１．本校の沿革概要
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県立北中城高等学校開校準備室にコザ高校教諭大城常彦，美里工業高校事務主事
比嘉武夫，出向発令
沖縄県立北中城高等学校の設置条例の公布・施行
沖縄県立北中城高等学校発足，職員人事発令
校長 平 永輝
教論 大城常彦
事務主任 比嘉武夫
教頭大城常彦外19人の職員発令
沖縄県立北中城高等学校開校式・第1回入学式を挙行(男子99名，女子139名 計238名)
第2回入学式（男子120名，女子150名，計270名）
第3回入学式（男子115名，女子155名，計270名）
第1回卒業式（男子８９名，女子１２９名，計２１８名）
校長平永輝首里東高等学校へ転任，後任に新垣秀雄県立教育センターより赴任。
教頭大城常彦退職，後任に知念勇本部高校より赴任。
第4回入学式（男子110名，女子160名，計270名）
第2回卒業式（男子100名，女子146名，計246名）
第5回入学式（男子116名，女子154名，計270名）
新垣秀雄校長 退職 佐久本嗣貞校長美里工業高等学校より着任。
第6回入学式。（男子122名，女子193名，計315名）
第4回卒業式（男子105名，女子162名，計267名）
親川英敏教頭 北谷高校教頭より転任。
第7回入学式（男子13１名，女子168名，計299名）
第5回卒業式（男子113名，女子148名，計261名）
本永栄一校長 那覇工業高等学校より赴任。
第8回入学式（男子144名，女子162名，計306名）
第6回卒業式（男112名，女181名，計293名）
第9回入学式（男150名，女165名，計315名）
第７回卒業式（男子122名，女子166名，計288名）
與那嶺良栄校長 南風原町立南星中学校長より赴任
第10回入学式（男子159名，女子156名，計315名）
第8回卒業式（男子133名，女子155名，計288名）
第11回入学式（男子124名，女子156名，計280名）
第9回卒業式（男子136名，女子155名，計291名）
小浜廉市校長 高等学校教育課主任指導主事より昇任。
第12回入学式（男子127名，女子154名，計281名）
平成６年度全国高校総体において、男子バスケットボール部準優勝
第10回卒業式（男子143名，女子146名，計289名）
全国高等学校選抜自転車道路競技大会において団体ロード準優勝
新垣盛重教頭 高等学校教育課指導主事より昇任
第13回入学式（男子113名，女子181名，計294名）
南九州ソフトボール大会において女子ソフトボール部優勝
全九州自転車競技大会（佐賀県） 総合準優勝
九州高校総体において女子ソフトボール部準優勝
九州地域自転車道路競走大会において
個人ロード２位比嘉健太郎、団体ロード２位（玉城、比嘉、国場）
全九州ソフトボール大会において女子ソフトボール部準優勝
第11回卒業式（男子123名，女子152名，計275名）
第14回入学式（男子104名，女子176名，計280名）
平成８年度九州地区自転車道路競走選手権大会
ロードレースの部優勝 比嘉健太郎
第27回全九州高等学校バスケットボール春季大会において
女子バスケットボール部優勝（県勢初制覇）、男子バスケットボール部３位
第12回卒業式 278名（男子125名，女子153名，計278名）
金城永真校長 北谷高等学校長より赴任，津嘉山るり子教頭知念高等学校より赴任

