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   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  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     校歌決まる。（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60年11月 1日     創立10周年記念式典 記念誌発行 
  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11月27日    89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 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 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07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 
        2月26日     第１回体育コース本島縦断駅伝（辺戸岬～本校） 
   平成11年04月01日    第10代校長 宮里景眞氏 就任 
  平成11年10月 3日     第８回体育祭テーマ「今 高鳴る鼓動を胸に秘め  全力疾走 

ﾌ ｪ ｰ ﾇ ｺ ﾝ

南風魂」 マスゲーム好評 
   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 
            9月30日     第３回舞台祭 『俺たちを見ろ  舞台にぶつける 

ﾌ ｪ ｰ ﾇ ｺ ﾝ

南風魂』(10月1日まで) 
           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(12月24日まで) 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） 
       04月01日    第11代校長 神谷育雄氏 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  １級 城間香（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 
        9月19・20日     木管独奏 鶴見潤子（伴奏：平良美和子）  独唱 玉那覇淑美（伴奏：田場力男）（各銀賞） 
   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 
           10月02日     第10回 学園祭 テーマ「みんなで協力し合い 今という青春の思い出を」 
   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 長浜和子氏 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 
          10月 3日     体育祭 テーマ「太陽の下３年に一度の競技の祭典 ライバル達と競い合え」（黄金森陸上競技場） 
           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01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) 
           07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 
          9月29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 
   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 
        11月 5日 
   平成19年 3月11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 
   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） 
  第13代校長 識名昇氏 就任 
  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 
  第31回全国高等学校総合文化祭島根大会 郷土芸能部（43名）出場 
   第31回沖縄県高文連囲碁将棋秋季大会 女子団体優勝 
   第11回学園祭「きずなを深める はじけよ 最高の仲間で 一生の思い出SHOWTIME」 
   県高校新人大会 ボクシングモスキート級 優勝:大城聖都 
   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 

   
           4月 1日 
        6月2日～6日 
 
      8月1日～2日 
        9月15日 
      9月28日～29日 
      10月3日～6日 
   平成20年 5月19日 

   5月30日～6月2日 
          7月24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） 
  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 
    9月20日～22日 
         11月 1日 
 
  平成21年1月10日 
          1月25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 
  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 
  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 
  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 
  平成20年度県高校新人大会サッカー競技・優勝 

 

    4月 4日～ 6日 
      4月 7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） 
  第34回入学式（男子178名、女子165名、計343名） 

         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～6月3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～30日  第24回高等学校対抗秋季陸上競技大会 
            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12日～11月7日   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～3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 
         4月 7日 

  全商協 簿記検定 １級：宮城勝太（３年） 
  沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室スタート 
  レスリング第４回沖縄県高等学校国体記念大会 
  優勝：５０㎏級 新垣貴志（３年）７４㎏級 畠山隆綺（１年）８４㎏級 長田敦希（１年） 
  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） 
  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） 

   5月 3日～ 4日 
 
 5月29日～6月5日 
 
       7月 4日 

           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～6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） 
            8月14日    2010サマー陸上競技選手権大会 高校砲丸投げ：第１位 富原健斗（３年）  

9月15日～17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） 
           12月25日     第７回郷土文化コース・郷土芸能部公演 和やかに～奏でる・舞う・武る～ 
            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） 
 
