年11月 1日 創立10周年記念式典 記念誌発行
昭和61年 4月01日 第４代校長 宮良 信賢 就任
昭和63年12月24日 児童生徒科学展 最優秀賞 生物クラブ
平成元年 4月01日 第５代校長 比嘉 定俊 就任

11月27日 全国高校生パソコンソフトコンテスト パソコン大賞受賞
平成 2年 6月18日 全九州高校総合体育大会新体操個人総合優勝 津波古要（３年）

8月 8日 全国高校総合体育大会 新体操男子個人総合優勝 津波古要（３年）
12月22日 全国高校生 パソコンコンテスト グランプリ賞受賞
4月18日 セミナーハウス「南風館」落成式並びに祝賀会

8月3日～7日 第16回全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞（郷土芸能部門）吹奏楽部
平成 3年 4月01日 第６代校長 金城 忠信 就任
平成 5年 6月26日 全九州高校総体（熊本県） バドミントン団体男子準優勝（沖縄初）

女子ベスト8進出 個人ダブルス・ベスト４（久米・大城）
8月 4日 全国高校総体（バドミントン）女子ダブルス・ベスト16（久米・大城）シングルス・ベスト16（久米）
8月24日 全国高文祭（美術工芸部門）入賞 金城智恵美（３年）

平成 6年 4月 1日 第７代校長 国吉 真介 就任
4月 7日 平成６年度入学者よりコース制【文理（普通 特進）体育 郷土文化 教養】実施

平成 7年12月02日 創立20周年記念式典及び祝賀会（期生会よりマイクロバス･ワゴン車各1台寄贈）
平成 8年 4月 1日 第８代校長 上原 秀雄 就任

11月17日 九州高校弁論大会 優良賞 津波古さくら（３年）
平成 9年 1月16日 郷土文化コース発表会（組踊り「花売りの縁」他）那覇市民会館
平成10年 4月01日 第９代校長 源 啓祐 就任
平成11年 4月01日 第10代校長 宮里 景眞 就任
平成12年 4月 4日 火の国杯争奪全九州選抜ソフトテニス大会 団体 準優勝

11月20日 アジアスポーツ交流事業（バドミントン福建省へ派遣）11月30日まで
12月24日 全九州高校選抜ソフトテニス大会 団体男子優勝 個人 ２位 神谷智 外間大介組

平成13年 4月 2日 第13回九州高校選抜ソフトテニス火の国旗大会 男子団体準優勝
7月22日 九州高校ソフトテニス大会男子団体優勝
10月21日 第５回琉球古典音楽二揚選奨 最優秀 神谷大輔

平成14年 1月27日 全九州高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 48kg級優勝 大城みさき（ﾄｰﾀﾙ 132.5㎏）
2月 2日 全国商業高等学校協会主催 當真美香１級（３冠：簿記 ワープロ コンピュータ利用技術）
4月01日 第11代校長 神谷 育雄 就任
8月 4日 全国高等学校女子選手権 ウエイトリフティング 48kg級優勝 大城みさき

平成15年 2月18日 全国商業高等学校協会主催 城間香１級（３冠：簿記 ワープロ コンピュータ利用技術）
8月11日 第27回全国高等学校総合文化祭 郷土芸能部門（福井県） 優良賞 「歓待の舞」 郷土芸能部
9月11日 「朝の読書」開始

平成16年 2月 5日 全国商業高等学校協会主催 卒業生成績優秀者表彰 金城裕太
3月 1日 全国高等学校体育学科連絡協議会会長賞 眞境名和明
9月25日 日韓交流レスリング競技大会 松本茂 日本代表

平成17年 2月28日 全国高等学校体育学科連絡協議会会長賞 新垣栄太 松本茂
全国商業高等学校協会主催 卒業生成績優秀者表彰 森田みなみ

4月 1日 第12代校長 長浜 和子 就任
7月23日 第７回全国高校女子ウエイトリフティング競技選手権大会（京都市）

69kg級２位 宮平奈美子 58kg級３位 小渡沙也乃 48kg級６位 新垣恵利奈
11月01日 創立記念行事 「校訓碑除幕式」 「生き生きセミナー」
11月05日 県高校総合文化祭郷土芸能部門 優秀賞「歓待の舞」全国大会へ派遣

平成18年 1月15日 第14回全九州高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 ＋105kg級 優勝 中村慎喜
69kg級 優勝 宮平奈美子（２年）(ｽﾅｯﾁ78kg ｼﾞｬｰｸ95kg ﾄｰﾀﾙ173kg いずれも大会新)

7月04日 体育館入館式
8月 6日 第30回全国高校総合文化祭（京都大会） 郷土芸能部門 優秀賞並びに文化庁長官賞
8月23日 第8回全国ウェイトリフティング高校女子選手権 69kg級:優勝 宮平奈美子
8月30日 トライアスロン アジア選手権ジュニア日本代表 与那嶺和
9月29日 第１回 学校祭「はじけろっ！！一致団結ＢＡＬ高祭」 舞台発表 展示発表(30日まで）
10月10日 第61回のじぎく兵庫国民体育大会出場・ウェイトリフティング少年男子105Kg超級:優勝 仲村慎喜
11月 5日 秋田わかすぎ国体記念杯ウェイトリフティング女子競技会 63kg級：優勝 棚原貴恵

平成19年 3月11日 平成18年度JOCオリンピックカップ第27回全日本ジュニアウェイトリフティング選手権大会
女子63Kg級：優勝 宮平奈美子(スナッチ・トータルで日本高校記録）

4月 1日 第13代校長 識名 昇 就任
6月 2日 県高校総体 ボクシングモスキート級優勝:大城聖都

ウェイトリフティング女子団体優勝 63㎏級優勝:宮里諒子
9月15日 第31回沖縄県高文連囲碁将棋秋季大会 女子団体優勝

10月3･6日 県高校新人大会 ボクシングモスキート級 優勝:大城聖都
平成20年 5月19日 第32回沖縄県高等学校文化連盟囲碁・将棋夏季大会 女子団体：優勝

5月30日 県高等学校総合体育大会 ・ボクシングモスキート級:優勝 大城聖都（3年）（九州大会出場）
7月24日 第35回九州ジュニアテニス選手権大会（16歳以下） シングルス：優勝 金城充
9月18日 第32回沖縄県高等学校総合文化祭 囲碁・将棋秋季大会 女子団体：優勝

9月20日～22日 第35回沖縄県高等学校新人陸上選手権大会 男子棒高跳：優勝 山城祐介
11月 1日 平成20年度沖縄県高等学校新人体育大会



・新体操競技男子個人：優勝 大濱康紀 ・レスリング 個人戦 96kg級：優勝 根間拓斗
平成21年 1月10日 第14回全沖縄高等学校ソフトテニス選手権大会 個人：優勝 仲眞由樹・砂川恵太郎

1月25日 平成20年度県高校新人大会サッカー競技・優勝
4月 4日 第38回春季少年少女テニス大会 ダブルス優勝：金城充（九州大会出場）
4月12日 第39回天沼杯テニス大会 優勝：金城充(３年)
5月29日 県高等学校総合体育大会 総合16位（男子12位 女子24位）

・レスリング 74kg級：１位 宮城雅貴(３年)(九州・全国大会出場)
・陸上 男子棒高跳：優勝 山城祐介(３年)(九州・全国大会出場)
・新体操 大濱康紀(２年)(九州・全国大会出場)

7月 5日 全商協ワープロ実務検定合格 １級：屋良有香・前田佳洋（３年）
8月29日 第24回高等学校対校秋季陸上競技大会

男子棒高跳び：１位 山城祐介(３年) 女子棒高跳び：１位 富盛梨菜(１年)
9月～11月 第88回全国高校サッカー選手権大会沖縄県予選 優勝(全国大会出場)
10月31日 平成21年度沖縄県高等学校新人大会

・ソフトテニス男子 団体戦：優勝 個人戦：1位 吉浜真・新垣智大(2年)
・新体操：１位 大濱康紀(２年)

11月 7日 第33回沖縄県高等学校総合文化祭 仲宗根菊乃(平成２２年度九州高等学校総合文化祭派遣)
第20回沖縄県高等学校郷土芸能大会 優秀賞「八福の舞」平成22年度全国高等学校総合文化祭派遣
第33回沖縄県高等学校総合文化祭美術工芸部門・平面（絵画）の部：優秀賞 仲宗根菊乃（２年）

平成22年 1月24日 全商協 簿記検定 １級：宮城勝太（３年）
4月 1日 第14代校長 中村 孝夫 就任
5月29日 県高等学校総合体育大会 総合25位（男子21位 女子35位）

・陸上競技 やり投げ：優勝 吉田逸希 ・新体操 個人総合優勝：大濱康紀（３年）
7月 4日 全商協主催ワープロ実務検定合格 １級：青葉莉奈（３年） 生盛志帆（３年） 大城莉実（３年）
7月28日 平成22年度全国高等学校総合体育大会「美ら島沖縄総体2010」総合開会式公開演技(2年・郷土芸能部)
8月 2日 第34回全国高等学校総合文化祭宮崎大会 郷土芸能部門：文化連盟賞（郷土芸能部）