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年
平成20年

４月７日 第15回入学式（男子92名，女子188名，計280名）
６月15日 全九州高等学校体育大会（於鹿児島県）において
男女バスケットボール部アベック優勝（県勢で男女優勝は初の快挙）
２月14日 第28回全九州高等学校バスケットボール春季大会 男子バスケットボール部準優勝
３月１日 第13回卒業式 （男子11１名，女子177名 計288名）
４月１日 平良和子教頭 球陽高等学校より赴任
４月７日 第16回入学式 280名（男子121名，女子159名）
２月12日 第29回全九州高等学校バスケットボール大会春季大会男子バスケットボール部優勝
３月１日 第14回 卒業式（男子98名，女子170名，計268名）
３月31日 金城永真校長 那覇西高等学校校長へ転出
４月１日 神里富次校長 首里東高等学校教頭より昇任
４月７日 第17回 入学式（男子119名，女子162名，計281名）
12月22日 第30回全国高等学校バスケットボール選抜大会 女子バスケットボール部３位
３月１日 平成11学年度
第15回卒業式（男子100名，女子163名，計263名）
４月１日 新垣盛章教頭 前原高等学校より赴任
４月７日 第18回 入学式（男子124名 ，女子156名，計280名）
６月15日 第53回全九州高校バスケットボール競技大会 男子バスケットボール部優勝
２月11日 第31回全九州バスケットボール春季選手権大会 男子バスケットボール部準優勝
３月１日 平成12年度 第16回卒業式（男子111名，女子153名，計264名）
４月７日 第19回入学式（男子127名，女子153名，計280名）
５月19日 第８回ジュニア・アジア選手権兼ジュニアトラック世界選手権選手選考会
自転車スプリント 屋良朝春 準優勝
６月６日 第 34 回全九州自転車競技大会女子インディビデﾕアル・ロードレース
１位 安里あゆみ
８月４日 平成13年度全国高校総体自転車競技大会１キロタイムトライアル 優勝 屋良朝春
９月23日 第13回九州地区自転車トラック競技大会（於鹿児島県）
１キロタイムトライアル １位 屋良朝春、 スプリント ２位 屋良朝春
10月31日 第７回日韓親善学生自転車交歓競技大会
日本代表 屋良朝春（１位スプリント、２位１キロタイムトライアル）
２月10日 第32回全九州バスケットボール春季選手権大会 男子バスケットボール部準優勝
３月１日 平成13年度 第17回卒業式（男子119名，女子158名，計277名）
４月１日 仲元清輝校長 北谷高等学校教頭より昇任
崎原盛吉教頭 球陽高等学校より赴任
４月８日 第20回入学式（男子116名，女子164名，計280名）
３月１日 平成14年度 第18回卒業式（男子115名，女子155名，計270名）
４月１日 我謝 徳次事務長 中部農林高校より赴任
４月７日 第21回入学式（男子139名、女子141名、計280名）
３月１日 平成15年度 第19回卒業式（男子116名，女子149名，計265名）
４月１日 喜屋武一三六校長 首里高等学校教頭より昇任 上江洲清教頭泊高等学校より赴任
４月７日 第22回入学式（男子148名、女子130名、計278名）
３月１日 第20回卒業式（男子107名、女子155 名、計262名）
３月31日 上江洲 清教頭 北谷高校 我謝 徳次事務長美里高校へ転任
４月１日 我如古 清教頭 独立行政法人 国立沖縄青年の家より赴任、
山口榮健事務長 陽明高等学校より赴任
４月７日 第23回入学式（男子128名、女子152名、計280名）
３月１日 第21回卒業式（男子107名、女子155名、計262名）
４月１日 與儀幸英校長 沖縄県立島尻養護学校より赴任
４月７日 第24回入学式（男子114名、女子126名、計240名）
６月８日 ２００６年チョンジュ MBC 国際ロードレース
個人総合３位 内間康平、団体総合１位
７月31日 平成18年度全国高等学校総合体育大会 ロードの部優勝 内間康平
３月１日 第22回卒業式（男子139名、女子125名、計264名）
４月９日 第25回入学式（男子130名、女子150名、計280名）
３月１日 第23回卒業式（男子120名、女子147名、計265名 ）
４月１日 比嘉良徳教頭 県立首里高校より昇任
４月７日 第26回入学式（男子134名、女子146名、計280名）

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

６月14日 平成20年度全九州高等学校体育大会（佐賀県～15日）
自転車競技部 スクラッチレース優勝 伊波直人（２年）
個人ロードレース優勝 伊波直人（２年）
６月21日 平成20年度全九州高等学校体育大会男子バスケットボール部３位（～24日）
７月28日 全国高等学校総合体育大会（埼玉県）男子バスケットボール部出場
自転車競技部スクラッチレース３位 伊波直人（２年）
３月１日 第24回卒業式 （男子107名、女子115名、計222名）
３月31日 與儀幸英校長定年退職
４月１日 城間冠二校長 県立知念高校より赴任
４月７日 第27回入学式（男子161名、女子119名、計280名）
６月６日 ２００９年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ自転車競技大会
兼２００９年ジュニア世界選手権大会代表候補選手選考会
１ｋｍタイムトライアル 優勝 安里優太
３ｋｍ個人追い抜き競争 ３位 安里優太
６月13日 平成21年度全九州高等学校体育大会（長崎県～15日）
自転車競技部 ポイントレース 優勝 伊波直人（３年）
スプリント ２位 波平敏弥（２年） ３位 安里優太（２年）
11月21日 平成21年度 ＫＵＭＡＭＯＴＯ ＣＵＰ ２００９（～22日）
自転車競技部 スプリント ２位 安里優太（２年）
１ｋｍタイムトライアル ３位
安里優太（２年）
ポイントレース ３位 高良和郎（２年）
２ｋｍインディブィデュアル・パーシュート 優勝 島袋大地（１年）
２位 高良和郎（２年）
２月12日 平成21年度九州地域自転車トラック競技大会
チームスプリント 優勝
スプリント ２位 安里優太（２年）
１ｋｍトライアル ２位 安里優太（２年）
ケイリン ２位 波平敏弥（２年） スクラッチ ３位 島袋大地（１年）
４ｋｍ速度競争 ２位 高良和郎（２年）
３月１日 第25回卒業式 （男子125名、女子140名、計265名）
３月31日 比嘉良徳教頭 県立糸満高校へ転任 仲里紀子事務長定年退職
４月１日 金城正巳教頭 県立美里高校より赴任 金城通博事務長 具志川商業高校より赴任
６月11日 平成22年度全九州高等学校体育大会（沖縄県～１３日）
自転車競技部 チームスプリント優勝 北中城高校（島袋、安里、波平）
スプリント 優勝 安里優太（３年）
１キロタイムトライアル 優勝 安里優太（３年）
４キロ速度競争 優勝 高良和郎（３年）
７月29日 「美ら島沖縄総体2010」の全国高校総合体育大会が開催、
男子バスケット部と自転車競技部が出場（～８月１日）
城田大和:スクラッチレース８位
ロードレース８位
３月１日 第26回卒業式 （男子126名、女子134名、計260名）
３月31日 城間冠二校長定年退職
４月１日 仲里 貢校長 県立豊見城南高校教頭より昇任
４月７日 第29回入学式（男子126名、女子154名 計280名）
11月15日 第66回国体自転車競技実績、県優秀競技者賞、2年城田大和
１月26日 平成22・23年度指定沖縄県教育委員会の学力向上対策指定校として最終報告会の
実施（本校視聴覚）・研究主題「学力向上による進路目標の実現」サブテーマ～授業
改善と各種検定・コンクールの推進～で発表する。（研究主任浜口忠俊、教科代表グ
レイ雅美、学年代表宮城頼香、生徒指導屋良朝則、進路指導浜口忠俊）
１月27日 第23回沖縄県高校生書道展、2年瑞慶覧 奏（優秀賞）1年金城寿気也（優良賞）
２月１日 第50回全沖縄児童生徒書き初め展
1年多和田真奈（最優秀賞）、3年城間杏奈（最優秀賞）
２月４日 平成23年度第46回沖縄県学校ダンスフェスティバル敢闘賞受賞
２月11日 第42回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会出場（佐賀県～12日）
Bパートにて 3位
３月１日 第27回卒業式（本校体育館於）
３月31日 金城通博事務長退職