  平成平成平成平成23232323年度年度年度年度                                                                                             
        4月 1日    教頭 砂川 岩雄   他29名就任 
       4月 7日    第36回入学式（男子１６３名 女子１１８名 計２８１名）                              
               沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室１年 在籍生徒 男子５名 女子３名  計８名       
            4月23日   ハイスクールジャパンカップ２０１１ 第２位 嘉数晃輔（３年）・與那覇雅人（３年）  
  5月27日～6月1日    県高等学校総合体育大会 総合１７位（男子９位 女子４０位）                         
                       ・ボクシング ライト級 ３位 上原拓哉（１年） ライトフライ級 ３位 高江洲文人（２年） 
                       ・陸上競技  男子砲丸投げ：６位 豊見山大輝（２年） （南九州大会出場）              
                  男子棒高跳び：６位 内間未羅之（１年）  （南九州大会出場）              
                       ・柔道 男子８１kg級 ２位 瑞慶覧長風（３年）     （九州大会出場）                
                       ・レスリング   ５０kg級 ２位 尾花賢次（３年）（九州大会出場） ３位 比嘉拓也（２年） 
                                    ６６kg級 ２位 石川勇摩（２年）（九州大会出場）                     
                                     ７４kg級 ２位 鉢嶺宗平（３年）（九州大会出場）                     
                                    １２０kg級 ２位 眞境名輝（１年）（九州大会出場） ３位 宇良啓太（１年) 
                                   学校対抗戦 ３位 南風原高等学校                                       
                       ・男子ソフトテニス 個人 ３位 城間渉（３年）・仲里全仁（３年） （九州、全国大会出場）  
            ・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）                
                        ２位 崎原佑史（２位）（九州大会出場）                      
                       ・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）            
    7月14日,19日  南風原町社会福祉課主催高齢介護予防事業 ３年生舞台発表 郷土文化コース(於:照屋、宮平、兼本ﾊｲﾂ) 
      7月24日  第１回日本語漢字能力検定合格  準２級 普天間友希（２年） 小渡江里沙（３年） 
        8月1～5日   沖縄－東北・文化交流スタディーツアー被災地ボランティアに出演 郷土芸能部 
            8月11日   第21回沖縄県高等学校野外スケッチ大会 優良賞：久保田恵（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11日  沖縄県高等学校新人卓球選手権大会   男子ダブルス 準優勝 新垣和希（２年）・新垣康平（２年）    
       9月16日   沖縄県高等学校新人体育大会（陸上競技）                                             
             男子棒高跳 ３位 内間未羅之（１年）（南九州大会出場）                             
             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24日  第10回民謡コンクール 優秀賞 我如古真理（２年） 新人賞   小橋川栞奈（２年） 
       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  第59回全琉小・中・高校 図画作文書道コンクール 