器楽・管弦楽部門：文化連盟賞（石原幸枝３年 屋冨祖萌２年）
9月15日 第39回沖縄県高等学校音楽コンテスト

（金管楽器独奏部門）金賞：屋冨祖萌（２年）（声楽独唱部門）金賞：狩俣淳樹（２年）
9月26日 全商協情報処理検定合格 １級：照喜名葉月（２年）
11月28日 全商協ワープロ実務検定合格 １級：國吉真汰・砂川大地・玉城あかね（３年）

平成23年 1月14日 平成22年度キャリア教育優良教育委員会・学校、企業及び団体等文部科学大臣賞被表彰
1月30日 『第54回西日本読書感想画コンクール』 最優秀賞（文部科学大臣賞）：新里大（３年）
2月 5日 第36回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト トランペット独奏 金賞：屋冨祖萌（２年）
5月27日 県高等学校総合体育大会 総合17位（男子９位 女子40位）

・新体操 男子個人総合優勝 喜瀬智成（３年）（九州、全国大会出場）
・サッカー 優勝 南風原高等学校 （九州、全国大会出場）

6月19日 第122回珠算・電卓実務検定試験 １級 運天叶奈・照喜名葉月（３年）
7月 3日 第44回ワープロ実務検定試験

１級 新垣禎章（２年） 運天叶奈・具志堅はずき・桑江桃子・仲里舞香（３年）
9月 2日 第1回守禮之邦民謡コンクール 最高賞 賀数佳子（２年）
9月16日 沖縄県高等学校新人体育大会（陸上競技）

男子ハンマー投げ 優勝 大城良樹（２年）（南九州大会出場）
女子七種競技 優勝 金城葉奈 （南九州大会出場）

9月25日 第45回情報処理検定試験 １級 仲間貴史（３年）
10月29日 沖縄県高等学校新人体育大会 ・新体操 男子個人総合優勝 崎原佑史（２年）
11月 3日 第35回全九州高等学校音楽コンクール（金管楽器部門） 金賞・グランプリ賞 屋冨祖萌（３年）
11月 5日 第22回沖縄県高等学校郷土芸能大会 演目「八福の舞」 優秀賞 南風原高等学校
11月13日 第123回珠算・電卓実務検定試験 １級 山城凌哉・金川千尋・神里未来・知念彩乃（３年）

平成24年 1月28日 沖縄県高等学校新人体育大会 サッカー競技 優勝
2月29日 全国商業高等学校長協会 卒業生成績優秀者表彰 照喜名葉月（３年）

全国商業高等学校長協会 三種目以上１級合格者表彰 照喜名葉月（３年）
4月 1日 第15代校長 山田 保 事務長 伊禮 理 他２２名就任
4月20日 JOCジュニアオリンピックカップ2012年度全日本ジュニアレスリング選手権大会

グレコローマンスタイル42kg級 ２位 福里光
6月 1日 県高等学校総合体育大会 総合20位（男子11位 女子43位）

・ボクシング ライトウェルター級１位 上原拓哉（２年）（九州・全国大会出場）
・陸上競技 女子 ７種競技１位 金城葉奈（３年）（南九州大会出場）
・レスリング 55kg級３位 佐々木冬磨（２年） 66kg級２位 石川勇摩（３年）（九州大会出場）

74kg級３位 長田敦希（３年） 学校対抗戦 ３位
・新体操 ロープ １位 崎原佑史（３年）２位 前黒島智之（２年）３位 具志堅海輝（２年）

リング １位 崎原佑史（３年）２位 前黒島智之（２年）３位 金城宏和（２年）
男子個人総合 １位 崎原佑史（３年）２位 前黒島智之（２年）３位 金城宏和（２年）
男子団体 優勝（崎原・前黒島・金城・具志堅）

7月 1日 第46回ワープロ実務検定試験 １級 新垣聖愛（２年）大城果穗（３年）
7月13日 第１回実用英語技能検定準２級 國頭まい 久貝華保（３年）
8月29日 NTT西日本杯全沖縄高等学校ソフトテニス大会 男子団体戦 ２位
11月 4日 第23回沖縄県高等学校郷土芸能大会 演目「御根引ちぬ御祝」優秀賞（全国大会出場）
11月 4日 第14回識名園歌会（学生の部）沖縄テレビ社長賞(優秀賞）宮良財（２年） 入選2名
11月10日 第9１回全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会 準優勝
11月20日 第33回沖縄県青少年育成大会 （善行青少年）県知事賞 上里春香（２年）
12月23日 第49回沖縄県高校ボクシング競技選手権大会 ライト級 １位 上原拓哉（２年）
12月24日 2013年ＪＯＣジュニアオリンピック九州地区予選会

カデットの部 グレコローマンスタイル42㎏級 優勝 福里光（１年）
平成25年 3月17日 第19回沖縄県高等学校ボクシング春季大会 ライトウェルター級１位 上原拓哉（２年）

4月22・23日 2013年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニアレスリング選手権大会
男子カデットの部グレコローマンスタイル42㎏級３位 福里光（２年）

6月 1日 沖縄県高等学校総合体育大会
・ソフトテニス 男子団体第３位(全国総体出場)
・レスリング 60㎏級１位 佐々木冬磨(３年 全国大会出場) 50㎏級２位 福里 光（２年）



・新体操 男子団体 優勝 南風原高等学校
男子個人総合 優勝 前黒島智之（３年 全国大会出場） ２位 金城宏和（３年）

３位 具志堅海輝(３年) 仲村和也(２年)
ロープ １位 前黒島智之 ２位 仲村和也 ３位 金城宏和
クラブ １位 前黒島智之 ２位 金城宏和 ３位 具志堅海輝

・卓球 女子ダブルス１位 大城桃子（３年） 大城愛乃（２年）全国大会出場
女子シングルス２位 大城桃子（３年）

・バドミントン 男子団体３位
6月 4日 沖縄県高等学校陸上選手権大会兼南九州地区予選大会 男子総合２位 フィールドの部男子２位

男子棒高跳１位 内間未羅之（３年） ２位 山田和輝（２年）３位 中村光児（３年）
男子走高跳３位 津波大樹（２年） 男子110Ｍハードル３位 屋宜孝志（２年）

第66回 全国高等学校陸上競技選手権大会南九州地区予選
男子棒高跳２位 内間未羅之(３年) ３位 中村光児(３年)男子フィールドの部３位
男子走高跳３位 津波大樹(２年) ３名全国大会出場

6月14日 第１回沖縄県高等学校郷土芸能ソロコンテスト
・三線部門金賞 大畑彩香 桃原菜美花(３年) 石嶺愛莉(２年)
・琉球舞踊部門金賞 平良順一郎(３年)※特別賞：高文連会長賞も同時受賞

金賞 仲宗根杏樹(３年) 銀賞 神里麻理亜(３年)
6月30日 第48回ビジネス文書実務検定試験

１級 崎原用大（２年） １級（速度部門）神山鈴（他２年２名） 我如古優果（他３年３名）
7月14日 バドミントン全日本ジュニア選手権県予選

シングルス準優勝 知念隼人(２年) ダブルス第３位 知念隼人(２年)上原尚仁（１年）ペア
7月19日 全国グレコローマンスタイル選手権大会県予選(レスリング)

60㎏級１位 佐々木冬磨(３年) 50㎏級２位 福里 光(２年)
7月31日 第37回全国高等学校総合文化祭長崎大会 演目「御結婚ぬ御祝」 郷土芸能部35名出演

第１回漢字検定 ２級 城間理央(３年) 宇良啓太(３年)
準２級 備瀬珠帆(２年) 新垣守羅(２年) 津波古ともる 古我知美晴(３年)

小渡裕貴 富田絵美瑠 島龍夢原基司 佐久本敬太(３年)
國吉葉月 當間裕也 稲福政洋 新城愛里(３年)

9月11・13日 第42回沖縄県高等学校音楽コンテスト
独唱男子の部 金賞 仲村渠智也(１年) 木管 独奏の部 クラリネット 金賞 山城翔太(２年)

9月22日 第50回全商協会主催情報処理検定
２級 喜舎場秀章 與那覇恵 森山奈美（２年）、大城優梨 桑江姫生 城間友花（２年）

糸洲朝晴 具志堅海輝 平良盛治 小田咲綾 玉城はるか 仲嶺侑芽 比嘉みずき（３年）
11月24日 第49回ビジネス文書実務検定試験

１級（速度部門）富盛未聖、諸見里磨人、島袋有加、津波古ともる、赤嶺美月（３年）
玉城裕真（２年）

２級 大田咲綾、神里直希（３年）
12月25日 第50回沖縄県高等学校ボクシング選手権大会

ピン級１位大河原龍也(２年)ライトウェルター級２位上原拓哉(３年)ウェルター級３位真境名星七(２年)
第23回OTVカップ争奪総合体操競技大会 団体総合１位
個人総合１位 仲村和也（２年） ２位 高原飛夢（２年） ３位 中村剛（２年）

第61回全琉小中高校図画作文書道コンクール
書道 優良賞 伊敷航平 伊佐泉美 伊佐美波（１年） 創作文 優良賞 岩崎冴佳（３年）

第38回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 管打八重奏 銅賞
第１回パレードコンテスト郷土芸能部門部長賞 金賞

