
 

 

 

★第27回OTVカップ争奪総合体操競技大会 

中2 中山盛榎 第3位 男子個人総合 

 

★第５回 カヌチャゴルフクラブ ジュニア学生マッチプレー 選手権大会  

男子の部 ３位  高１ 島袋  朝龍 

女子の部 ３位  中３ 髙里  由貴子 

 

★第６９回 沖縄陸上競技選手権大会 

円盤投げ １位 高２ 藤原 孝史朗 

砲丸投  １位 高２ 藤原 孝史朗 

 

★平成30年度 沖縄県高等学校総合体育大会  

砲丸   優勝   高２ 藤原 孝史朗 記録13m86 南九州地区予選大会出場決定！ 

円盤投げ  優勝 高２ 藤原 孝史朗  記録 37m99  南九州地区予選大会出場決定！ 

体操 個人総合 優勝  高２ 中田 海斗 全九州高等学校体育大会・全国大会出場決定！ 

 

★第71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 砲丸投  第4位   高２ 藤原 孝史朗 

男子 円盤投げ 第1位    高２ 藤原 孝史朗 

 

★2018 彩る感動 東海総体  平成30年度全国高等学校総合体育大会 

高2 藤原 孝史朗 出場 砲丸投げ 記録 14m 21 

円盤投げ 記録 40m 34 

高2 中田 海斗 出場 体操個人総合 

 

★第45回 沖縄県高等学校新人陸上競技対校選手権大会  

高２ 藤原孝史朗 砲丸投   (6kg)  記録 13m50 

高２ 藤原孝史朗 円盤投げ (1.75kg) 記録 45m97  祝・大会新記録！！ 

 

★福井しあわせ元気国体2018 

高2 藤原孝史朗 少年男子 出場 円盤投げ  記録42m97 

 

★平成30年度 全九州高等学校体育大会 新人陸上競技大会 

高2 藤原孝史朗 円盤投げ 優勝 記録44m60 

                  砲丸投   ５位 記録13m90 
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★JOCジュニアオリンピックカップ 第12回U18日本陸上競技選手権大会 

高2 藤原孝史朗 円盤投げ ３位 記録49m03 

 

 

★平成30年度 沖縄県高等学校新人体育大会 体操競技 

高2 中田海斗 個人 総合優勝 

 

★第7回ハイビスカスカップ 小中学生ゴルフ in 伊江島大会 ゴルフ 

中学女子の部 優勝 中3 髙里由貴子 

 

★第70回沖縄県民体育大会 

トランポリン競技 中学男子   第2位 中2 中山盛榎 

体操競技  高校男子   第1位 高2 中田海斗 

 

 

 

 

★第57次沖縄県豆記者交歓事業（東京・北方領土・北海道取材） 

中3 吉川 宗志  参加 

 

★第55回 中部地区児童・生徒科学作品展 

中2  河野 瑠導      金賞 テーマ「自律型汎用浅深度海中探査機 第一段階 

                     水中における翼の働きについて」 

中2 池田 寛人      銅賞 テーマ「睡眠調査」 

中1 ﾗｻﾞﾌｫ ﾄー  ゙ ｸﾘｽﾃｨ  ー雛子 銅賞 テーマ「教科書をちょっとだけでも楽に運ぶ」 

 

 

 

テーマ「築け文化！ふるえる魂！未知の自分を見つけ出せ」 

中頭地区中学校文化連盟は，日常の学習の成果を発表する場とし，文化的な意識の高揚を

図ることをねらいとして，中学校総合文化祭を開催しています。本校から４名の生徒が参

加しました。 

中２ 河野瑠導  展示 理科の部 参加 

中２ 榮宥貴子  舞台  詩吟の部 参加 

中３ 比嘉梨音  舞台 三線合奏の部 参加 

中３ 吉川宗志  舞台 開会宣言 本校代表として参加 

 

★第20回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 沖縄地区大会 

中２ 安武咲絢 中学生部門 奨励賞 
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★第19回創造アイデアロボットコンテスト沖縄県中学生大会 