                      優秀賞：新垣しいな（１年） 
           優良賞：赤嶺唯（１年） 牧志翔子、上地李歩、玉榮亜実、永綱春奈（２年） 
 10月29日～11月 1日   沖縄県高等学校新人体育大会                                                         
                       ・ソフトテニス    団体４位  南風原高等学校                                         
                       ・レスリング  学校対抗戦２位 南風原高等学校                                     
                               ５０kg級 ３位 當眞嗣大（１年）  ６０kg級 ２位 畠山隆綺（１年）              
                                    ６６kg級 ２位 石川勇摩（２年）  ７４kg級 ３位 長田敦希（２年） 
                                       ８４kg級 ２位 並里和夢生（１年）                   
                       ・新体操  男子個人総合優勝  崎原佑史（２年）                                    
                       ・ボクシング  バンタム級 ２位 田野新（２年）  （九州大会出場）                 
           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 5日  第90回全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会   準優勝 南風原高等学校                  
      11月11日  第41回九州ブロック社会教育研究大会沖縄大会アトラクション 郷土芸能部 
      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） 
            ２級 金城仁隆・宮城和史・小渡江里沙・春日有紗・仲里舞香・野原優・比嘉愛・與座佑梨亜（３年） 
      11月18日  第４８回沖縄県青少年感想文・感想画コンクール 
            優良賞 金城里奈・久保田恵（３年） 入選 新垣しいな（１年） 金城葉奈（２年） 
      11月18日  第２回実用英語技能検定合格 
            ２級 ｲｰﾄﾝ･ｴｽﾞﾓﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾀﾞﾝ（３年） 準２級 玉榮亜美（２年） 喜瀬智成（３年） 
            ３級 國吉葉月（１年） 平良一馬・金城葉奈（２年） 
       11月21日  第２回日本漢字能力検定合格 ２級 仲里全仁（３年） 準２級 玉城春菜（１年） 平良美穂（３年） 
           11月27日   全商協ワープロ実務検定合格                                                         
                       １級：大城一真（２年） 照喜名葉月・宮城絵梨菜（３年）                             
                       ２級：佐々木冬磨（１年）新垣勇真（２年）                                           
                玉元雄貴・宮城由季乃・城間一輝・仲間貴史・ｲｰﾄﾝ･ｴｽﾞﾓﾝﾄﾞ・ﾌﾞﾗﾝﾀﾞﾝ（３年）      
      11月27日  第６３回沖縄県民体育大会 新体操競技 
            優勝 前黒島智之（１年） ２位 崎原佑史（２年） ３位 具志堅海輝（１年） 
      12月 4日  第46回琉球古典芸能コンクール 
             琉球舞踊 優秀賞 國頭まい（２年） 上原崇弘・大湾美香・渡名喜祥子・松岡由芽（３年） 
                  新人賞  平良順一郎（１年） 大城佳奈子・比嘉ゆうな（２年） 内間友美（３年） 
              三 線  優秀賞 野國愛合（３年）  新人賞 糸数祐真（１年） 
           第1回八重山古典芸能コンクール 箏・新人賞 友寄朱里（３年） 