平成26年 2月 8日 警察庁主催「命の大切さを学ぶ教室作文コンクール」 警察庁長官官房長賞 山城由佳(3年5組)
4月 1日 第16代校長 棚原 秀則 事務長 嘉手苅 幸美 他12名就任
5月31日 県高等学校総合体育大会（～6月4日まで)

・陸上競技男子フィールドの部２位 男子総合３位 砲丸投１位 我那覇孝之助
走高跳２位 津波大樹 110ｍＨ２位 屋宜孝志 棒高跳１位 石新航洋 ３位 山田和輝

・ソフトテニス男子団体３位 ・ボクシング ピン級１位 大河原龍也
・レスリング 55㎏１位 徳比嘉一仁 50㎏２位 福里光
・卓球女子シングルス２位 大城愛乃
・新体操男子 個人総合１位 仲村和也 ２位 高原飛夢 ３位 中村 剛
・バドミントン 男子団体２位 ダブルス位（知念隼人・上原尚仁、田場盛吾・新里智司）

女子団体３位 ダブルス２位（與儀美羽・前田志織）シングルス３位 與儀美羽
6月14日 第２回高校生郷土芸能ソロコンテスト

三線部門：金賞（高文連会長賞）：小谷優希 金賞：井上京香 銀賞：兼箇段翔
舞踊部門：金賞（高文連会長賞）：宮崎花澄 金賞（県立芸術大学長賞）：山里優美

銀賞：大城万理奈
7月 6日 第１回英語検定２級 シェン・シンユウ 第１回漢字検定２級 桃原里奈 準２級 高良正人
7月13日 バドミントン ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会県予選

・男子ダブルス優勝(新里智司・田場盛吾）２位(上原尚仁・伊良皆文珠）３位(津波古悠・高江洲快登)
・男子シングルス優勝 上原尚仁 ２位 新里智司
・女子ダブルス優勝 與儀美羽・前田志織 ・女子シングルス２位 與儀美羽 ３位 前田志織

7月27日 第38回全国高等学校総合文化祭茨城県大会 パレード部門 グッドパレード賞受賞 郷土芸能部35名出演
8月16日 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３位 ・男子個人２位 伊佐常志・濱口京平
11月15日 第14回高校生フォーラム17才からのメッセージ 金賞 宮﨑花澄
11月15日 第38回沖縄県高等学校総合文化祭第25回郷土芸能大会 優秀賞 演目「御結婚の御祝」郷土芸能部35名出演
12月25日 サッカー波布リーグ2014 １部ベストＤＦ新垣羽郷 優秀選手賞諸見一彰 ３部優秀選手賞小底初輝

平成27年 1月25日 第34回沖縄県リコーダーコンテスト
・四重奏 金賞 友利芽亜利・鳩間貴唯・松田真珠美・上原楓
・合 奏 金賞(全国派遣) 友利芽亜利・鳩間貴唯・上原楓・上原まりあ・松田真珠美・久手堅香織

2月 7日 警察庁主催 第4回「命の大切さを学ぶ教室 全国作文コンクール」
警察庁官房給与厚生課長賞 2年4組 大城梨莉「命どぅ宝」
県新人バドミントンダブルス大会 優勝 男子（上原尚仁・新里智司）

2月 9日 平成26年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞 ＜団体＞郷土芸能部
2月15日 第53回全沖縄児童生徒書き初め展 最優秀賞（津嘉山朝子）



金賞（新垣明子、大城海琴、當眞嗣竜、備瀬遥、伊佐美波、伊佐泉美）
第52回沖縄教育版画コンクール 特選（ 新垣綾平 ） 佳作（ 當山隆斗、照屋巧 ）

2月28日 体育コース閉コース式
・全国高等学校体育学科･コース連絡協議会 体育優秀生徒表彰 新垣羽郷、前黒島咲南(３年)
・沖縄県高等学校文化連盟活動賞表彰 宮﨑花澄（３年 郷土芸能部）

3月28日～30日 第36回全国リコーダーコンテスト高校の部 合奏 金賞（徳山賞）
友利芽亜利 鳩間貴唯 上原楓 松田 真珠美 上原まりあ 久手堅香織

4月26日 2015年度JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアレスリング選手権大会
男子カデットグレコローマンスタイリル54kg級３位 徳比嘉一仁

5月29日 県高等学校総合体育大会 （～6月2日まで)
・バドミントン男子 団体優勝 シングルス１位上原尚仁 ２位伊良皆文珠(３年) ３位新垣渉(２年)

ダブルス１位上原尚仁(３年)･新里智司(２年) ２位高江洲快登(３年)･田場盛吾(２年)
３位新垣渉･外間翔(２年) ３位津波古悠･伊良皆文珠(３年)
女子 団体３位 シングルス２位前田志織(２年) ３位與儀美羽(２年)

ダブルス１位前田志織･與儀美羽
・ソフトテニス 男子団体３位 濱口京平 伊佐常志 山城康成 赤山大空
・レスリング 55㎏１位 徳比嘉一仁 女子の部 55㎏１位 堀北千愛
・新体操男子 団体優勝 個人総合･ｽﾃｨｯｸ・ﾘﾝｸﾞ１位
・陸上 三段跳３位 海老沼勝輝

6月14日 第２回高校生郷土芸能ソロコンテスト三線部門：金賞（高文連会長賞）：宮城マナミ
金賞（県立芸術大学長賞）：新垣勝裕 銀賞：備瀬遥

舞踊部門：金賞（高文連会長賞）：仲村里央 金賞：志慶眞愛梨 銀賞：仲宗根真希
6月20日 九州高校総体

・バドミントン男子団体３位
・レスリング 女子の部 56㎏２位 堀北千愛

6月21日 第130回珠算・電卓実務検定試験（普通計算部門・ビジネス計算部門）
１級(電卓)新城来夏 ２級(電卓)仲里由莉奈・荷川取千夏

6月23日 危険物処理資格(乙種４類)取得 大城将寿
6月28日 第80回簿記実務検定試験 3級 内間美海
7月 4日 バドミントン ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会県予選

・男子シングルス 優勝 新垣渉 ２位 外間翔 ３位 田場盛吾
・男子ダブルス 優勝(新里智司・田場盛吾） ２位 新垣渉・外間翔
・女子シングルス 優勝 前田志織 ２位 與儀美羽
・女子ダブルス 優勝 與儀美羽・前田志織

7月 5日 第54回ビジネス文書実務検定試験 ２級 我喜屋夢可
7月21日 第55回沖縄県吹奏楽コンクールＡパート 銀賞
7月29日 第39回全国高等学校総合文化祭滋賀大会「器楽・管弦楽部門」文化連盟賞 久手堅香織（2年）
7月31日 第39回全国高等学校総合文化祭滋賀大会 郷土芸能部門「御結婚の御祝」

優秀賞・文化庁長官賞 受賞（郷土芸能部40名）
8月 6日 第25回沖縄県高等学校野外スケッチ大会優秀賞 備瀬遙(分教室3年)
8月11日 第11回南九州小編成吹奏楽コンテスト高等学校の部 金賞

きらめき賞 Saxパート 上原楓 鳩間貴唯 上原まりあ
8月16日 第31回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 55㎏級２位 徳比嘉一仁
9月 4日 第44回沖縄県高等学校音楽コンクール 器楽アンサンブルの部 金賞

管楽器独奏の部アルト･サックス 金賞 上原まりあ 独唱男子の部 金賞 仲村渠智也
独唱女子の部 金賞 上原ありさ

9月27日 第53回情報処理検定試験 ２級 大城拓也 安次富要 上原楓 真喜志康竜
10月31日 沖縄県高校新人大会

・バドミントン男子団体優勝 シングルス１位新里智司 ２位外間翔 ３位新垣渉･田場盛吾
ダブルス１位 新里智司･田場盛吾 ２位新垣渉･外間翔 （以上２年）

・バドミントン女子団体優勝 シングルス１位前田志織 ２位與儀美羽
ダブルス１位 前田志織･與儀美羽 ３位 高江洲七瀬･比嘉美紀 （以上２年）

・ソフトテニス 男子団体２位
・レスリング 男子 55㎏１位 徳比嘉一仁(２年)

女子の部 55㎏１位 堀北千愛(１年)
・新体操男子 優勝 個人総合･ﾘﾝｸﾞ･ﾛｰﾌﾟ１位 川端普斗(２年)２位 仲間勇気(１年)３位 白川喬平(１年)

11月 3日 第94回全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会３位
11月 7日 第39回沖縄県高等学校総合文化祭 第26回郷土芸能大会「ハーリー」 優秀賞受賞 郷土芸能部47名出演
11月15日 第52回全沖縄読書感想文・感想画コンクール 優秀賞 上原万季(１年)
11月21日 創立40周年記念式典
11月22日 第55回ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定１級 新城来夏、大城貴夢（３年）、岡村凜(２年)
11月22日 第３回沖縄県パレードコンテスト 金賞 郷土芸能専門部長賞受賞 郷土芸能部33名出演
12月18日 九州選抜バドミントン大会 男子 団体３位、ダブルス２位 新里智司・田場盛吾(２年)
12月25日 第26回ひむか杯2016年JOC九州レスリング予選会 女子の部３位 堀北千愛(１年)