平成25年

４月１日 平良智事務長 中部農林高校より転任
４月９日 第30回入学式（男子116名、女子164名、計280名）
５月21日 沖縄県高等学校総合体育大会
自転車競技部（総合優勝１０連覇）
城田大和：ポイント､スクラッチ､3kmインディヴィデュアルパーシュート優勝
奥間知葉：4km速度競争 優勝
仲村渠達也：ケイリン 優勝
照屋将貴：1kmTT､スプリント 優勝
伊藝大智：ロード 優勝
団体種目（奥間知葉・城田大和・仲村渠達也） ２種目優勝
６月２日 沖縄県高等学校総合体育大会
男子バスケ部 ベスト４
８月８日 第25回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸～11日） ダンス部出場
８月17日 第22回沖縄県高等学校野外スケッチ大会
優良賞：高江洲萌（３年）
９月５日 平成24年全国地域安全運動用・全国暴力団追放運動用ポスター・標語
佳作：高江洲萌（３年）
９月17日 第36回沖縄県高文連囲碁・将棋秋季大会
囲碁の部：比嘉太星（２年） ３位
９月３日 第４回全日本ステージ・レースinいわて
優勝：城田大和（３年）
９月12日 沖縄県高等学校音楽コンテスト（～14日）
金賞：玉那覇麻陽（ギター独奏）
10月３日 国民体育大会（ぎふ清流国体～７日）
自転車競技ロードレース ２位：城田大和（３年）
10月27日 新人体育大会（～29日） 自転車競技
照屋将貴：ケイリン、スプリント、1kmTT 優勝
伊藝大智：ポイントレース 優勝
10月29日
第60回全琉小・中・高書道コンクール
最優秀賞：平田美珠姫（１）
優秀賞：棚原あいり（１）
、仲宗根梨乃（１）、石川綺代加（１）、多和田真奈（２）
２月10日 第51回全沖縄児童生徒書き初め展
金賞：棚原あいり（１年）、平田美珠姫（１年）
３月１日 第28回卒業式 （男子130名、女子130名、計260名）
３月21日 平成24年度全国高等学校選抜自転車競技大会（福岡県・熊本県～24日）
伊藝大智 スクラッチ ５位 照屋将貴 ケイリン ７位
４月１日 冨里一公教頭 県立浦添高等学校より赴任
４月８日 第31回入学式 （男子147名、女子133名 計280名）
４月28日 第18回西日本地区自転車競技選手権大会（大分県）
伊藝大智 スクラッチ ５位
５月31日 沖縄県高等学校総合体育大会（～６月５日）
自転車競技部（総合優勝１１連覇）
チームスプリント 優勝（伊藝、照屋、大濵）
4kmチームパーシュート 優勝（伊藝、照屋、大濵、髙良）
照屋将貴：1kmタイムトライアル、スプリント、ケイリン 優勝
大濵光貴：4km速度競走 優勝
伊藝大智：スクラッチ 優勝
4km速度競走、3kmインディヴィデュアル・パーシュート ２位
松田龍児：ケイリン、スプリント ２位
髙良 岳：16kmポイントレース、スクラッチ ２位
儀間光希（女子部門）
500Mタイムトライアル、スプリント、インディヴィデュアル・ロードレース
2kmインディヴィデュアル・パーシュート
優勝