      12月18日  第４８回沖縄県高校ボクシング競技選手権大会  バンタム級 ２位 田野新（２年）  
            1月22日  第73回 簿記実務検定試験     ２級：仲間貴史・知念彩乃（３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 南風原高等学校 
  1月26日～1月29日  第１８回 沖縄県高等学校ボクシング春季大会 フライ級  ２位 高江洲文人（２年） 
      1月29日  第４６回情報処理検定 
            ２級：大城一真・大城果穂・古謝景也（２年） 小渡江里沙・神谷美紀・桑江桃子・屋冨祖萌（３年） 
               城間一輝・瑞慶覧長風・新垣千明・知念彩乃・仲里舞香・山内優（３年） 
  2月24日,3月2,3日  南風原高等学校郷土文化コース及び郷土芸能部 
            在校生・卒業生有志合同公演 ～綾百花 奏でる・舞う・武る～  於：黄金ホール 
      2月25日  第３回日本漢字能力検定合格 
           ２級 久貝華保（２年） 準２級 我那覇直樹（１年） 上村律紀（２年） 渡慶次智実（２年）      
      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） 
                      沖縄県商業教育研究会  
            二種目１級合格者表彰  運天叶奈（３年） 
            三種目２級合格者表彰 小山光浩・小渡江里沙・金川千尋・具志堅はずき・城間一輝・仲間貴史・ 
                       神里未来・知念彩乃・仲里舞香・比嘉愛（３年）            
           全国高等学校体育学科連絡協議会 体育優秀生徒表彰 新垣慎伍（３年） 
           沖縄県高等学校文化連盟活動賞 屋冨祖萌（３年） 上原真歩（３年） 
            3月 1日   第34回卒業式 卒業生校内表彰（卒業式） 
                        ・３カ年皆勤賞(3年間 無遅刻・無欠課・無欠席)：仲里優利菜 
                   ・特別活動賞：喜瀬智成 上原真歩 仲里全仁 
      3月31日   校長 中村 孝夫（行政へ） 事務長 桃原 恵子（浦添商業へ）   他２５名離任                  
             
            
  平成平成平成平成24242424年度年度年度年度                                                                                             
       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 7日   第37回入学式（男子192名 女子132名 計324名） 
             沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室１年 男子６人 女子４人 計１０人   
      4月17日～19日  １年生宿泊研修（国立沖縄青少年交流の家）渡嘉敷村  体育コース宿泊研修（つつじエコパーク）東村 
      4月20日～19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 
            4月25日  新入生歓迎スポーツ大会（那覇市民体育館)                                            
       5月13日  ＰＴＡ総会                                                                         
       5月16日  生徒総会（６校時） 
            5月31日  全国教育研究所連盟総会･研究発表大会沖縄大会アトラクション 郷土芸能部                           
  6月1日～6月6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） 
                 男子 棒高跳び  ２位 内間未羅之（２年）（南九州大会出場） 
                 男子 やり投げ  ２位 嘉数龍希（３年）（南九州大会出場）  
                 男子 ハンマー投げ ３位 大城良樹（３年）（南九州大会出場）  