平成28年 1月22日 第50回沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技男子 ３位
1月29日 平成27年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞 ＜団体＞郷土芸能部

＜個人＞安里郁乃（３年） 井上京香（３年）
1月30日 第35回沖縄県リコーダーコンテスト 吹奏楽部（重奏の部）６名 （合奏の部）７名

第37回全日本リコーダーコンテスト 全国大会派遣
2月 7日 平成27年度第51回全九州高等学校レスリング新人選手権大会

55kg級２位 德比嘉一仁(２年) 56kg級２位 堀北千愛(１年)
3月26日 全日本リコーダーコンテスト 合奏の部 金賞 四重奏の部 金賞
3月29日 平成27年度 全国高等学校選抜レスリング大会 55㎏級３位 徳比嘉一仁(２年)
4月 1日 第17代校長 大宮 廣子 教頭 屋宜 宣安 事務長 新城 薫 他14名就任

4月23～24日 第53回稲福杯争奪バドミントン選手権大会 女子団体準優勝
5月14日 第34回タイムス杯体操競技大会 １位 川端普斗(３年) ２位 仲間勇気(２年)
5月28日 県高等学校総合体育大会 開会式 （～6月1日まで)

・バドミントン 男子 団体優勝 シングルス１位 新里智司 ２位 外間翔 ３位 田場盛吾・新垣渉
ダブルス１位 新里智司･田場盛吾 ２位 新垣渉･外間翔
女子 団体優勝 シングルス１位 前田志織 ２位 與儀美羽



ダブルス１位 前田志織･與儀美羽
・レスリング 55㎏級１位 徳比嘉一仁 60㎏級２位 大城政竜 66㎏級２位 徳比嘉二仁

女子の部 60㎏級１位 堀北千愛 46㎏級３位 亀川優佳 学校対抗の部３位
・新体操男子 １位 川端普斗 ２位 仲間勇気 ３位 山城大輝

6月11日 第４回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト三線部門
県立芸術大学長賞：喜友名可奈子(３年）榮百合香(２年)

6月17～21日 全九州高等学校総合体育大会
・レスリング 56㎏級２位 堀北千愛

7月 3日 ビジネス文書実務検定１級 前花里緒 大城寿奈(２年)
7月 9～10日 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選

・男子シングルス３位 比嘉祐太
7月23日 第55回沖縄県吹奏楽コンクールＡパート 銀賞
8月 2日 第40回全国高等学校総合文化祭広島大会「器楽・管弦楽部門」文化連盟賞 上原ありさ（２年）

8月11～12日 第28回NTT西日本前沖縄高等学校ソフトテニス大会 男子団体３位 個人３位 高澤龍太郎・宜保一稀
9月 2日 第45回沖縄県高等学校音楽コンテスト 器楽アンサンブルの部 金賞(～4日)

管楽器独奏の部アルト･サックス 金賞 上原まりあ ボーカルアンサンブルの部 銀賞
9月10～11日 沖縄県高校新人バドミントン大会 シングルス３位 比嘉祐太

9月18日 OTVカップ争奪総合新体操競技大会 個人総合１位 仲間勇気
9月22日 第45回全沖縄県高校対抗ソフトテニス大会 団体２位
10月23日 新人新体操競技大会 個人総合１位 仲間勇気

10月22～24日 第62回沖縄県高等学校新人ソフトテニス競技大会 男子団体３位
10月26日 第64回全琉小・中・高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ （作文の部）優秀賞 赤嶺海都(１年)
10月29日 第６回群舞の祭典イヤサッサ踊らなinうちなーんちゅ大会 結大賞
10月29日 沖縄県高等学校新人体育大会（～11月1日）

・バドミントン男子 団体優勝 シングルス ２位久保仁儀 ３位比嘉祐太
ダブルス３位 比嘉祐太・新本健人

・ソフトテニス 男子団体２位 ダブルス３位金城重睦 富田英寿
・レスリング 全日本ジュニアレスリング日本代表 徳比嘉一仁

60㎏級１位 大城政竜 55㎏級１位 徳比嘉二仁
女子の部 60㎏級１位 堀北千愛 46㎏級１位 亀川優佳

・ボクシング バンタム級３位 仲宗根和紀(１年)
11月12日 第40回沖縄県高等学校総合文化祭 第27回郷土芸能大会 舞踊「ハーリー」優秀賞 郷土芸能部49名出演
11月13日 第68回沖縄県民体育大会レスリング競技県沖縄県レスリング選手権

66㎏級１位 徳比嘉一仁 60㎏級１位 徳比嘉二仁 84㎏級１位仲程生竜 66㎏級３位 大城政竜
女子の部60㎏級１位 堀北千愛

11月20日 第４回沖縄県パレードコンテスト 金賞並びに高文連郷土芸能専門部長賞受賞
11月27日 第57回ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定１級 神里優樹(３年) 金城媛子(３年) 我喜屋夢可(３年)
11月27日 第68回沖縄県県民体育大会 新体操 個人総合 クラブ・ロープ第１位 仲間勇気

11月29～30日 JOCジュニアオリンピック沖縄県予選レスリング大会
男子ジュニアの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 63㎏級１位 大城政竜 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 63㎏級２位 大城政竜
男子カデットの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 58㎏級１位 徳比嘉二仁 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 58㎏級１位 徳比嘉二仁

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 84㎏級３位 仲程生竜 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 84㎏級３位 仲程生竜
女子ジュニアの部 60㎏級１位 堀北千愛 46㎏級１位 亀川優佳

12月11日 第41回沖縄県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ管打楽器七重奏 銀賞 上原ありさ(２年)
12月17日 第53回沖縄県高等学校ボクシング選手権大会 バンタム級３位仲宗根和紀(１年）

平成29年 2月 3日 全九州高等学校レスリング新人選手権大会
55㎏級１位 徳比嘉二仁
女子の部 56㎏級３位 堀北千愛 46㎏級２位 亀川優佳

2月 5日 第36回沖縄県リコーダーコンテスト 合奏の部 金賞 第38回全日本リコーダーコンテスト派遣
2月25～26日 第47回沖縄県高校新人ダブルスバドミントン選手権大会

優勝 比嘉祐太・新本健人 ３位 久保仁儀・仲村渠大雅
3月 4～ 5日 第37回沖縄県選抜バドミントン選手権大会

男子ダブルス 準優勝 新里智司・外間翔
3月22～26日 第45回全国高等学校選抜バドミントン大会男子団体出場

3月26日 全日本リコーダーコンテスト 合奏の部 金賞
3月31日 定期人事異動 教頭 金城 優子 他18名 離任
4月 1日 教頭 安次富 利恵子 教頭 平良 浩希 他22名就任
4月 7日 始業式・第42回入学式(男子158名、女子151名、合計309名）

4月15～16日 第28回那覇南部地区高等学校バドミントン春季リーグ戦 男子団準優勝
4月21～23日 JOCジュニアオリンピックカップ大会全日本ジュニアレスリング大会推薦出場

58kg級 徳比嘉二仁(２年) 63kg級 大城政竜(３年) 女子59kg級 堀北千愛(３年)
4月23日 九州地区スプリング新体操競技 種目別シニアリボン６位 シニアフープ４位 神里妃名子(２年)
5月14日 第35回タイムス杯体操競技大会

個人総合１位 仲間勇気(３年) クラブ１位 ロープ１位 仲間勇気(３年)
5月21日 南風原高等支援学校開校記念講演 講師：高山恵子氏

「実力を引き出すための理解と支援～うまくいく条件を一緒に探しましょう～」
5月27日 県高等学校総合体育大会 開会式 （～5月31日まで)

・バドミントン 男子 団体優勝(３連覇) シングルス 準優勝 比嘉祐太(３年)
ダブルス３位 久保仁儀(３年)･仲村渠大雅(２年)
女子 団体準優勝 シングルス３位 前田葉月(１年)

・ソフトテニス 男子団体３位
・卓球 男子団体３位
・サッカー男子３位
・レスリング 55㎏１位 徳比嘉二仁(２年) 66kg２位 大城政竜(３年)
女子の部 60㎏１位 堀北千愛(３年) 46㎏１位 亀川優佳(２年)

・新体操男子 個人総合1位 仲間勇気(3年) ロープ1位 クラブ1位 仲間勇気(3年)
6月10日～11日 第５回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト

三線部門 金賞（高文連会長賞)生駒千枝(２年) 金賞 輿那嶺彩(２年）銀賞 当眞有佳梨(３年)
琉球舞踊部門 金賞（高文連会長賞）豊川想礼(３年) 金賞（県立芸術大学長賞）門口さゆか(３年)

銅賞 宮里さくら(３年)



6月13日 第27回児童生徒の平和のメッセージ展 図画部門
高等学校の部 優良賞 新垣江里(１年)

6月16日～19日 全九州高等学校体育大会バドミントン競技 男子団体ベスト８ 女子団体出場
男子ダブルス出場 久保仁義・仲村渠大雅
男子シングルス出場 比嘉裕太 女子シングルス出場 前田葉月

