１ 学校沿革概要
昭和２３年 ６月３０日
昭和２４年 ９月 １日
昭和２５年 ３月１８日
４月 ７日
８月２１日
９月１５日
昭和２６年 ３月１９日
昭和２７年 ３月３０日
７月 １日
昭和２８年 ３月 ７日
昭和２９年 ３月 ４日
昭和３０年 ３月 ３日
１２月１８日
昭和３１年 ３月 ３日
４月 ６日
昭和３２年 ３月 ３日
昭和３３年 ３月 ７日
昭和３４年 ３月 ２日
１２月１１日
昭和３５年 ３月 ３日
４月３０日
１０月２３日
昭和３６年 ３月 ３日
昭和３７年 ３月 ３日
昭和３８年 ３月 ３日
４月 ２日
１０月 １１日
昭和３９年 ３月 ３日
１０月２４日
昭和４０年 ３月 ３日
１１月２０日
昭和４１年 ２月 １日
３月 ３日
１２月 １日
昭和４２年 ３月 ３日
昭和４３年 ３月 ３日
昭和４４年 ３月 ３日
１０月 １日
昭和４５年 １月２４日
３月 ３日
昭和４６年 １月２３日
３月 ３日
昭和４７年 ３月 １日
４月 １日
５月１５日
昭和４８年 １月２０日
３月 １日
昭和４９年 １月１９日
３月 １日
６月 １日
１０月１０日
昭和５０年 ３月 １日
４月 １日
昭和５１年

３月 １日
１１月２７日
昭和５２年 ２月１３日

コザ高等学校喜名分校として設立許可
現在地へ移転
喜名分校特期卒業式 46名
読谷高等学校へ昇格独立許可
初代校長 祖慶 良次氏就任
校章制定 デザイン：桑江朝永（２期生）
第１回卒業式
67名
第２回卒業式
78名
第２代校長 宮城 清吉氏就任
第３回卒業式
113名
第４回卒業式
139名
第５回卒業式
173名
創立五周年記念式典挙行
第６回卒業式
184名
第３代校長 照屋 実太郎氏就任
第７回卒業式
204名
第８回卒業式
286名
第９回卒業式
253名
第４代校長 比嘉 俊成氏就任
第10回卒業式 232名
石川正通先生英語奨学賞を設定
創立10周年記念体育祭挙行
第11回卒業式 227名
第12回卒業式 217名
第13回卒業式 211名
第５代校長 西平 秀毅氏就任
学園祭（2日間）
第14回卒業式 172名
学園祭開催（2日間）
第15回卒業式 176名
創立15周年記念体育祭挙行
第６代校長 饒波 正喜氏就任
第16回卒業式 329名
定時制課程（普通科Ａ類型）設置認可
第17回卒業式 380名
第18回卒業式 318名
第19回卒業式 385名
第７代校長 船越 清治氏就任
学園祭
第20回卒業式 381名
学園祭（3日間）
全日制第21回、定時制第１回卒業式
全日制392名 定時制81名
全日制22回、定時制第２回卒業式
全日制371名 定時制75名
第８代校長 大川 栄清氏就任
本土復帰により沖縄県立読谷高等学校となる
学園祭（校内クラブ発表）
全日制第23回、定時制第３回卒業式
全日制355名 定時制60名
学園祭（2日間）
全日制第24回、定時制第４回卒業式
全日制365名 定時制52名
体育館兼講堂落成式挙行
第16回体育祭（全定合同）開催
全日制第25回、定時制第５回卒業式
全日制342名 定時制60名
第９代校長 国吉 真洋氏就任
全日制第26回、定時制第６回卒業式
学園祭
テーマ「挑戦」
定時制創立10周年祝賀球技大会開催