                  男子 ８種競技  ３位 屋宜孝志（１年）（南九州大会出場） 



                  男子フィールドの部 ３位  南風原高等学校   
                  男子総合  ３位  南風原高等学校   
                      ・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 南風原高等学校 
                      ・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  南風原高等学校（崎原・前黒島・金城・具志堅） 
       6月 8日   6・23慰霊の日を考える平和集会 講師：中山 キク氏 演題：白梅学徒隊の軌跡                    
            6月13日   生徒会長選挙演説会及び投票                                                         
            6月17日  第125回電卓実務検定試験   ２級 比嘉領子（３年） 
      6月21日～24日   平成24年度全九州高等学校体育大会 第66回全九州高等学校ボクシング競技大会出場 
            ﾗｲﾄｳｴﾙﾀｰ級 上原拓哉（２年） 
            6月24日  南風原町喜屋武「腰ゆくい」ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 郷土芸能部 
            6月26日  平成２４年度 第１回学校評議員会 
            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 1日～8日   2012年アジアカデットレスリング選手権大会（キルギス共和国）参加 
            日本選手団選手男子ＧＲ42㎏級 福里 光（１年）                                               
            7月10日  校内弁論大会（１・２校時）                                                         
    7月13日,17日  南風原町社会福祉課主催高齢介護予防事業 郷土文化コース３年生舞台発表 
      7月13日  第１回実用英語技能検定合格 
                   準２級 國頭まい 久貝華保（３年） 
            7月20日  交通安全講話（１・２校時） 講師：我如古盛明（与那原警察署交通課長） 
      7月29日～30日   郷土芸能部夏期研修及び東村出張公演 
        7月30日  第１回日本語漢字能力検定合格 準２級 松田海咲喜 新城由依 仲里若菜（３年）山城由佳（２年）  
            8月20日   第22回『児童生徒の平和メッセージ』作文部門 高等学校の部 佳作 津波亜由未（２年）      
      8月24日   アジア青年の家レセプションに出演 郷土芸能部 
            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 南風原高等学校 
       9月 8日～9日   第27回沖縄県高等学校秋季陸上大会 
            棒高跳び １位 仲村光児（１年）２位 石新航洋（１年）３位 山田和輝（１年） 
            三段跳び ３位 内間未羅乃（２年）            砲丸投げ ３位 我那覇孝之助（１年） 
            110ＭＨ ３位 屋宜孝志（１年）               走り幅跳び ３位 津波大樹（１年） 
            やり投げ １位 嘉数龍希（３年）              男子総合 ３位 南風原高等学校 
            9月13日   第41回沖縄県高等学校音楽コンテスト（木管楽器独奏の部）銀賞 山城翔太（１年） 
      9月15日   南風原町津嘉山敬老会に出演 郷土芸能部 
    9月21日～23日   沖縄県高等学校新人体育大会（陸上競技）                                             
             男子棒高跳び １位 内間未羅之(２年)(南九州大会出場）２位 中村光児(２年)(南九州大会出場） 
                        男子三段跳び ３位  内間未羅之（２年)(南九州大会出場） 
                        男子砲丸投げ ３位 我那覇孝之助（１年)(南九州大会出場） 
            男子円盤投げ  ３位 比嘉利伊弥（２年)(南九州大会出場） 
            男子走高跳び  ２位 津波大樹（１年)(南九州大会出場） 
                        男子4×400mR  ３位 上原礼央奈（２年）石新航洋（１年）神里大希（２年）内間未羅之（２年） 
                        男子フィールドの部 ２位 南風原高等学校  
            男子総合          ２位 南風原高等学校 
            9月22日   南風原町敬老会に出演 郷土芸能部   
       9月23日  第47回情報処理検定試験 
            ２級 佐々木冬磨（２年）新垣禎章・玉城未来也・仲村渠吏・大濵加奈子・我謝夏妃・瀬長玲美 
                              又吉美範・新垣勇真・當間照也･仲嶺沙代・牧志翔子・饒平名真璃亜（３年） 
            9月26日   特別支援実習棟完成（１階 食品加工室・農場実習室 ２階 多目的教室１・２） 
            9月28日   第１回校内陸上競技大会（黄金森運動公園） 
 10月 3日～10月 5日  体育コースマリン実習 
          10月12日   全九州高等学校体育大会新人陸上競技大会  男子棒高跳び ４位 内間未羅之（２年） 
           10月14日  平成２４年度全日本卓球選手権大会県予選（ジュニアの部）全日本大会出場（東京都） 
            シングル ３位 大城桃子（２年） 
           10月19日   遠足（１・３学年 西原きらきらビーチ ２学年 あざまサンサンビーチ） 
           10月21日   第24回島尻郡少年剣道大会  高校生男子個人の部 優勝 神村和弥（１年）  ３位 花城将映（１年） 
          10月26日   特別支援実習棟竣工式及び祝賀会 
      10月29日  第60回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール 
                      （高等学校・書道部門）優良賞：赤嶺美樹（１年）新垣しいな（２年）永綱春奈（３年） 
           11月 2日  兵庫県飾磨高校修学旅行交流会 郷土芸能部 
 11月 3日～11月 6日 沖縄県高等学校新人体育大会                                                         
                       ・ソフトテニス  団体４位  南風原高等学校                                         
                       ・レスリング  ６０kg級 １位 佐々木冬磨（２年）（九州大会出場）                            
                       ・新体操 クラブ  １位 前黒島智之（２年）２位 具志堅海輝（２年）３位 金城宏和（２年） 
                  ロープ  １位 前黒島智之（２年）２位 金城宏和（２年）３位 具志堅海輝（２年） 
                                男子個人総合  １位 前黒島智之（２年）２位 金城宏和 ３位 具志堅海輝（２年） 
                                 男子団体    優勝 南風原高等学校 
                       ・卓球 女子ダブルス ２位 大城桃子（２年）大城愛乃（１年） 
                       ・バドミントン 男子団体 ３位 南風原高等学校 
                ・ボクシング  ライト級 ２位 上原拓哉（２年）（九州大会出場） 



