
 
 
 
 
 

 

★ スプリングジュニアゴルフチャンピオンシップ地区大会  女子の部 優勝  高１ 髙里  由貴子 

 

★ 第６回マッチプレー選手権大会（ゴルフ） 中高女子の部 ４位  高１ 髙里  由貴子 

 

★ 第３２回 海邦国体記念記録会兼国体選考会 

   円盤投げ １位 高３ 藤原 孝史朗 

   やり投げ ６位 高２ 山田 一心 

 

★ 第３７回 タイムス杯争奪総合大会 

 体操  男子高校個人総合 優勝  高３ 中田 海斗 （大会３連覇） 

令和元年度 沖縄県高等学校総合体育大会    ※４種目中３種目で九州大会、全国大会出場 

 

★ 自転車競技 ４ｋｍ速度競争 ３位 高３ 川又 スティーブン 由雅   

                        ※九州大会、全国大会出場 

 

★ 第７０回 沖縄陸上競技選手権大会   円盤投げ １位 高3 藤原 孝史朗  

 

★ 平成３１年度 沖縄県高等学校総合体育大会 

 第６４回 沖縄県高等学校陸上競技対校選手権兼南九州地区予選大会 

 円盤投げ １位 高３ 藤原 孝史朗 （ 48.79m 大会新記録 ） 

 砲丸投げ １位 高３ 藤原 孝史朗           ※２種目共に南九州地区予選への出場 

 

★ GEMSTONE クリエイターズオーディション（東宝とAlphaBoat 主催） 

映像作品 入賞  中３ シンクレア ウィリアム 

 

第7２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 南九州地区予選大会 

男子 円盤投 第1位 記録 53ｍ57（大会新記録・沖縄県高校新記録）   高３ 藤原 孝史朗 

男子 砲丸投 第4位 記録 14ｍ44                   高３ 藤原 孝史朗 

 

★ 2019 APU(立命館Asia Pacific University)サマースクール 

高１ 宮城 ラファエル ケンジ 

     當山 賢 ショーン     参加 

 

★ 宜野湾市中学校短期海外留学派遣事業     中３ 榮 宥貴子  派遣 

 

★ 平成３１年度北谷町ハワイ短期留学派遣    中３ パーカー ライアン 海  派遣 

 

 

★ 感動は無限 南部九州総体2019  平成３１年度全国高等学校総合体育大会 

高3 藤原 孝史朗      出場 円盤投げ（３年連続出場） 

高3 中田 海斗      出場 体操個人（３年連続出場） 

高３ 川又 スティーヴン 由雅  出場   自転車 

 

 

★ 第74回九州陸上競技選手権大会 兼第104回日本陸上競技選手権大会予選 

男子 円盤投げ  1位  高3 藤原 孝史朗   

 



 

★ 第74回国民体育大会最終選考会 

少年男子 円盤投げ 1位（沖縄高校新記録樹立）   高3 藤原 孝史朗       

 

★ 2019年度りゅうぎん海外留学支援事業 米国派遣（1名枠） 

中３ 澤幡 優奈 派遣（1年間）決定 

 

 

★ 平成３１年度「私たちの文化財」図画作品募集 入賞 

中3 中山 盛榎  入選 

作品名 弁之御嶽（びんぬうたき）の北側にある大嶽（うふたき）の石門 

 

★ 第59回 沖縄県児童・生徒科学省作品展 

中3  河野 瑠導   最優秀賞 テーマ「汎用浅深度自立型水中探査機の研究と開発」 

上記作品は今後「第63回日本学生科学賞」へ出展予定 

 

中3 平良 悠   佳作   テーマ「空中浮遊コマの実験」 

 

 

★ 第74回国民体育大会 陸上競技 

少年男子共通 円盤投 1位    高３ 藤原 孝史朗      

 

★ 第2回ガクアルFESTA高文連軽音楽コンテスト 観客賞 

軽音学部  バンド名：NEXT→   高２ 冨田 さくら  高１ 吉川 宗志  

                   高１ 與那嶺 浩士  中３ 福原 卓哉    

 

★ 宜野湾市立図書館 ビブリオバトル    中２ 榮野川 葉美 優勝 

 

★ 沖縄県高等学校文化連盟主催 第３１回高等学校書道展 

高１ 比嘉 このみ 奨励賞 

高１ 髙里 由貴子 奨励賞 

 

★ 中頭地区中学校文化連盟 第２５回中学校総合文化祭 

舞台の部出場 

中２ ラザフォード クリスティー 雛子 開会式 

中２ 森根 太陽  群読 

中３ 榮 宥貴子  詩舞「富嶽」 

  

展示の部 理科 

中3  河野 瑠導  「汎用浅深度自立型水中探査機の研究と開発」出展 

中3 平良 悠   「空中浮遊コマの実験」出展 

 

展示の部 美術科 「Ryukyu」※共同作品 

中２ 亀島 美妃  前田 七聖梨美樹  鶴田 光優  山川 りえ  榮野川 葉美 

★ 第三十一回高等学校書道展     奨励賞 高１ 比嘉 このみ 髙里 由貴子 

 

★ 平成３１年度 JA共済全国小・中学生書道地区コンクール 

半紙の部 優秀賞 中１ 寄川 紅葉 

条幅の部 佳 作 中１ 寄川 紅葉  中３ 平良 悠 

 

★ 第７１回沖縄県民体育大会 

中学校男子 種目別 平行棒 １位  中３ 中山 盛榎 

トランポリン競技      ２位  中３ 中山 盛榎 



  

★ ぎのわん教育の日特別企画ミニ・ビブリオバトル チャンプ本『クラスメイツ』  中２ 榮野川葉美 

 

★ 第９回沖縄県新聞スクラップコンテスト 

沖縄県ＰＴＡ連合会会長賞 中学校ノート部門 中２ 榮野川 葉美 

優良賞 中学校切り抜き新聞部門 中３ 伊佐 美希 

 

★ 第６７回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール 

  書道 優良賞 中２ 山川 りえ 

         高１ 比嘉 このみ  髙里 由貴子 

         高２ 崎浜 凜々子 

     佳作  中１ 寄川 紅葉 

         中３ 平良 悠 

         高１ 宮平 清香 

 

 

★ 平成３１年度読書感想文感想画中部地区コンクール 感想文 課題図書  優秀賞 中２ 山城 鳳翔 

 