６月14日 平成25年度全九州高等学校総合体育大会（鹿児島県～16日）

７月18日
７月30日
８月17日
８月25日
９月８日
９月12日
９月18日
９月20日
９月21日
９月21日
10月３日

10月26日

平成26年

11月３日
11月８日
12月６日
２月１日

２月11日
３月１日
３月20日

３月31日
４月１日
４月７日
４月27日
４月29日
５月25日
５月31日

スクラッチ優勝 伊藝大智
ケイリン４位
照屋将貴
4km速度競走８位 大濵光貴
オープン競技 女子ロードレース 3位 儀間光希
全国高等学校総合体育大会（大分県）
自転車競技部：伊藝大智、照屋将貴、大濵光貴、儀間光希 派遣
平成25年度第33回国九州ブロック大会（福岡県～８月３日）
バスケットボール競技（～18日）少年男子県代表 準優勝 上間麗央（本国体派遣）
第13回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会（青森県）
県代表 安村遼平 三家本健人 湧川和昭
沖縄県高等学校新人体育大会 水泳競技 女子200ｍ背泳ぎ 優勝 新城也子
第42回沖縄県高等学校音楽コンテスト ピアノ独奏の部 銀賞 前田美紀
沖縄県高等学校体育連盟 優秀選手賞受賞 伊藝大智
沖縄県高等学校総合文化祭弁論の部 優秀賞 普天間加菜（九州・全国大会派遣）
平成25年度沖縄県高等学校新人体育大会
陸上競技 男子やり投げ ２位 浦崎瑞希
第28回全九州高等学校囲碁選手権沖縄県予選 男子個人の部 優勝 比嘉太星
第68回国民体育大会（スポーツ祭東京2013～７日）
バスケットボール競技 少年男子県代表 上間麗央 島袋陽平
自転車競技 照屋将貴 少年ケイリン ７位 伊藝大智 4km速度競争出場
平成25年度沖縄県高等学校新人体育大会（～28日）
自転車競技部（総合優勝６連覇）
4kmチームパーシュート 優勝（大濵、渡久地、渡名喜、上原）
チームスプリント ２位（大濵、渡久地、渡名喜）
大濵光貴：ケイリン、スクラッチ 4km速度競走 優勝
渡名喜守祐：スプリント 4km速度競走 ３位
渡久地臣直：インディヴィデュアル・ロードレース ３位
儀間光希（女子部門）
500Mタイムトライアル、スプリント、インディヴィデュアル・ロードレース
2kmインディヴィデュアル・パーシュート
優勝
ボクシング競技（～６日） 謝名堂毅彦（ピン級） ベスト４
公益社団法人 沖縄県体育協会 優秀競技者賞 受賞 照屋将貴
平成25年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 最優秀賞 玉城美優
平成25年度第48回沖縄県学校ダンスフェスティバル最優秀賞受賞（全国大会派遣）
がん検診啓発ポスターコンテスト 最優秀賞 国場梨奈 アイディア賞 幸喜 舜
第51回沖縄県教育版画コンクール
優秀賞 幸喜 舜
第52回全沖縄児童生徒書き初め展
銀賞：棚原あいり（２年）平田美珠姫（２年）
第29回卒業式（男子112名 女子136名 計248名）
平成25年度全国高等学校選抜自転車競技大会（福岡県・熊本県～23日）
大濵光貴：スクラッチ 上原祐真：スプリント
儀間光希（女子部門）スクラッチ ケイリン ロードレース 出場予定
仲里貢校長 定年退職、冨里一公教頭 教育庁県立学校教育課主任指導主事へ転任
平良智事務長 コザ高校へ転任
玉城美智子校長 総合教育センターより赴任、仲舛盛順教頭 与勝高校より赴任
上江洲豊事務長 中部農林高校より赴任 他１５名職員赴任
第32回入学式 （男子118名、女子151名 計269名）
第42回全沖縄高校ボウリング選手権大会 準優勝 仲村 晏奈(1)
高体連中北部支部合同バスケットボール春季大会 ３位（男子）
第32回ＰＴＡ総会
沖縄県高等学校総合体育大会（～６月４日）
・自転車競技部（総合優勝１２連覇:先行競技で５月12日開始）
チームスプリント
１位（大濵、渡名喜、上原）
４km速度競走
１位 大濵 光貴
６０ｋｍロード
２位 渡久地 臣直
８ｋｍスクラッチ
１位 大濵 光貴
ケイリン
１位 大濵 光貴