           11月 2日   第32回全国高校生読書体験記コンクール県審査 入選 川満俊祐（３年） 
           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 小橋川共貴・津波古充貴（３年） 
           11月 5日   地震・津波避難訓練 
           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 南風原高等学校                 
      11月11日  第126回電卓実務検定試験 
                        ２級 前里桃子・島袋菜摘（２年）伊良皆友哉・比嘉英昌・宮城誠志・我謝夏妃・瀬長玲
美 
               嶺井あかね・當間照也・外間玲雄・新垣恵・伊集ひかる・大城果穗（３年） 
      11月16日  第２回実用英語技能検定合格  準２級 名嘉美南海（３年）城田ひなの（１年） 
           11月17日  第49回全沖縄青少年読書感想文･感想画コンクール高等学校中央審査 
            課題図書の部 優良賞 知念珠生（３年） 
            自由読書の部 入選  前里桃子（１年）久貝華保（３年） 
       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） 
           11月20日   島尻市町村教育委員･職員研修会アトラクション 郷土芸能部 
           11月16日  校内ロードレース大会（黄金の森陸上競技場）  
           11月22日  平成２４年度 第３回学校評議員会 
           11月23日   沖縄県学校給食会５０周年記念祝賀会アトラクション 郷土芸能部                             
           11月25日   全商協第４７回ワープロ実務検定合格                                                         
                       １級：玉橋勇希・前花一輝・仲村美稀子（３年）                             
                       ２級：崎原用大・神谷麻里奈・大城北斗（１年）比嘉みずき・玉城はるか（２年）城間久実･永山慶 
               田野新・嶺井亮太・新里美都・外間明日香・大城夢香・嵜濱秀星・島尻敬・澤岻彩音（３年） 
           11月25日   平成２４年度全九州卓球選手権大会県予選  
            女子ダブルス ベスト８ 大城桃子（２年）大城愛乃（１年）全九州大会出場（福岡県） 
           11月26日   [17歳からのメッセージ」（エッセイ） 銀賞 城間沙矢香（３年） 
      11月27日  第２回日本漢字能力検定  ２級 玉城春菜（２年） 準２級 城間理央（２年） 
           12月 5日   第49回沖縄青少年読書感想文コンクール 課題図書の部 優良賞 知念珠生（３年） 
           12月12日   芸術鑑賞『二童敵討』子の会（那覇市民会館）幕開け舞踊「御根引ちぬ御祝」郷土芸能部 
           12月18日   沖縄県老人会「芸能の祭典」出演 郷土文化コース・郷土芸能部 
       12月20日   性･エイズ講演会 講師：HIVｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:仲程ひろみ氏 上地静香氏 演題：「性の健康」 
          12月21日   南風原高校郷土文化コース及び郷土芸能部 第２回舞踊劇「南風原めぐり」公演 南風原中央公民館 
           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～12月28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） 
           12月25日   薬物乱用防止講話 講師：沖縄県警察本部生活安全部少年課 安里 剛氏 
      1月20日  第４８回情報処理検定 
           ２級：上原基司・大城茉季・知念志鶴河・小渡裕貴・崎山喜弘・佐久本敬太・安次富莉緒奈・新垣聖愛・ 
           嘉数里菜・冨盛未聖（２年）稲福航・伊良皆友哉・金城俊輝・中村隆次・宮城誠志・嶺井あかね・ 
            上間貴裕・具志堅翔太・下地弘誠・渡久地竜成・新垣恵・伊集ひかる・具志堅優香・仲村美稀子(３年) 
            2月 1日   郷土文化コース３年生舞台発表 
            2月 3日  第３８回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト クラリネット独奏 銀賞 山代翔太（１年） 
                      平成２４年度第４８回全九州高等学校新人ボクシング競技大会 (50㎏級) 第５位 福里光（１年） 
            2月 4日   三年生を送る会 
        2月 4日   沖縄県高校生国際文化交流派遣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 
            シンガポール派遣 （２年）神里麻理亜 （１年）宮﨑花澄 郷土文化コース 
       2月 5日  人権講話 「あきらめない」 講師 吉野やよい（那覇市医師会 生活習慣病検診センター所属） 
            2月10日  第５１回全沖縄児童生徒書き初め展 最優秀賞 永綱春奈（３年）銀賞 玉城クララ（２年） 
      2月20日  第３回日本漢字能力検定 準２級 佐次田優希（２年） 
            2月22日   平成２４年度 第３回学校評議員会 
      2月28日  全国商業高等学校長協会 卒業生成績優秀者表彰 當間照也（３年） 
           全国高等学校体育学科・コース連絡協議会 体育優秀生徒 富盛 啓（３年）新垣杏菜（３年） 
           平成２４年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞表彰 入福浜佑理（３年） 
                      平成２４年度沖縄県児童生徒等表彰 新垣蒼（分教室３年） 
            3月 1日   第35回卒業式 
                       ・３カ年皆勤賞（３年間 無遅刻･無届け･無欠席） 
             上閒貴裕 保久村洸 前花一輝 古堅大地 宮城義幸 瀬良垣杏 玉榮亜実 春木詩穗  比嘉まりん 
            ・特別活動賞 
             當間照也 新垣蒼（分教室） 
      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) 第１位 上原拓哉（２年） 
            3月31日  教頭 砂川岩雄（泊高校へ）玉城昌子（陽明高校へ） 他27名離任  
 
   平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 
       4月 1日  教頭 桃原 健次 屋良 淳 他22名就任   
      4月 8日   第38回入学式（男子165名 女子119名 計283名） 
             沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室１年（男子5人 女子5人 計10人） 
      4月17日   新入生歓迎スポーツ大会（那覇市民体育館） 
    4月22日～23日   1年生宿泊学習（1泊2日 糸満青年の家にて） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 