全日制358名

定時制66名

３月 １日
１０月２３日
１１月 ６日
昭和５３年 ３月 １日
４月 １日
６月１４日
昭和５４年 ３月 １日
昭和５５年 ３月 １日
昭和５６年 ３月 １日
３月２５日
４月 １日
昭和５７年 １月 ６日
３月 １日
４月 １日
１１月２７日
昭和５８年 ３月 １日
１０月３０日
昭和５９年 ３月 １日
４月 １日
昭和６０年 ３月 １日
９月２８日
昭和６１年 ３月 １日
昭和６２年 ３月１０日
９月１９日
昭和６３年 ３月 ８日
４月 １日
９月２５日
平成元年 ３月１０日
４月 ７日
７月１８日
９月２４日
平成２年
３月 １日
４月 １日
４月 ９日
９月１５日
１２月 １日
平成３年
２月２５日
３月 １日
４月 ８日
９月２８日
平成４年
３月 １日
３月２６日
４月 １日
４月 ７日
９月２７日
平成５年
３月 １日
４月 ７日
９月２６日
平成６年
３月 １日
４月 １日
４月 ７日
９月２４日
平成７年
３月 １日
４月 ７日
平成８年
２月２２日
３月 １日
平成８年
４月 １日
４月 ８日
１１月２３日
平成９年
３月 １日

全日制第27回、定時制第７回卒業式
全日制359名 定時制53名
第17回体育祭開催（全日）
定時制第１回体育祭開催
全日制第28回、定時制第８回卒業式
全日制359名 定時制69名
第１０代校長 嘉納 専英氏就任
創立30周年記念事業の運動場周辺ブロック塀工事完成
全日制第29回、定時制第 9回卒業式
全日制357名 定時制176
全日制第30回、定時制第10回卒業式
全日制356名 定時制64名
全日制第31回、定時制第11回卒業式
全日制354名 定時制72名
新校舎竣工（普通教室棟、図書館、視聴覚教室棟、芸術棟、食堂）
第１１代校長 長浜 真盛氏就任
管理棟、理科棟、改装工事完成
全日制第32回、定時制第12回卒業式
全日制413名 定時制67名
第１２代校長 内間 義人氏就任
創立30周年記念式典並びに祝賀会挙行
全日制第33回、定時制第13回卒業式
全日制442名 定時制33名
第19回体育祭
全日制第34回、定時制第14回卒業式
全日制435名 定時制33名
第１３代校長 本永 栄一郎氏就任
全日制第35回、定時制第15回卒業式
全日制418名 定時制30名
学園祭 テーマ「飛べ青春 今だから」
全日制第36回、定時制第16回卒業式
全日制494名 定時制34名
全日制第37回、定時制第17回卒業式
全日制330名 定時制36名
第８回文化祭 テーマ「未来にはばたく新たな文化」
全日制第38回、定時制第18回卒業式
全日制337名 定時制20名
第１４代校長 仲松 彌盛氏就任
第９回学園祭
全日制第39回、定時制第19回卒業式
全日制354名 定時制23名
入学式 普通科315名、家政科70名
読谷高校創立４０周年記念事業期成会 結成大会
第21回体育祭 テーマ「競え若人！流せ青春の汗」
全日制第40回、定時制第20回卒業式
全日制333名 定時制35名
第１５代校長 大田 義昭氏就任
入学式 普通科226名 家政科67名 定時制40名
第９回文化祭 テーマ「文化の道が開く僕らエナジー今ここに！」
創立40周年記念式典並びに祝賀会
マイクロバス贈呈式
全日制第41回、定時制第21回卒業式 全日制364名 定時制30名
入学式
普通科360名 家政科27名
学園祭 テーマ「熱く燃える胸鼓動、今こそ高めろ、青春のビート」
全日制第42回、定時制第22回卒業式 卒業生 全日制363名 定時制19名
第64回選抜高校野球大会出場
第１６代校長 金城 盛作氏就任
入学式
全日制普通科360名 家政科24名 計384名
第22回体育祭 テーマ「燃えあがれ！汗と青春の１ページ」
全日制第43回、定時制第23回卒業式 全日制329名 定時制24名 計353名
入学式
全日制347名 定時制23名 計370名
第10回文化祭 テーマ「呼び起こせ残波の里に熱き鼓動」
全日制第44回、定時制第24回卒業式 全日制普通科347名 家政科23名 計370名
第１７代校長 比嘉 強氏就任
始業式、入学式
普通科336名 家政科29名 計365名
第11回学園祭 テーマ「熱く燃やせ青春の炎 瞳輝く読高生よ」
全日制第45回、定時制第25回卒業式 全日制361名 定時制21名 計328名
入学式 入学者普通科336名 家政科31名 計367名
県高校ダンスフェスティバル ダンス部 最優秀作品賞 女子体育連名会長賞
第46回卒業式 定時制第26回卒業式 全日制348名 定時制28名 計376名
第１８代校長 宮本 春正就任
入学式 普通科315名 計315名
第19回全国選抜九州高校テニス大会 女子団体 優勝
第47回卒業式 定時制第27回卒業式
全日制354名 定時制25名 計379名（定時制廃課程となる）