４km団体追い抜き

６月12日

７月20日
７月29日
８月５日
８月11日
８月17日
８月24日
９月４日
９月７日

９月22日
９月23日
９月27日
10月14日
10月31日
11月１日

11月８日
11月14日

２位 渡名喜 守祐
１位（大濵、渡久地、上原、重満）
２位（松田、澤岻、久保田、喜友名）

女子部門
500Mタイムトライアル、スプリント、30ロードレース
１位 儀間 光希
・陸上競技やり投げ
２位 浦崎 瑞希
・ボクシング競技
３位 謝名堂 毅彦
・男子バスケットボール部 ベスト８
・男子ハンドボール部
ベスト８
平成26年度全九州高等学校総合体育大会（福岡県・熊本県～15日）
４kmチームパーシュート ６位（大濵、渡久地、上原、重満）
チームスプリント
８位（松田、渡名喜、澤岻）
４km速度競走
８位 大濵光貴
第29回沖縄県自転車競技選手権大会 チャンピオンの部 優勝 久保田寛栄(1)
第３８回全国高等学校総合文化祭（～３０日茨城県）
弁論の部20位 普天間加菜(3)
第29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
女子２人チーム戦 ５位 仲村晏奈(1)・長嶺玲菜
後期夏期講座（～８月22日）
高体連中北部支部合同バスケットボール新人大会
３位（男子）
第１４回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会（青森県）
県代表 山入端妃菜、松原真樹
第43回沖縄県高等学校音楽コンテスト声楽独唱の部 金賞 仲村琉花(1)
沖縄県高等学校新人体育大会
水泳競技の部
50ｍ背泳ぎ
１位 新城也子(2)
200ｍ背泳ぎ
３位 新城也子(2)
平成26年度九州地域自転車競技大会 スクラッチ ２位 伊藤颯馬(2)
第42回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会 ３位（合同チーム）
北高祭（～28日）テーマ：青春の時 輝こうぜ！ Let's go 北高祭 カリー!!!
県立学校体育施設開放事業（フットサル、～12月19日合計20回）
沖縄県愛鳥週間ポスターコンクール 優秀賞：玉城美優(3)
沖縄県高等学校新人体育大会（～６日）
・自転車競技部（総合優勝７連覇:先行競技で10月25日開始）
チームスプリント
１位 渡名喜(2)、伊藤(1)、澤岻(1)
２位 久保田(1)、重満(1)、渡久地(2)
４km速度競走
１位 伊藤颯馬(1)
２位 重満丈(1)、３位 久保田寛栄(1)
６０ｋｍロードレース
１位 澤岻佑澄(1)
スクラッチ
１位 伊藤颯馬(1)、３位 重満丈(1)
ケイリン
１位 伊藤颯馬(1)、２位 渡名喜守祐(2)
４kmﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ
１位 上原(2)、澤岻(1)、重満(1)、伊藤(1)
（県新人大会新記録）
２位 渡名喜(2)、松田(2)、渡久地(2)、喜友名(1)
１ｋｍタイムトライアル ２位 上原祐真(2)、３位 渡名喜守祐(2)
16kmポイントレース
２位 重満丈(1)、３位 澤岻佑澄(1)
３ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ
２位 澤岻佑澄(1)、３位 渡久地臣直(2)
スプリント
２位 上原祐真(2)、３位 伊藤颯馬(1)
女子スプリント
２位 儀間光希(2)
女子500ｍタイムトライアル
１位 儀間光希(2)
女子ロードレース
１位 儀間光希(2)
女子2ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ １位 儀間光希(2)
・ボウリング競技 個人
優勝 仲村 晏奈(1)
団体
３位 仲村 晏奈(1)、中村 梨李(1)
・男子バスケットボール部 ベスト８
第３８回沖縄県高等学校総合文化祭美術工芸の部 優良賞３点
第６２回全流小中高図画・作文・書道コンクール

11月21日

11月25日
11月26日

12月17日
12月22日
平成27年

３月１日
３月２日
３月18日

３月22日
３月24日
３月31日
４月１日
４月７日
４月22日
４月24日
５月１日
５月10日
５月12日
５月14日
５月20日
５月22日
５月29日

６月１日
６月11日

優良賞 書道８点
佳作
書道１８点、絵画２点
全九州高等学校自転車競技新人大会参加（於熊本県、～24日）
参加者：渡名喜、渡久地、上原、松田、儀間光希、重満、久保田、伊藤
カテゴリーA ２位 渡久地臣直(2)、６位 重満丈(1)
カテゴリーC ２位 松田龍(2)
女子
２位 儀間光希(2)
明るい選挙啓発ポスター
優秀賞 金城諒(3)、豊永盛貴(3)
佳作
４点
第１３回北中城村英語ストーリーコンテスト 高校の部
最優秀賞 金城真由美(3)・比嘉あいり(3)
優秀賞
喜屋武繁貴(1)・モラーレス力(1)、高良明歩(1)・徳元千乃(1)
がん健診啓発ポスターコンテスト
優秀賞 幸喜舜(3)
第26回席上揮毫大会 奨励賞６点
第51回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール
優秀賞 山入端妃菜(2)
第３０回卒業式（卒業生２７６名）
平成２６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研修（～15日）
林 千里(2)
平成２６年度全国高等学校選抜自転車競技大会参加
伊藤颯馬(1)、重満丈(1)、上原祐真(2)、渡名喜守祐(2)、儀間光希(2)、澤岻佑澄(1)、
久保田寛栄(1)
ロードレース 第６位入賞 儀間光希(2)
平成26年度第１６回九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会
２位トーナメント 優勝
修了式・離任式
仲本勝也教諭 定年退職、他１３名の教職員転任
佐久田てるみ教諭 他１５名教職員赴任
第33回入学式 （男子139名、女子136名 計275名）
１年宿泊研修会（国立糸満青少年交流の家～24日）
２・３年生校外学習（2年生：県立博物館・美術館、3年生：中城城址・宇堅ﾋﾞｰﾁ）
新入生歓迎球技大会（於 県総合運動公園体育館）
第33回ＰＴＡ総会
台風６号の影響で午前中休校、５校時より授業開始
１学期中間考査（～15日）
進路講演会 講師：大野 倫氏（元プロ野球選手）
演題：高校生活と将来に向けて
県教育長講話 講師：諸見里 明氏（沖縄県教育委員会教育長）
題：高校生活を有意義に過ごそう ～今の自分は絶対に変えられる～
沖縄県高等学校総合体育大会（～６月３日）
・自転車競技部（総合優勝１３連覇:先行競技で５月９日開始）
チームスプリント
１位(渡久地、上原、久保田）２位(渡名喜、松田、喜友名）
４kmチームパーシュート
１位（上原、久保田、重満、平安山）
２位（渡名喜、松田、喜友名）
４km速度競走
１位 久保田 寛栄
ケイリン
１位 渡名喜 守祐
２位 澤岻 佑澄
３Kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ ２位 澤岻 佑澄
スプリント
１位 上原 祐真
スクラッチ
１位 伊藤 颯馬
２位 澤岻 佑澄
女子部門
500Mタイムトライアル、スプリント、ロードレース、
２Kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ
１位
儀間 光希
教育実習（～１９日）
平成27年度全九州高等学校総合体育大会（宮崎県～14日）
総合４位（参加２７校）
個人 スクラッチ
２位 伊藤 颯馬
スプリント
７位 上原 祐真