6月16日～20日 全九州高等学校総合体育大会
・レスリング 55㎏１位 徳比嘉二仁(２年) 56㎏１位 堀北千愛(３年) 46㎏２位 亀川優佳(２年)

6月18日 珠算・電卓実務検定１級 大城莉音(３年)
7月 1日～ 2日 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア バドミントン選手権大会県予選

男子ダブルス優勝 與儀七友･島颯社(１年)
男子シングルス優勝 島颯社(１年) ２位 仲村渠大雅(２年)
女子ダブルス３位 前田葉月･知念菜々美(１年) 女子シングルス２位 前田葉月(１年)

7月 2日 ビジネス文書実務検定１級 大城莉音(３年)
7月13日 ３学年性教育講演会 講師：笹良秀美氏「ライフプランニングと性の健康～幸せな関係のために～」
7月22日 第57回沖縄県吹奏楽コンクールＡパート 銀賞

7月22～23日 第43回那覇南部地区高等学校バドミントン１年生大会
女子シングルス優勝 前田葉月(１年） 準優勝 知念菜々美(１年） ３位 比嘉なぎさ(１年)

7月29～8月2日 全国高等学校総合体育大会レスリング競技 55㎏３位 徳比嘉二仁(２年)
7月31日 第26回りゅうぎん紅型デザインコンテスト 未来枠 優良賞 赤嶺耕平(２年)

7月31～8月2日 第41回全国高等学校総合文化祭宮城大会
パレード部門出演 郷土芸能部 器楽・管弦楽の部出場 仲村渠由梨(３年)

8月 3～ 4日 第29回NTT西日本全沖縄高等学校ソフトテニス大会 男子団体２位 Ｂチームの部１位
個人３位 高澤龍太郎(２年)・国吉晃輔(２年)

8月16～19日 第33回全国グレコローマンスタイル選手権大会 55㎏３位 徳比嘉二仁(２年)
8月26日 第１回那覇市長杯ソフトテニス大会 Ｂクラス男子優勝

9月 1～ 3日 第46回沖縄県高等学校音楽コンテスト ピアノ演奏の部 銅賞 島袋守史(１年)
木管独奏の部 銅賞 島袋莉音(２年) 独唱の部 銀賞 高良由紀乃(２年)
器楽アンサンブルの部 リコーダー四重奏金賞 伊禮あやめ、高良由紀乃、森山美香、久手堅彩華(２年)
ボーカルアンサンブルの部金賞 上原ありさ(3年) 伊禮あやめ、高良由紀乃、知念麗羅、森山美香(２年)

久手堅彩花(２年) 吉田咲也花(１年)
9月 9～10日 第44回沖縄県高校新人シングルスバドミントン大会 男子優勝 與儀七友(１年) ３位 島颯杜(１年)

9月29日 第52回沖縄県高等学校英語弁論大会 第３位 玉城梨紗(３年)
10月13～16日 第72回国民体育大会岩手大会レスリング競技 55㎏３位 徳比嘉二仁(２年)

10月14日 平成29年度自転車鍵掛け甲子園 Cブロック 優勝
10月20日 第34回沖縄県商業高等学校英語スピーチコンテスト２位優秀賞 赤山夏香(３年)

10月22～27日 平成29年度グローバルリーダー海外短期研修事業「沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラム」
郷土芸能部門(ハワイ)参加 大城茉綸、生駒千枝、平田晴香、堀川裕貴(２年)

10月23日 第63回沖縄県高等学校新人ソフトテニス競技大会 男子団体３位
10月28日 沖縄県高等学校新人大会（～10月31日）

・卓球 男子団体３位
・バドミントン 男子団体優勝(５連覇) シングルス １位島颯杜(１年) ２位與儀七友(１年)

ダブルス準優勝 富里柊斗・金城恒太(２年) ３位 島颯杜・與儀七友(１年)
・バドミントン 女子団体３位 シングルス ２位前田葉月(１年)
・新体操男子 個人総合１位 新垣大悟(１年) フープ２位 新垣大悟(１年)
・新体操女子 個人総合２位 神里妃名子(２年) フープ２位 ボール３位 神里妃名子(２年)
・レスリング 男子団体３位 60㎏１位 徳比嘉二仁(２年)

女子の部 46㎏１位 亀川優佳(２年)
10月31日 第65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 安里鈴音(１年) 新垣夏香（２年）
韻文の部 優秀賞 仲里康雄(３年) 前田優花(３年)

11月 8日 ３学年南風原町まちづくりプランニング ８講座 講師９名
11月12日 珠算・電卓実務検定１級 大城茉依、親川菜々、前花里緒、上里有里果、大城寿奈(３年)

11月18～19日 JOCジュニアオリンピック沖縄県予選レスリング大会
男子ジュニアの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 60㎏級１位 徳比嘉二仁(２年) 84kg級２位 金城有吾(２年)

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 60㎏級１位 徳比嘉二仁(２年) 84kg級２位 金城有吾(２年)
女子ジュニアの部 46㎏級１位 亀川優佳

11月26日 朝日大学第33回高等学校英語弁論大会（岐阜県）３位（奨励賞）久保仁儀(３年)
ビジネス文書実務検定１級 親川菜々(３年) 石原里佳子(３年)

12月10日 第42回沖縄県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ管打楽器八重奏 銀賞 伊禮あやめ、森山美香、島袋莉音(２年)
高良由紀乃、知念麗羅、久手堅彩花(２年)、吉田咲也花、島袋守史(１年)

12月11日 第41回沖縄県高等学校総合文化祭郷土芸能部門 優秀賞(10年連続 通算21回)
12月17日 平成29年度第16回那覇南部地区高校サッカー大会 優勝
12月23日 全九州高等学校選抜バドミントン大会 男子団体出場
12月27日 第54回全沖縄青少年読書感想文感想画コンクール 優良賞 富永永遠(１年) 優良賞 新垣江里(１年)

平成30年
1月 4～15日 平成29年度第57回日米親善国際交流高校レスリング米国遠征 日本代表 徳比嘉二仁(２年)
1月13～14日 第43回那覇南部地区バドミントン新人ダブルス大会

男子優勝 富里柊斗・金城恒太(２年) 準優勝 島颯杜・與儀七友(１年)
女子優勝 前田葉月・知念菜々美(１年) ３位 津波古さくら(２年)・比嘉なぎさ(１年)

1月21日 第37回沖縄県リコーダーコンテスト 高校の部
独奏の部 銀賞 高良由紀乃(２年) 3重奏の部 銀賞 伊禮あやめ、島袋莉音、高良由紀乃(２年)
合奏の部 金賞 伊禮あやめ、森山美香、島袋莉音、高良由紀乃、知念麗羅、久手堅彩花(２年)

吉田咲也花、島袋守史(1年)、城間愛希子（高支1年)
1月26日 平成29年度沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技 ベスト４
2月 9日 沖縄県高等学校総合文化祭優秀賞連続10回（通算21回）受賞記念及び沖縄県立南風原高等支援学校開

校記念第12回南風原高等学校郷土文化コース・郷土芸能部公演 ～華やかに 奏でる・舞う・武る～
2月23日 実用英語技能検定２級 比嘉祐太（３年）
3月 1日 第40回卒業式

3月25～29日 第61回全国高等学校選抜レスリング選手権大会出場 徳比嘉二仁(２年)
3月25日 第39回全日本リコーダーコンテスト 金賞（４年連続）花村賞受賞



3月31日 定期人事異動 校長 大宮 廣子 教頭 屋宜 宣安 事務長 新城 薫 他11名離任
平成30年度

4月 9日 始業式・第43回入学式(男子164名、女子133名、合計297名）
4月12日 １年生研修(スタートアップハエバル）
4月20日 新入生歓迎スポーツ大会(バレーボール、サッカー、長縄跳び)

4月20～22日 JOCジュニアオリンピックカップ大会全日本ジュニアレスリング大会出場 58kg級徳比嘉二仁(３年)
5月14日 第36回タイムス杯争奪総合体操競技大会

男子個人総合１位 新垣大悟(２年) ２位 比嘉省吾(１年)
女子個人総合２位 神里妃名子(３年)

5月26日 県高等学校総合体育大会 開会式 （～5月30日まで) 総合成績17位(男子)
・バドミントン 男子団体優勝(４連覇)

ダブルス 優勝 島颯杜･與儀七友(２年) ３位 富里柊斗･金城恒太(３年)
シングルス 優勝 島颯杜(２年) ３位 富里柊斗(３年) 外間大悟(１年)
女子 団体３位
シングルス３位 前田葉月(２年)

・ソフトテニス 男子団体 ３位
ダブルス５位 喜屋武晴・国吉晃輔(３年) ７位 城間絵途・宮城武弘(３年)

・卓 球 男子団体 ３位
シングルス５位 平山良一朗(２年)

・レスリング 男子60㎏級優勝 徳比嘉二仁(３年)
女子46kg級優勝 亀川優佳(３年)

・新体操男子 個人総合１位 比嘉省吾(１年) ３位 新垣大悟(２年)
種目別ステェック１位 比嘉省吾(1年) ２位 新垣大悟(2年)