４月 ７日
１０月 ４日
平成１０年 ３月 １日
４月 ７日
１０月１０日
平成１１年 ３月 １日
４月 １日
４月 ７日
１０月 ２日
平成1２年 ３月 １日
４月 １日
４月 ７日
１１月１１日

11月18日
平成１３年

３月 １日
４月 ７日
８月３１日
１０月 ７日
平成１４年 ３月 １日
４月 １日
４月 ７日
１０月 ５日
平成１５年 ３月 １日
４月 ７日
１０月 ４日
平成１６年

３月
４月
１０月
平成１７年 ３月
４月

１日
７日
３日
１日
１日
７日
１０月２３日
平成１８年 ３月 １日
４月 ７日
９月３０日
１０月 １日
平成１９年 ３月 １日
４月 ９日
９月２４日
平成２０年 ３月 １日
４月 １日
４月 ７日
９月２７日
平成２１年

３月 １日
４月 ７日
９月１９日

平成２２年 ３月 １日
４月 1日
４月 ７日
１０月 ３日

平成２３年 ３月 １日

入学式
普通科322名
第12回学園祭 テーマ「熱い鼓動青春仕掛け '97」
第48回卒業式 普通科328名 家政科33名 計361名（家政科廃科となる）
入学式 入学者326名
第24回体育祭 テーマ「若者よ南の島の風となれ！」
第49回卒業式
普通科287名
第１９代校長 富川 貞良氏就任
入学式 320名
第12回文化祭 テーマ「夢を乗せ文化を受け継ぐ虹の橋」
第50回卒業式
普通科287名
新体育館、管理棟、理科・家庭科棟供用開始
入学式 360名
第13回学園祭「新しい時代へ伝えよう 今この瞬間（とき）を2000」
読谷高校５０周年記念式典挙行 全生徒向「キロロ公演」
第51回卒業式
普通科321名
入学式
320名（男子144名 女子176名）
21号棟（普通教室）防水塗装工事竣工
第25回体育祭 テーマ「輝く汗！ 輝く笑顔！ 大地に輝く島んちゅの鼓動！」
第52回卒業式
普通科318名
第２０代校長 仲村 守和就任
入学式
320名（男子133名・女子187名）
第１回舞台祭 テーマ「今こそ見せろ 新たな伝統 心一つに 青春の大地を舞い踊れ！」
第53回卒業式 348名（男子174名、女子174名）
入学式
320名（男子158名・女子162名）
第14回学園祭
テーマ「巻き起こせ読谷旋風 今こそ輝けダイヤの原石 輝く未来へはばたけ」
第54回卒業式 312名（男子141名・女子171名）
入学式
320名（男子155名・女子165名）
第26回体育祭
テーマ「太陽（てぃだ）のもとで 熱くなれ 読高魂！！ 」
第55回卒業式 318名（男子133名、女子185名）
第２１代校長 本永 清氏就任
入学式 320名（男子156名・女子164名）
第２回舞台祭 テーマ「波うつ鼓動、燃える情熱、未来に託そう僕らの伝統」
第56回卒業式 315名（男子155名、女子160名）
入学式 320名（男子141名・女子179名）
第14回学園祭
テーマ「巻き起こせ！読谷旋風 今こそ輝け！ダイヤモンドの原石 輝く光よ！未来へはばたけ」
第57回卒業式 315名(男子155名、女子158名)
テーマ「門出の喜び、旅立ちの時、今踏み出そう輝く思い出とともに・・・」
入学式320名（男子167名・女子153名）
第27回体育祭 テーマ「熱き魂 まきてぃんないみー その姿に花が咲く」
第58回卒業式 311名（男子153名、女子158名）
テーマ「門出の喜び、旅立ちの時 今、踏みだそう 輝く思い出とともに」
第２２代校長 有銘 清氏就任
入学式 320名（男子169名・女子151名）
第３回舞台祭
テーマ「一人ひとりが舞台の主役、光り輝けダイヤモンドの原石たちよ」
第59回卒業式 316名（男子137名、女子179名）
テーマ「たくさんの思い出を胸に 今 はばたこう 輝く未来へ ～読高５９期生 最終章～」
入学式 320名（男子157名、女子163名）
第16回学園祭
テーマ「Ｌｅｔ′enjoy 学園祭！！ 深めようクラスの絆と青春のmemory1」
第60回卒業式 315名（男子165名、女子150名）
テーマ「踏み出す勇気が扉を開く あふれる希望が未来をつくる いざ進め それぞれの旅路へ」
第２３代校長 與那覇 健勇氏就任
入学式 320名（男子148名、女子172名）
第28回体育祭・校内陸上競技大会
テーマ「あふれる笑顔 ゆずれぬ思い 深まるキヅナが勝利を誘う」
第61回卒業式 317名（男子165名、女子152名）

