
 

 

 

< 運動面 > 

☆令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会  

高 2 髙里 由貴子  ゴルフ競技 個人女子  第２位  
☆令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会  

高 1 中山 盛榎  体操競技  種目別 鉄棒 第 2位   
種目別 跳馬 第 2位  

☆高１ 中山 盛榎   2020全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会出場！ 

 

☆令和２年度 沖縄県高等学校新人体育大会 

高１ 中山 盛榎  体操競技 男子決勝 つり輪 ３位 

                      跳馬  ２位 

高２ 髙里 由貴子 ゴルフ競技 個人女子 第３位 

 

☆第 41回九州ゴルフ選手権春季大会 

  中学校女子団体の部 

２位（中１宮城 柚、平仲 朱那、吉崎 眞夏、髙里 真貴子、中２浦崎 涼） 

  ※全国大会出場 

  中学校女子個人の部 

   ３位 中１ 宮城 柚   ※全国大会出場 

  高校女子個人の部 

   １７位 高２ 髙里  由貴子   ※全国大会出場 

 

 

☆第９回ハイビスカスカップ小中学生ゴルフ伊江島大会 

中１ 平仲 朱那 優勝 

 

☆令和２年度 全国中学校ゴルフ選手権特別大会女子団体の部  

３位  中２ 浦崎 涼    中１ 宮城 柚 

      中１ 吉﨑 眞夏   中１ 平仲 朱那 

 

☆第 43回 2020年度全国 JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球 

中１ 栗山 晃希 沖縄県大会 B区分 優勝 

 

☆令和２年度 沖縄県高等学校野球連盟 優秀部員賞 

高３  秦 逸文 
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☆2021 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会 九州・沖縄予選 

  中２ 浦崎 涼   カテゴリー：15-18歳  女子   ３位  ※全国大会出場 

   中１ 吉﨑 眞夏  カテゴリー：13-14歳 女子  ４位  ※全国大会出場 

 

 

< 文化面 > 

 

★第５７回中部地区児童・生徒科学作品展   銅賞  

中 1：栗山 晃希  松本 陽  小野 真理子  岡田 千畝  中村 真緒 

中 2：荒川 勘太 

中 3：佐藤 りいら  佐野一斗  ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ ｸﾘｽﾃｨ 雛子 

 

★第 40回ﾎｰﾑｿｰｲﾝｸﾞ小中高校生作品ｺﾝｸｰﾙ小物ｲﾝﾃﾘｱ作品部門  

最優秀賞（文部科学大臣賞） ：中 3 佐藤りいら   高 2 今井麗 

優秀賞  ：中 3 畑 愛理    高 2 盛山 優音   高 3 外間 玲美 

佳作賞  ：中 1 今井 李  中 2 桃原 あき  高 1 田場 旭 

特別賞  ：高 2 今井 麗   盛山 優音    高 3 外間 玲美 

衣服作品部門     

佳作賞  ：中 3 シンクレア フィオナ 

 

★第 60回 沖縄県生徒科学賞作品展 

高１  河野 瑠導   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」 

 

★第１０回 沖縄県新聞スクラップコンテスト 

中３ 榮野川 葉美 ノート部門 沖縄県 PTA連合会会長賞 

中１ 栗山 晃希  ノート部門 佳作 

中１ 兼城 巧光  ノート部門 佳作 

 

★第 68回全琉小中高校 図画・作文・書道コンクール 書道 

優良賞 ：中１ 比嘉 斗夢  中村 希彩  寄川 桜子    中２ 寄川 紅葉                

佳作  ：中１ 平仲 朱那   中３ 山川 りえ    高１ 平良 悠    

高２ 髙里 由貴子 高２ 比嘉 このみ  

 

★令和２年度 沖縄県立博物館・美術館企画 第 4 回アートコンクール テーマ「むし」 

優秀賞 ：中２ 寄川 紅葉     

佳作  ：中１ 小野 真理子  中２ 桃原 あき  福山 遥深   

中３ 佐藤 りいら  中３ 佐野 一斗   
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 入選  ：中１ サントス ジョナス ミッチェル サントス  中２ 印南 空音  

中２ 清水 知己   中２ 新垣 政尚  中２ バニケット ジャニン アン 

中３ 榮野川 葉美  中３ 鶴田 光優  中３ 畑 愛理   

 

★2020 うらそえ YA文芸賞 短編小説部門 

高１ 浦崎 絵戸 『夢を追う』  審査員特別賞 

 

★第 21回創造アイデアロボットコンテスト沖縄県中学生大会  

アイデア賞 チーム・ペペロン： 中３ 宮城 琉徳  前原 マラキ 

 

★第 43回沖縄青少年科学作品展 

高１ 河野 瑠導 「汎用浅深度自律型水中探査機の研究と開発」 入選 

 

★第 41回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール 

 小物・インテリア作品部門 

   最優秀賞・経済産業大臣賞  高１ 田場 旭   

   優秀賞  中２ 桃原 あき  高２ 盛山 優音 

  佳作賞  中２ 今井 李  中３ 佐藤 りいら  高２ 今井 麗    

        

 衣服作品部門 

   優秀賞  中３ 畑 愛理 

   佳作賞  中３ シンクレア フィオナ 

 

★第 59回 全沖縄児童生徒書き初め展 

銀賞 中１ 中村 希彩、 比嘉 斗夢  高１ 金城 旭香 

銅賞 中１ 新垣 凜、 平仲 朱那、 仲里 歩凉、 松本 陽、 寄川 桜子 

      中２ 寄川 紅葉  中３ 池原 亜莉沙、 山川 りえ 

      高１ 濱川 陽、 名嘉 大星 

 

★令和２年度 沖縄県児童生徒等表彰 

 受賞者 教育・文化活動部門 中３ 佐藤 りいら 

               高２ 今井 麗 
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