クラブ１位 比嘉省吾(１年) ３位 新垣大悟(２年)
6月 5日 平和集会(1･2校時）講師：新城俊昭氏「戦後73年 沖縄戦から何を学ぶか」
6月 7日 卒業生講話（同窓生講師24名･20業種）

6月 9～10日 第６回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト
三線部門 金賞 真壁洋太(３年) 平田明日香(３年) 銅賞 徳村愛理(３年)
琉球舞踊部門 銀賞 横田鈴奈(３年) 銅賞 鹿股小夏(３年) 新城みすず(３年）

6月13日 第28回児童生徒の平和のﾒｯｾｰｼﾞ展 図画部門優良賞 赤嶺耕平(３年)新垣江里(２年) 佳作 港川優香(２年)
6月16～17日 全九州高等学校総合体育大会

・卓球 男子シングルス出場 平山良一朗（２年）
・レスリング 男子60㎏級３位 徳比嘉二仁(３年) 女子46㎏級２位 亀川優佳(３年）
・バドミントン男子団体出場 男子ダブルス出場島颯杜・與儀七友（２年） 富里柊斗・金城恒太（３年）

男子シングルス出場 島颯杜（２年）富里柊斗（３年）外間大悟（１年）
女子団体出場 女子シングルス出場 前田葉月（２年）

6月17日 第136回珠算・電卓実務検定１級 宮里芹菜(３年) 新里樹里々(３年)
7月 1日 ビジネス文書実務検定１級 儀間和音(３年) 新里樹里々(３年)

7月 7～ 8日 JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会バドミントン競技県予選
男子ダブルス優勝 與儀七友･島颯社(２年)
男子シングルス優勝 島颯社(２年) ３位 與儀七友(２年) 津波古礼斗(１年)
女子ダブルス準優勝 前田葉月･知念菜々美(２年) 女子シングルス３位 前田葉月(２年)

7月12日 郷土文化コース２年校外実習「幼稚園実習：沖縄バージョン赤ずきん」南風原町立翔南幼稚園
7月13日 第２回校内英語発表コンテスト・郷土文化コース３年校外実習「歌碑巡り」中南部地区
7月18日 ３学年性教育講演会 講師：城間氏・笹良氏・百名氏・比嘉氏・我如古氏・喜瀬氏
7月22日 第58回沖縄県吹奏楽コンクールＡパート 銀賞

7月30～8月2日 平成30年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技 55㎏級３位 徳比嘉二仁(３年)
8月 3～8月9日 平成30年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 男子団体出場

男子ダブルス出場 島颯杜・與儀七友（２年）男子シングルス出場 島颯杜（２年）
8月 9日 第42回全国高等学校総合文化祭 器楽･管弦楽部門出演 森山美香(3年) 新垣美音・仲村渠恵美梨(1年)

郷土芸能部門出演「ハーリー」平田晴香・大城茉綸・鹿股小夏・津波古孝太・堀川裕貴・真壁洋太・
生駒千枝・伊集栞菜・神山紫音・新城みすず・根間彩奈・横田鈴奈・藏下来夢（3年）
田島吟・幸地怜菜・比嘉ひなた・大城美結・仲地美音・名嘉真蒼織・辺士名鈴愛・與那梨央菜・
髙嶺李乃・又吉由梨・阿嘉菜々子・嘉数芹花・神里凜音・金城あかり・宮地美咲（2年）
志喜屋佑衣・照屋叶音・山城星音（1年）

8月31～9月2日 第47回沖縄県高等学校音楽コンテスト ピアノ演奏の部 銅賞 島袋守史(２年)
金管独奏の部 銅賞 伊禮あやめ(３年) 独唱の部 銅賞 上原弥音(１年) 根間小粋(１年)
器楽アンサンブルの部 リコーダー八重奏 金賞 伊禮あやめ・高良由紀乃・森山美香

久手堅彩華・島袋莉音(３年) 吉田咲也花・島袋守史(２年) 崎江侑希(１年)
リコーダー独奏の部 銀賞 玉城利香(１年)

9月 8日 平成31年度全国高等学校総合体育大会南部九州総体2019 300日前ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｲﾍﾞﾝﾄ｢貫花遊び｣｢美ら島ｴｲｻｰ｣
9月 8～ 9日 第45回沖縄県高校新人シングルスバドミントン大会

男子優勝 與儀七友(２年) 準優勝 島颯杜(２年) ３位 外間大悟(１年) 女子３位 前田葉月(２年)
9月15～17日 第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

ダブルス出場 島颯杜・與儀七友（２年） シングルス出場 島颯杜（２年）
9月23日 第59回情報処理検定 １級 ビジネス情報部門 宮里芹菜(３年)

10月13～16日 第73回国民体育大会福井大会レスリング競技 60kg級３位 徳比嘉二仁(３年)
10月19日 第35回沖縄県商業高等学校英語スピーチコンテスト レシテーションの部 優良賞 上原弥音(１年)

レシテーションの部 出場 玉城幸有菜(１年) 弁論の部 出場 安里鈴音(２年)
10月20日 第42回沖縄県高等学校総合文化祭 郷土芸能部門「ハーリー」優秀賞(11年連続 通算22回)

10月20～21日 美術工芸部門 （立体部門）優良賞 赤嶺耕平(３年) （平面部門）優良賞 金城紅音(３年)
10月20～23日 平成30年度沖縄県高等学校新人大会バドミントン競技

男子団体優勝(６連覇) ダブルス準優勝 津波古礼斗・外間大悟(１年)３位 島颯社・與儀七友(２年)
シングルス 優勝 島颯社(２年) ３位 外間大悟(１年)

女子団体準優勝 ダブルス３位 前田葉月・知念菜々美(２年)
10月27日 平成30年度沖縄県高等学校新人大会（～10月30日）

・卓 球 男子ダブルス優勝 平山良一朗・髙江洲恭也(２年) シングルス２位 平山良一朗(２年)
・新体操男子 個人総合１位 新垣大悟(２年) ２位 比嘉省吾(１年)



・ソフトテニス 男子団体４位
10月29日 第66回全琉小・中・高図画作文書道コンクール

韻文の部 優良賞 仲村渠恵美梨(１年) 書道の部 優良賞 安里鈴音・金城はる奈(２年)
11月 8日 １学年大学出前講座 12講座 講師12名 ３学年南風原町まちづくりプランニング ８講座 講師８名
11月11日 第137回実務検定電卓１級 大城 真・富永永遠(２年)福田麻央・照屋玲(３年) 珠算１級宮里芹菜(３年)
11月18日 平成30年度朝日大学第34回高等学校英語弁論大会（岐阜県） 出場 蔵下来夢(３年)
12月 5日 平成30年度第47回全国老人クラブ大会 アトラクション出演「歓待の舞」
12月11日 平成30年度九州高校新人ソフトテニス競技大会ダブルス出場 知念孝祐樹（２年）・川満侑樹拡（１年）
12月16日 全国高校生伝統文化フェスティバル(京都府)第２回伝統芸能選抜公演招待出演「歓待の舞」

12月15～17日 全九州高等学校選抜バドミントン大会 男子団体出場 女子団体出場
ダブルス出場 津波古礼斗・外間大悟（１年）シングルス出場 島颯杜（２年）外間大悟（１年）

12月20日 平成30年度人権講話（5,6校時） 講師：竹内昌彦氏「見えないから見えたもの」
平成31年 1月13日 カップ争奪総合体操競技大会 個人総合１位 新垣大悟(２年)

1月17日 第55回沖縄青少年読書感想文感想画コンクール 感想画の部
佳作 松本球人・新里春樹・港川優花・宮平千鈴・上地鈴乃・上原千明(２年)

1月18日 平成30年度沖縄県高等学校文化連盟賞 平田晴香（３年郷土芸能）・吹奏楽部
1月19日 第38回沖縄県リコーダーコンテスト 高校の部 合奏の部

金賞 島袋莉音(３年) 島袋守史(２年) 、崎江侑希・大山姫菜・玉城利香(１年)
1月20日 第60回情報処理検定１級ビジネス情報部門 大城 真・富永永遠(２年)

平成30年交通安全功労者等感謝状 沖縄県警察本部交通部長より 郷土芸能部門
2月3日～4日 平成30年度グローバル・リーダー育成海外短期研修「沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラム」

郷土芸能部門（ハワイ）参加 田島吟・髙嶺李乃・阿嘉菜々子・金城あかり（２年）
2月 7日 平成30年度沖縄県児童生徒等表彰 教育･文化活動部門 吹奏楽部
2月22日 郷土文化コース25周年記念第13回南風原高等学校郷土文化コース･郷土芸能部公演

～賑やかに 奏でる・舞う・武る～ 沖縄コンベンションセンター劇場棟
2年28日 全国商業高等学校長協会 卒業生成績優勝者表彰 福田麻央(３年)

全国商業高等学校長協会 三種目以上１級合格者表彰 宮里芹菜(３年)
3月 1日 第41回卒業式

実用英語技能検定２級 比嘉ひなた（２年）
3月29～31日 静岡県プログラム「ふじのくに伝統芸能フェスティバル」（静岡県）へ招待参加

平田晴香・大城茉綸・鹿股小夏・堀川裕貴・伊集栞菜・新城みすず・根間彩奈・横田鈴奈（３年）
3月31日 定期人事異動 教頭 安次富 利恵子 教頭 山城 篤 他14名 離任