テーマ

４月 ７日
１０月 １日

平成２４年

３月 １日

４月 ９日
１０月 １日
平成２５年

３月 １日
４月 １日
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４月２１日
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６月 ３日
６月 ４日
６月１４日
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７月 ７日
７月１１日
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８月 ６日
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８月１８日
８月２２日
８月２３日
８月２８日
９月１１日

「仲間と共に夢に向かった三年間 思い出、青春、絆を胸に掴み取れ、輝く未来
原石たちよ、今、ダイヤモンドへ」
入学式 320名（男子144名 女子176名）
第4回 舞台祭
テーマ「let's えんじょイモ☆ みんなが主役のstage festival
～踊れ！さわげ！ダイヤモンドの原石たちよ!!!～
第62回卒業式 318名（男子156名、女子162名）
テーマ 「積み重なった思い出、同じ時を過ごした仲間達 かけがえのない宝物を胸に
大空へ翔（はばた）け そして一人一人が、また新たな輝きを放つﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞとなれ」
入学式 320名（男子152名 女子168名）
第17回学園祭 テーマ「笑顔で出会う物語達（ストーリー）最高の仲間と最硬の絆
原石は今 輝きだす ～心にきざみ新たな校舎（ステージ）～
第63回卒業式 315名（男子147名、女子168名）
テーマ 「最光な読高生、最硬な絆を胸に 最幸な人生のため、最広な未来へ」
第２４代校長 渡嘉敷 通之氏就任
入学式 320名（男子162名 女子158名）
沖縄県高等学校春季ソフトボール大会
男女アベック優勝
第33回九州ジュニアゴルフ選手権大会県予選大会
優勝 3年 伊波杏莉 九州ジュニア選手権大会へ出場
平成25年度県高校総体ソフトボール競技大会
優勝 男子ソフトボール部
３位 女子ソフトボール部
平成25年度県高校総体ゴルフ競技大会
優勝 3年 伊波杏莉
第1回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト大会
三線部門 銀賞 1年 田仲結女
舞踊部門 銅賞 3年 知花友理阿 1年 齋藤那奈子
第68回国体予選少年男子ソフトボール大会
優勝 男子ソフトボール部
最優秀選手賞 3年 津波和真
第３位 女子ソフトボール部
第４回IJGTアジアンサーキットゴルフ日本代表選考会九州・沖縄大会
優勝 3年 伊波杏莉
全九州高校体育大会男子第37回九州高校ソフトボール競技大会 ３位 男子ソフトボール部
平成25年度高校生サマーサイエンスキャンプ（７月～８月：関東）
3年 石垣雄士、比嘉康太、松田聖、比嘉彩也香
第54回全国高等学校家庭クラブ指導者養成講座参加（東京） 2年 金城広弥、知花茜
平成25年度沖縄県民ゴルフジュニア選手権大会
３位 3年 伊波杏莉
第37回全国高等学校総合文化祭 長崎大会出場
器楽・管弦楽部門 3年 島袋智香、與儀彩華
美術・工芸部門
文化連盟賞 2年 本村美夏
第61回全国高等学校家庭クラブ研究発表大会 2年 金城広弥、伊波雄真
2013ワールドヒップホップダンスチャンピオンシップ 準優勝 1年 松田綺羅
第33回九州ブロック国体ソフトボール競技大会出場
優勝 男子 3年 津波和真、島袋尚一、大湾貴登、池原寛仁、宇根良祐、金城春紀
宮平大基、上原秀征、金城智志
女子 3年 照屋優美、松田みるく、當山優梨香、比嘉悠花
第33回九州ブロック国体サッカー競技大会出場
男子 1年 比嘉佑太、當山龍太朗
女子 3年 大城怜
平成25年度高体連中部支部ハンドボール大会 準優勝 女子ハンドボール部
第23回沖縄県高等学校野外スケッチ大会
優秀賞 1年 杉本智奈、2年 比嘉美緒、本村美夏
優良賞 2年 知名美咲
第1回日本漢字能力検定試験 ２級合格 3年 古謝健太
沖縄科学技術向上事業に係る平成25年度先端研究施設研修（８月２８日～３０日）
2年 池原悠登、阪中健人、上地いくみ、仲宗根涼太
第42回県高校音楽コンテスト
独唱の部 金賞 3年 池原寛仁
ギター演奏の部 銀賞 3年 松茂良尚人