中２ 河野瑠導    アイデア賞(１・２位相当) 活用部門 Ａ(アンペア) ※九州大会出場 

中３ 橋本ｴﾘｿﾝｳﾞｧﾝ太陽 アイデア賞(１・２位相当) 活用部門 カイン ※九州大会出場 

中３ 加納輝碧     ３位                 活用部門 アペル 

 

★平成30年度 宜野湾市中学生英語ストーリーコンテスト 

中２ 榮宥貴子 第１位 

 

 

★ジュニアドクター養成塾 サイエンス カンファレンス2018 

中２ 河野瑠導 工学系分野賞 

 

★第13回 文字・活字文化大賞 沖縄県青少年 意見文・小論文コンクール 

中３ 宮平清香 県教育長賞（優秀賞） 

 

★第８回 沖縄県小中高 新聞スクラップコンテスト 

中１ 榮野川葉美 ノート部門 県知事賞（第１位） 

中２ 屋比久まい 新聞感想文部門 県知事賞（第１位） 

中２ 伊佐美希  切り抜き新聞部門 優良賞 

 

★ぎのわんの文化財図画作品展 

金賞 中1 鶴田光優  タイトル「大謝名メーヌカー」 

銅賞 中1 深水宥登  タイトル「大謝名メーヌカー」 

 中2 伊佐美希  タイトル「森の川」 

 中2 屋比久まい タイトル「大謝名メーヌカー」 

 

★沖縄県高等学校文化連盟主催 第34回高等学校書道展 

優良賞 高1 伊敷琉羽 

奨励賞 高1 崎浜凜々子 外間玲美 

 

 

★平成30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3 比嘉このみ  

  優良賞 中2 平良悠 

  佳作 中1 山川りえ 

条幅の部  優秀賞 中3 比嘉このみ 

  佳作 中2 平良悠 

 

 



★沖縄県人権作文コンテスト 

沖縄県人権擁護委員協議会会長賞 中3 吉川宗志 

 

 

★平成30年度沖縄県児童生徒等被表彰者決定 

4-B 外間 玲美 祝・最優秀賞 タペストリー 

5-A 赤嶺 佳菜美 祝・最優秀賞 テーブルクロスセット 

上記2名が第38回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクールにおいて最優秀賞(経

済産業大臣賞)受賞が評価され、2019年2月7日木曜日に沖縄県庁にて沖縄県教育庁から

表彰されます。 

 

★第39回全国ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール 

＜高校の部・小物インテリア作品部門＞ 

4-B 外間 玲美  祝・最優秀賞 幼児お昼寝セット 

5-A 赤嶺 佳菜美*  特別賞  テーブルクロスセット 

赤嶺佳菜美さんは昨年度、最優秀賞受賞につき今回は審査員特別賞が授与されます。 

5-B 山内 彩加  優秀賞  マーメイドの宮殿 

＜高校の部・衣服作品部門＞ 

5-B 上地 花鈴  優秀賞  パフスリーブのドレス 

＜中学の部・小物インテリア作品部門＞ 

1-A 佐藤 りいら  優秀賞  家族のおでかけセット 

2-B 鄭 安妮  アイディア賞 テーブルクロスセット 

3-B 今井 麗  佳作賞  タペストリー 

1-A 畑 愛理  努力賞  クッションとうさぎさん 

2-B 宮城 藍伽  努力賞  ベッドカバー、うさぎのワンピース 

 

 

★第57回全沖縄児童生徒書き初め展 

＜高校の部＞ 

銀賞 外間玲美(4-B)  

銅賞 大田一輝(4-A) 伊敷琉羽(4-A) 久保進太郎(4-B) 

 

＜中学の部＞ 

金賞 比嘉このみ(3-B) 

銅賞 山川りえ(1-B) 寄川孝ノ慎(2-A) 安慶名愛夏(2-A) 河野瑠導(2-B) 

 平良悠(2-B) パーカー ライアン 海(2-B)  鄭 安妮(2-B) 

 仲西のの(2-B) 髙里由貴子(3-B) 

 