平成31年度（４月まで）
4月 1日 教頭 久保田 孝之 教頭 山城 芳則 他24名就任
4月 8日 始業式・第44回入学式(男子168名、女子142名、合計310名)
4月10日 １年生研修(スタートアップハエバル）
4月26日 新入生歓迎球技大会（体育館・グラウンド）

4月27.28日 第31回那覇南部地区高校バドミントン春季リーグ戦 男子団体優勝 女子団体準優勝
4月28日 第35回海邦国体記念高校卓球大会男子団体３位

令和元年度
5月19日 第37回タイムス杯争奪総合体操競技大会

男子個人総合１位 新垣大悟(３年) ２位 幸地俊汰(高支３年)
5月31日 県高等学校総合体育大会 開会式 （～6月5日まで)

総合成績12位 男子７位 女子13位
・バドミントン 男子団体優勝(５連覇) 島颯杜･與儀七友･(３年) ･津波古礼斗･外間大悟(２年)

與儀天友・仲里悠平・奥浜琉（１年）九州・全国大会派遣
ダブルス３位 島颯杜･與儀七友（３年) ３位 津波古礼斗・外間大悟(２年)
シングルス 優勝 島颯杜(３年) ３位 外間大悟(２年)
女子団体準優勝 比嘉なぎさ･知念菜々美・前田葉月･外間香帆・真栄城夢菜

金城栄美・東恩納未希(３年)九州大会派遣
ダブルス３位 前田葉月・知念菜々美(３年)
シングル３位 前田葉月(３年)

・卓球 男子シングルス優勝 平山良一朗（３年）九州･全国大会派遣 ３位 野原勝太（１年）
男子ダブルス３位 知念優磨（３年）・野原勝太（１年）

・新体操 男子個人総合１位 新垣大悟(３年)九州･全国大会派遣
２位 比嘉省吾(２年) ３位 幸地俊汰(高支３年)

・レスリング 団体２位(九州大会派遣)
55kg級１位 赤嶺明柳(１年) 60kg級２位 徳比嘉未仁(１年) 65kg２位 仲松天希(１年)
80kg級１位 照屋盛爾(高支２年) 71kg級２位 平田一真(高支３年)

・ハンドボール 女子３位
・ソフトテニス 男子団体４位（九州大会派遣）

6月 2日 第47回全沖縄高校ボウリング選手権大会 優勝 照屋琉輝（２年）
6月 8～ 9日 第7回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト

三線部門 銀賞 名嘉真蒼織(３年) 亀山飛龍(２年) 照屋琉暉(２年)
琉球舞踊部門 金賞・高文連会長賞 阿嘉菜々子(３年) 金賞 田島 吟(２年) 銀賞 幸地怜菜(３年）

6月15～17日 全九州高等学校体育大会バドミントン競技 男子団体ベスト８ 男子シングルスベスト８外間大悟（２年）
6月30日 第62回全国商業高等学校協会主催ビジネス文書実務検定試験

１級 富永永遠（３年）嘉味田大吾・儀間小雪（２年）
7月 6～ 7日 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアバドミントン選手権大会県予選

男子ダブルス優勝 津波古礼斗･外間大悟(２年)
男子シングルス優勝 外間大悟(２年) 準優勝 津波古礼斗(２年)

7月 9日 校内弁論大会本選 最優秀賞 島袋亜利朱（１年）
7月17日 ３学年性教育講演会「自分を大切にするための性教育～愛するということ～」

講師：桑江 喜代子 氏 （沖縄県助産師会母子未来センター会長）
7月19日 終業式 交通安全講話 講師：与那原警察署 大嶺深将氏 伊藤明絋氏

7月24～ 8月20日 全国高等学校総合体育大会「感動は無限 南部九州総体2019 ～響かせろ我らの魂 南の空へ」
沖縄県開催競技 陸上、水泳(飛込･水球)、サッカー、相撲、自転車(トラック･ロード)

ウエイトリフティング、空手、なぎなた
7月31日 第43回全国高等学校総合文化祭（佐賀大会）郷土芸能部門出演「ハーリー」郷土芸能部35名出演



8月 1 ～5日 全国高等学校総合体育連盟バドミントン競技 男子団体出場 個人シングルス出場 島颯杜（３年）
8月 1～ 2日 全国高等学校総合体育大会レスリング競技 個人55kg級ベスト16 赤嶺明柳(１年)
8月17～19日 令和元年度国民体育大会第39回九州ブロック大会バドミントン競技

少年男子４位 島颯杜(３年)・外間大悟(２年) いきいき茨城ゆめ国体出場決定
8月31日～ 9月 1日 沖縄県高等学校卓球選手権大会（城間杯）男子団体準優勝

男子シングルス優勝 平山良一朗（３年） 準優勝 野原勝太（1年）
9月 7日 第48回沖縄県高等学校音楽コンテスト

器楽アンサンブルの部 ４重奏 金賞 島袋守史(３年) 﨑江侑生(２年) 島袋守正・金嶺采未(１年)
9月14日 沖縄県高等学校商業実務競技大会 ワープロ速度の部 団体３位

9月14日～15日 第46回仲村寛一杯沖縄県高校新人シングルスバドミントン選手権大会
優勝 外間大悟(２年) ３位津波古礼斗(２年)

沖縄県高等学校新人卓球選手権大会 男子団体 準優勝
9月21日 第54回沖縄県高等学校ハンドボール選手権大会 女子３位

9月21～23日 第38回全日本ジュニアバドミントン選手権大会
男子ダブルスベスト16 津波古礼斗･外間大悟(２年)

10月25～28日 沖縄県高等学校新人体育大会
・バドミントン 男子団体優勝(７連覇)

男子ダブルス優勝 與儀天友・仲里悠平(１年) 準優勝 津波古礼斗・外間大悟(２年)
男子シングルス優勝 津波古礼斗(２年) 準優勝 外間大悟(２年)

10月30日 第67回全琉小･中･高高図画作文書道コンクール
創作文の部 優秀賞 小磯胡桃（１年） 韻文の文 優良賞 國仲詩織（１年）
書道の部 優良賞 島袋美羽 知念映里 長嶺新菜 金嶺采未（１年）
特支図画の部 優良賞 津波古健治 城間愛希子 山入端太一 宇栄原優真（３年）

11月 1日 地震･火災･津波避難訓練（高支との合同）
11月 3日 令和元年度 県高等学校新人体育大会 新体操

男子個人総合1位 2位 比嘉省吾(2年)
第７回沖縄県パレードコンテスト第43回沖縄県高等学校総合文化祭パレード部門 ※次年度全国大会派遣

11月10日 第139回全国商業高等学校協会主催珠算電卓実務検定試験
１級 太田夢々・新垣向日葵（２年）・大城優衣（１年）

11月20日 第43回沖縄県高等学校総合文化祭
第30回沖縄県県高等学校郷土芸能大会「歓待の舞」優秀賞(12年連続 通算23回)

11月22日 第41回校内ロードレース大会 男子１位 新崎琉人(２年) ２位 朴 隆貴(２年) ３位 照喜名朝史(３年)
女子１位 玉城薪瀬(３年) ２位 金城 桜(２年) ３位 亀山 乃愛(２年)

11月24日 第63回全国商業高等学校協会主催ビジネス文書実務検定試験 １級 山城アヤネ（１年）
12月 1～ 4日 沖縄県高等学校新人体育大会

・卓 球 男子団体３位
12月 1日 第71回県民体育大会 新体操

男子個人総合１位 新垣大悟(３年) ２位 比嘉省吾(２年)
12月 4日 第63回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表大会 沖縄県高等学校PTA連合会会長賞（３位）

「習慣と持ち物を結び付けよう～認知症の進行防止について考える～」
発表者：仲村渠恵美梨（２年）PC操作者：伊禮和芽、知念琉杏（２年）

12月11日 学生かりゆしデザインコンテスト2019(日進商会主催)金賞 新垣紫音(２年) 学校賞受賞
数学検定準２級 金城一乃(１年) 上原弥音(２年)

12月18日 人権講話「周りとちがっても大丈夫！～LGBT・性の多様性～」講師:竹内清文氏
12月20～23日 令和元年度全九州高等学校選抜バドミントン競技大会 男子団体第５位（全国選抜大会代表権獲得）
12月23～28日 ＪＯＣジュニアオリンピックレスリング競技九州予選会

カデットの部 55kg級１位 赤嶺明柳(１年) 60kg級３位 徳比嘉未仁(１年)
令和２年

1月18～19日 第45回那覇南部地区高等学校バドミントン新人ダブルス大会
優勝 津波古礼斗（２年）・外間大悟（２年） 準優勝 與儀天友（１年）・仲里悠平（１年）

1月18日 第39回沖縄県リコーダーコンテスト
重奏の部 金賞島袋守史(３年) 﨑江侑生(２年) 島袋守正(１年) 金嶺采未(１年)
（全日本リコーダーコンテスト派遣）