６月16日
７月１日
７月９日
７月10日
７月13日
７月17日
７月27日
８月18日

８月31日
９月６日
９月９日
９月10日
９月14日
９月19日
10月８日
10月18日
10月22日
10月24日
10月30日

11月10日
11月11日
11月12日
11月17日
11月19日
11月20日

12月１日
12月２日
12月３日

12月９日

ケイリン
７位 渡名喜 守祐
ポイントレース
７位 久保田 寛栄
４km速度競走
８位 久保田 寛栄
ロードレース
４位 重満 丈
６位 久保田 寛栄
８位 澤岻 佑澄
女子ロードレース
４位 儀間 光希
団体 チームスプリント
５位（松田、松原、渡名喜）
４kmチームパーシュート ５位（上原、重満、澤岻、伊藤）
生徒会役員選挙 会長：喜屋武繁貴(2)
副会長：町田笑子(2)、村吉真奈(2)
交通安全講話 講師：山城和則（沖縄警察署交通対策課）
台風９号の影響で午後から休校（５・６校時）
台風９号の影響で終日休校
校内弁論大会、第１回学校評議員会
一学期終業式
平成２７年度おきなわ国際協力人材育成事業（～８月６日）
林 千里(3) （派遣国 ミャンマー連邦共和国）
平成２７年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会
総合３８位（参加１３４校）
個人 ８位 伊藤颯馬（２）スクラッチ
８位 久保田寛栄（２）４Kｍ速度競走
二学期始業式
ＰＴＡ美化作業
特進クラス保護者説明会
第２回学校保健委員会
体育祭代休
第１１回体育祭
テーマ：夏に燃えろ！笑顔 感謝 青春 ワッター体育祭 可能性は無限大！
２学期中間考査（～９日）
県高校新人体育大会（自転車競技八重山大会）
学校説明会（中学生対象～23日）
県高校新人体育大会（自転車競技）
沖縄県高等学校新人体育大会（～11月３日）
・自転車競技部（総合優勝８連覇:先行競技）
優勝 伊藤颯馬（３冠：ケイリン、４Kｍ速度競走、スクラッチ）
澤岻佑澄（３冠：３KmIP、スプリント、４KmTP）
平安山良希（２冠：ポイントレース、４KmTP）
・ボウリング競技 個人
２位 仲村 晏奈(２)
・男子バスケットボール部 ベスト４
・男子ハンドボール部 ベスト８
インターンシップ（２年生～12日）
性・エイズ講話 講師：比嘉正央氏（NPO法人HIV人権ネットワーク沖縄理事長）
演題「エイズを通して生き方を考えよう」
第３７回九州高校放送コンテスト沖縄県大会 テレビ番組部門 優良賞
校内スキット・ストーリーコンテスト
創立記念マラソン大会（於県総合運動公園）
全九州高等学校自転車競技新人大会参加（於熊本県、～23日）
総合第４位（参加２７校）オムニアム（６種競技）
決勝A 優勝 伊藤颯馬（２）九州チャンピオン
決勝B ２位 澤岻佑澄（２）
進路講話 講師：三好ジェームス 氏（ＲＫＢ毎日放送アナウンサー）
演題「高校生活と将来の向けて」
芸術鑑賞（於 本校体育館）公演演目「基地を笑え！お笑い米軍基地～特別編～」
第５２回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール
最優秀賞 感想文の部 比嘉リアナ（３）全国コンクール出展
優秀賞 感想画の部 前津 美有（１）全国コンクール出展
第１４回北中城村英語ストーリーコンテスト 高校の部
最優秀賞 玉城七彩(3)・野口ひなの(3)