1月19日 第62回全国商業高等学校協会主催情報処理検定
ビジネス情報部門１級 新垣向日葵(２年) ２級１年４名 ２年25名

1月26～31日 平成31年度グローバル・リーダー育成海外短期研修「沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラム」
郷土芸能部門（ハワイ）参加 山城美帆・稲福詩織（２年）

2月 1～ 2日 全九州高等学校レスリング新人選手権大会 個人 55kg級３位 赤嶺明柳(１年)
2月 5日 １，２学年消費者教育講演会マネー講座「生活設計・家計管理」講師:白水健氏(SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ))

2月22～23日 沖縄県高校新人ダブルスバドミントン大会
優勝 津波古礼斗（２年）・外間大悟（２年）
準優勝 與儀天友（１年）・仲里悠平（１年） ３位 町田宗斗（１年）・奥浜琉（１年）

2月23日 日本商工会議所主催第154回簿記３級 太田夢々(２年)
3月 4～15日 新型コロナウイルス感染拡大防止対策「学校臨時休校」

令和２年度
4月 1日 第19代校長 金城 毅 事務長 棚原 かつみ 他21名就任

4月 7日～5月20日 新型コロナウイルス感染拡大防止対策「学校臨時休業」
5月21日 第45回入学式（男子172名、女子120名、合計292名）※感染対策として２つのグループに分け挙行
5月22日 始業式 ※感染対策として４つのグループに分け行う

5月25～29日 時差・分散登校 ※教室内の密を避けるため奇数、偶数番号に分け登校
5月27･28日 １年生研修(スタートアップハエバル）
6月21日 全国商業高等学校協会主催第140回珠算･電卓実務検定１級 大宜見勇琢 源河鈴子 山城アヤネ(２年)
6月28日 全国商業高等学校協会主催第90回簿記実務検定原価計算１級 太田夢々(３年)
7月 5日 全国商業高等学校協会主催第64回ビジネス文書実務検定１級 玉村直滉 玉城一花(３年)

日本情報処理検定協会主催第123回日本語ワープロ検定２級 大宜見勇琢 大城優衣(２年)
7月18日 県高等学校総合体育大会 （～7月26日)

・バドミントン競技男子団体優勝（６連覇）※コロナ禍で団体のみ開催
津波古礼斗、外間大悟、大城将之(３年)



町田宗斗、與儀天友、仲里悠平、奥浜琉(２年)
・レスリング競技団体２位：赤嶺明柳、徳比嘉未仁、玉那覇颯汰、仲松天希(２位)

60kg級優勝 赤嶺明柳(２年) 65kg級優勝 徳比嘉未仁(２年)
71kg級２位 仲松天希(２年)

7月23日 ・ボウリング競技女子団体３位：太田夢々(３年)、平田羽七(２年)
7月24日 ・新体操競技男子個人総合１位 比嘉省吾(３年) 種目別リング1位、ロープ1位

女子個人総合１位 城間穂純(１年) 種目別リボン1位、クラブ2位
8月31日 終業式
9月 1日 ２学期始業式
9月 5日 第50回ニュース時事能力検定準２級 山田泰正(３年)
9月22日 第47回仲村寛市杯沖縄県高校新人シングルスバドミントン選手権大会

男子個人優勝 與儀天友(２年) ３位 仲里悠平(２年)
9月27日 全国商業高等学校協会主催第63回情報処理検定１級 伊波鈴華(３年) 大宜見勇琢 山城アヤネ(２年)
10月 2日 第15回体育祭

10月22～25日 第44回県高等学校総合文化祭美術・工芸部門「立体の部」優秀賞：小橋川千尋(２年)
10月23日 県高等学校新人体育大会(先行開催)

・バドミントン競技男子団体準優勝：與儀天友、仲里悠平、町田宗斗、奥浜琉、眞栄里光平、島袋有羽斗
玉那覇卓都、宮里涼雅(２年)

男子シングルス優勝：與儀天友(２年) ３位：仲里悠平、奥浜琉(２年)
男子ダブルス優勝：與儀天友、仲里悠平(２年) ３位：町田宗斗、奥浜琉(２年)

※団体、個人九州大会出場
10月31日 ・レスリング競技団体２位：赤嶺明柳、徳比嘉未仁、玉那覇颯汰、仲松天希(２年)

大城良太、比嘉力斗、眞榮田義生(１年)
60kg級優勝：赤嶺明柳(２年) 60kg２位：大城良太(１年)
65kg級２位：徳比嘉未仁(２年) 71kg級２位：仲松天希(２位)
92kg級２位：比嘉力斗(１年) 125kg級２位：眞榮田義生(１年) ※九州大会出場

11月 1日 県高等学校新人体育大会
・新体操競技女子個人総合１位 城間穂純(１年) 種目別フープ1位、リボン4位
・卓球競技学校対抗 団体３位 平良充、野原勝太、大濱賢進、渡嘉敷龍、大城颯(２年)

伊山美愛哉(１年) ※九州大会出場
11月 6日 地震津波避難訓練
11月 7日 第44回県高等学校総合文化祭郷土芸能部門優秀賞(連続13回) ※R3全国高文連派遣決定
11月 8日 全国商業高等学校協会主催第141回珠算･電卓実務検定１級 平田桃香、宮國杏那(３年)

濱紺奈、上原萌(２年)
11月12日 職業講話１年 職業ガイダンス２年 まちづくりプランニング３年

第33回県高等学校新人ワープロ競技大会速度部門団体優勝：大宜見勇琢、國吉凜、山城アヤネ(２年)
個人３位：大宜見勇琢(２年)

11月18日 県高等学校新人体育大会ボウリング競技女子団体３位：玉城琉華(１年)、平田羽七(２年)
第68回全琉小･中･高校図画･作文･書道コンクール

書道の部優秀賞：照屋あかり、屋比久絵理奈(１年) 金嶺采未(２年)
作文の部韻文優秀賞：大城音美(１年) 創作文優秀賞：加藤小雪(１年)

11月22日 全国商業高等学校協会主催第65回ビジネス文書実務検定１級 野原蓮(３年) 源河鈴子、國吉凜(２年)
12月 2日 性教育学習会「ライフプランと性～かけがえのない自分の人生を大切に生きるために～」資料：養護教諭
12月 8日 芸術鑑賞 落語（桂米福、桂宮治、柳貴家雪之介）3部構成
12月13日 第４回全九州高等学校総合文化祭熊本大会美術工芸部門優秀賞：小橋川千尋(２年)
12月16日 人権講話「身近に潜む依存症の危機～自分らしい生き方をするために～」 講師：大田房子氏

ＰＴＡ進路講演会 保護者対象「10年後のために、親として”今”できること」 講師:喜屋武裕江氏
12月18日 創立45周年記念公演＆作品展示会（南風原町中央公民館にて２部構成）
12月25日 ２学期終業式 安全教育講話「サイバー犯罪防止」講師：金城達也氏

令和３年
1月 9～11日 第44回全日本高校ボウリング選手権大会(愛知県)出場 照屋琉輝(３年)

1月16日 第46回那覇南部地区高等学校バドミントン新人ダブルス大会
男子準優勝：町田宗斗、奥浜琉(２年) ３位：與儀天友、仲里悠平(２年)

1月24日 全国商業高等学校協会主催第91回簿記実務検定 簿記１級(会計･原価計算) 太田夢々(３年)
１級(原価計算) 源河鈴子、山城アヤネ、上原萌(２年)

2月 7日 全国商業高等学校協会主催第35回商業経済検定
１級 大宜見勇琢、源河鈴子、上原 萌(２年) ※左記３名本校初

2月11日 第40回沖縄県リコーダーコンテスト
四重奏部門 金賞 崎江侑生(３年) 島袋守正、金嶺采未(２年) 上門秀伍(１年) ※全国大会派遣

2月17日 第59回全沖縄児童生徒書き初め展 最優秀賞 渡邉恭加(１年)
3月 1日 第43回南風原高等学校卒業式 テーマ「希望と夢を胸に 輝く未来の道へ 大きな一歩を」
3月 2日 特別支援講話

第一部(1校時)「消費者トラブル･被害にあわないために」講師 高田慎介 氏(保田盛法律事務所)
第二部(2校時)「人権を学んでいじめを防ごう！」講師 横江 崇 氏(美ら島法律事務所)

3月17日 『大学の世界展開力強化事業』における伝統芸能による高大連携(Zoomｵﾝﾗｲﾝ)
ホスト琉球大学教授 石川隆士氏
参加者 本校郷土文化コース生 八重山高校郷土芸能部

琉球大学生及び外国人留学生(パラオ)８名 ハワイ大学６名(ヒロ校４名 カウアイコミュニテ
ィカレッジ２名) グアム大学１名

3月20･21日 第51回県高等学校新人ダブルスバドミントン選手権大会
優勝：與儀天友、仲里悠平(２年) ３位：町田宗斗、奥浜琉(２年)

3月31日 定期人事異動 教頭 久保田 孝之 教頭 山城 芳則 他16名 離任
令和３年度

4月 1日 教頭 松原 芳和 教頭 金城 恵理香 他15名就任
4月 7日 始業式・第46回入学式(男子148名、女子111名、合計259名)
4月 12日 １年生研修(スタートアップハエバル）
4月 30日 新入生歓迎球技大会（体育館・グラウンド）