12月９日
12月15日
12月16日
12月17日
12月21日
12月22日

平成28年

12月24日
12月25日
１月６日
１月９日
１月16日
２月８日
２月12日
２月26日
３月１日
３月２日
３月９日
３月16日
３月21日
３月24日

３月31日
４月１日
４月７日
４月27日
４月28日
５月２日
５月12日
５月17日
５月22日
５月24日
５月28日

優秀賞
平良未来(2)・古堅みらの(2)、大湾蓮理煙(2)・仲里佳子(2)
避難訓練（１校時）
修学旅行（２年生128名長野県・東京都・東京ディズニーランド等、～18日）
サイバー犯罪講話
企業研修（２年生132名、イオンモール沖縄ライカム）
席上揮毫大会 佳作１名、奨励賞２名
保健講話 講師：名嘉ちえり氏（更生保護法人がじゅまる沖縄ＤＶ加害者更正相談員）
演題「あなたとわたし ステキな人間関係を築くために 今私ができること」
第２回学校評議員会
学級懇談会、進路保護者説明会
二学期終業式、職員会議・職員研修
三学期始業式
第３４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 ３位
大学入試センター試験（～17日）
３年生芸術文化講座
講師：仲嶺 伸吾氏（沖縄県立芸術大学教授）
第46回全九州高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季選手権大会バスケットボール男子参加
薬物乱用防止講話 講師：森 廣樹氏（沖縄ダルク代表）
第３１回卒業式（卒業生２７６名）
平成２７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研修（～15日）
織田 希胡(2)
県立高校一般入試（～10日）
卒業生による進路講話 講師：３１期生５名、２９期生１名
第19回全国高等学校ボウリング選手権大会出場 仲村晏奈(2)
平成２７年度全国高等学校選抜自転車競技大会参加
伊藤颯馬(2)、重満丈(2)、久保田寛栄(2)、平安山良希(1)、松原稜(2)、
喜友名朝良(2)、澤岻佑澄(2)、
修了式・離任式
校長 玉城美智子 退職、教頭 冨里一公 前原高校校長昇任、
教頭 仲舛 盛順 コザ高校へ転任、他１７名の教職員転任
校長 金城正巳 宜野湾高校より赴任、教頭 桃原健次 南風原高校より赴任
他１５名教職員赴任
第34回入学式 （280名）
１年宿泊研修会（国立糸満青少年交流の家～28日）
２・３年校外学習（2年生：県立博物館・美術館、3年生：佐喜眞美術館）
新入生歓迎球技大会（於 県総合運動公園体育館）
１学期中間考査（～13日）
進路講演会 講師：喜屋武 裕江氏（グッジョブおきなわプロジェクト代表）
演題：高校生活と将来に向けて
第34回ＰＴＡ総会
サイバー犯罪防止講話 講師：屋良 淳 氏（沖縄県警察本部サポートセンター）
演題：SNSトラブル防止の心得～加害者にも被害者にもさせないために～
沖縄県高等学校総合体育大会（～６月１日）
・自転車競技部（総合優勝１４連覇:先行競技で５月７日開始）
チームスプリント
１位（澤岻、松原、喜友名）
４kmチームパーシュート １位（伊藤、久保田、重満、平安山）※県高校新記録
２位（具志堅、澤岻、奥間）
４km速度競走
１位 久保田 寛栄
２位 重満 丈
ケイリン
１位 伊藤 颯馬
２位 松原 稜
３位 澤岻 達希
３Kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ
２位 平安山 良希
３位 久保田 寛栄
スプリント
３位 松原 稜
スクラッチ
１位 喜友名 朝良
２位 伊藤 颯馬
３位 平安山 良希
ロードレース
２位 重満 丈
３位 平安山 良希
・ボウリング競技 個人女子６位 仲村 晏奈 （５月22日石垣市先行開催）
・男子バスケットボール部 ベスト８
・男子サッカー部 ベスト８

５月31日 教育実習（～7/1）
６月15日 第63回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会
放送部 テレビドキュメント部門 優良賞
ラジオドキュメント部門 優良賞
６月17日 平成28年度全九州高等学校総合体育大会（福岡県・熊本県～20日）
総合８位（参加23校）
個人 ケイリン ２位 伊藤 颯馬
ポイントレース ６位 久保田 寛栄
1kmタイムトライアル ７位 伊藤 颯馬
スクラッチ ７位 澤岻 佑澄
団体 ４kmチームパーシュート ３位（伊藤、久保田、平安山、澤岻）※県高校新記録
６月21日 生徒会役員選挙 会長：山田優太(2)
副会長：宮里和希(2)・田中真愛(1)
７月６日 交通安全講話 講師：平田健二（沖縄警察署交通対策課）・奥間みゆき（警務課）
７月14日 校内弁論大会
第１回学校評議員会
７月20日 一学期終業式
７月24日 第九回日本高校ダンス部選手権スモールクラス （県予選）優勝
８月２日 平成 28 年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会
第 61 回全国高等学校自転車道路競争中央大会
個人ロード・レース ７位 重満 丈
学校対抗ロード・レース ７位
８月７日 第 31 回東海北信越高等学校ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ選手権大会兼高体連加盟校全国ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ選抜大会
個人３位 仲村 晏奈
団体２位（混成チーム）
８月16日 第九回日本高校ダンス部選手権出場・スモールクラス （神奈川県）
８月29日 ２学期始業式
８月31日 第２回実力テスト
９月６日 第２回進路講演会「先輩からのメッセージ～自分の可能性を信じて～」
内間康平（22期卒）：リオオリンピックロードレース日本代表
９月11日 琉球ダイハツカップ2016年第27回沖縄県高校女子サッカー選手権大会
（兼第27回九州高等学校女子サッカー選手権大会県予選）３位 女子サッカー部
９月15日 第２回学校保健委員会
９月17日 第六回全日本高等学校チームダンス選手権大会出場（福岡県）
９月30日 第７回舞台祭（１日目・校内生徒参観）
テーマ「輝け！パリピー俺らが主役の舞台祭～笑顔と涙と感動を～」
10月１日 第７回舞台祭（２日目・一般参観）
10月18日 １年生出前フォーラム「先輩の話を聞こう！北中城ジョブトーーク！」
（主催：北中城ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ連携推進本部）
講師 喜納綾子（北中城村学校支援コーディネーター）
金城孝文（株式会社MARUKIN 代表取締役社長）
呉屋秀樹（海上保安庁 第十一管区海上保安部）
10月20日 学校説明会(21 日まで)
10月29日 沖縄県高等学校新人体育大会（～ 11 月 1 日）
・自転車競技部（先行競技10月22日）
＜団体＞４kmチームパシュート優勝 チームスプリント優勝
総合優勝９連覇
＜個人＞平安山良希（６冠：ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ,ｹｲｲﾘﾝ,4Km速度,ｽﾌﾟﾘﾝﾄ,4KmTP,ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘｯﾄ）
・男子バスケットボール部 ベスト４
10月25日 英語スキットコンテスト（５．６校時）
10月26日 校内陸上大会（於県総合運動公園）
10月28日 第 53 回読書感想文感想画地区コンクール感想画の部
優秀賞(中央審査会出品) 前津美有(2)
佳作 平安名剣牙(3) 志慶真有織(2) 金城麗菜(2)
10月31日 全琉小・中・高校図画作文書道コンクール
優秀賞 知念可倫(1) 中松綾香(1) 比嘉璃音(1) 平良優花(1)
11月４日 津波避難訓練（５・６校時）
11月６日 第85回全日本自転車競技選手権大会2016第3回益田ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰｽﾞｽﾃｰｼﾞ
男子ジュニア第4位 重満丈
11月８日 インターンシップ（２年生～10日）
11月11日 第 38 回九州高校放送コンテスト沖縄県大会 朗読部門 優良賞 和倉彩月(2)
11月12日 トイレ清掃大会(講師：掃除に学ぶ会)
11月16日 1年生進路講話 講師：友田時雄 氏（株ﾘｸﾙｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞまなび事業本部）
演題「未来を見つけよう」

平成29年

11月18日 全九州高等学校自転車競技新人大会参加（於福岡県・熊本県～23日）
総合第５位（参加20校）
個人・ロード競技・
決勝（60km）3位平安山良希（2年）
決勝（30km）2位澤岻達希（1年）・17位具志堅大士（1年）
決勝（20km）13位奥間凪（1年）
11月24日 二学期期末考査（～11月28日）
11月29日 性・エイズ講話 講師：小林孝暢 氏（和花クリニック 医師）
演題「性とエイズの現状と課題～人を思いやる心を育む授業～」
12月２日 芸術鑑賞（於 本校体育館） 公演演目 組踊「執心鐘入」沖縄伝統組踊 子の会
12月７日 創立記念マラソン大会（於県総合運動公園）
12月８日 第60回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表大会
教育長賞・クローバー賞
宮城芹利菜(3) 上運天蘭(3) 伊佐正真純(3)
12月８日 第15回北中城村英語ストーリーコンテスト 高校の部
最優秀賞 ｺｰﾌﾞﾃﾞｨﾗﾝｼﾞｮｰﾀﾞﾝ(1)・佐久川拓未(1)
優秀賞
安里美咲ｱﾘｯｻ(1)・宮城絵理香(1)、玉城樹里(2)・仲間民(2)
12月13日 修学旅行（２年生119名関東地区・東京ディズニーランド等、～16日）
12月16日 九州高等学校文化連盟第 38 回九州高校放送コンテスト（大分県）
朗読部門 入賞 和倉彩月(2)
12月18日 沖縄県高等学校 10 人制ラグビーフットボール大会 優勝
12月19日 席上揮毫大会 高書研賞 比嘉璃音(1)
第２回学校評議員会
12月21日 保健講話 講師：知念菜穂子 氏・船越京子 氏 （助産師 誕生学アドバイザー）
演題「誕生学 心とからだを未来を大切にする方法」
12月24日 学級懇談会、進路保護者説明会
12月25日 二学期終業式、職員会議・職員研修
１月６日 三学期始業式
１月11日 おきなわ国際協力人材育成出前講座 織田紀胡(3)：スリランカ海外研修報告
１月14日 第35回小橋川寛杯争奪高校生バスケットボール選手権大会 男子ベスト８
１月14日 大学入試センター試験（～15日）
１月20日 ３年学年末考査（～１月24日）
１月22日 沖縄県県高校新人体育大会・サッカー男子 ベスト８
第 29 回全国高等学校柔道選手権大会沖縄予選 60kg 級 ３位 仲眞良哉(1)
２月２日 ３年生送別球技大会（於県総合運動公園）
２月２日 第11回琉米高校生バスケットボール大会 バスケットボール男子 優勝
２月７日 ３年交通安全講話 講師：宮城恵輔 飲酒運転根絶アドバイザー
演題「俺みたいになるなよ」
２月13日 学年末考査（～２月15日）
２月16日 第３回学校保健委員会
２月21日 薬物乱用防止講話 講師：金城華奈子氏（沖縄警察署少年課）
３月１日 第３２回卒業式（卒業生２６０名）
３月８日 県立高校一般入（～９日）
３月16日 卒業生による進路講話 講師：32期生６名（本年度卒業）
中地丈一郎（琉大） 菅原大誠（沖国大） 安村沙菜（沖女短大）
安里実奈美（長崎外大） 比嘉良実（浦看専） 豊里穂乃香（ｻﾝｴｰ）
３月18日 第 18 回九州高等学校 10 人制ラグビーフットボール大会 2 グループ ３位
３月20日 ガクアル FESTA2017 春高校生ダンスコンテスト 特別賞 ダンス部
３月24日 修了式・離任式
３月25日 平成28年度全国高等学校選抜自転車競技大会
ポイントレース 第２位 平安山良希(2年)
３月31日 事務長 上江洲豊 具志川高校へ転任、他16名の教職員転任
４月１日 事務長 比嘉貴子 与勝高校より赴任、他16名の教職員赴任
４月７日 第35回入学式（276名）