９月２８日

９月２９日
１０月２０日

１０月２０日
１０月２３日

１０月２８日

１１月 ８日

１１月１１日

１１月１６日

１１月２０日
１１月２４日
１１月２６日
１１月３０日
１２月 １日
１２月 ６日
１２月１１日
１２月１９日
１２月２１日
平成２６年 １月２６日
２月 ２日
２月 ８日

器楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙの部
銀賞 リコーダー五重奏
金管楽器独奏の部 銅賞 1年 仲泊明徒
独唱の部
銅賞 2年 前田場麻瑠亜
第68回国民体育大会（スポーツ祭東京2013）へ出場
男子ソフトボール 3年 津波和真、島袋尚一、大湾貴登、池原寛仁、宇根良祐、金城春紀
宮平大基、上原秀征、金城智志
ゴルフ
3年 伊波杏莉
サッカー
3年 大城怜
第29回体育祭「無数の汗 無償の思い みせてやれ 無限の読高魂！」
読谷村陸上競技場で開催
第53回沖縄県生徒科学賞作品展 沖高理OＢ賞
3年 新竹栞里
野外実習新聞賞 2年 新垣駿 ウーパールーパーペーパー
学校賞受賞
第37回沖縄県高等学校総合文化祭
自然科学部門 優良賞 3年 新竹栞里
第50回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール中部支部
感想画 優秀賞 3年 宮城ひかり、知花友理阿、比嘉美緒、本村美夏
2年 池宮城涼風、知名美咲
1年 杉本智奈、松田舞花、屋宜佑佳、仲村渠愛莉、平野珠后
感想文 優秀賞 2年 松田紗彩
1年 普久原ゆみ
第6１回全琉図画・作文・書道コンクール
書道部門 優秀賞 2年 宮城祐奈
１年 具志留菜
優良賞 2年 當眞なぎさ、具志堅奏、石川りな、上地このみ
1年 砂辺梨湖、我謝彩香、德里莉子、伊波美海、喜友納きさら
比嘉小里世、佐久川葉月、徳嶺法子、伊波茉奈美、上地寿菜
作文部門 優秀賞 １年 安田杏奈
韻文の部）優良賞
3年 江藤綾子、藤井大地
２年 比嘉美緒、新垣駿
1年 仲宗根侑花、伊波茉奈美、奥間海
作文部門 優良賞 １年 村井涼
図画部門 優良賞 2年 本村美夏、池宮城涼風、知名美咲
第37回沖縄県高等学校総合文化祭ポスターデザイン選考会
優秀賞 2年 比嘉美緒
1年 仲村渠愛莉、杉本智奈
優良賞 3年 知花友理阿
2年 知名美咲、本村美夏
第37回沖縄県高等学校総合文化祭美術・工芸部門
優秀賞 2年 本村美夏
1年 屋宜佑佳 全国大会派遣決定！！
2年 比嘉美緒
1年 杉本智奈
優良賞 2年 知名美咲
2年 平野珠后
第50回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール
感想画 優秀賞 2年 前田さゆり、比嘉美緒、眞榮田春菜
1年 杉本智奈、仲村渠愛莉
優良賞 3年 宮城ひかり、知花友理阿、新川真奈美、仲尾円点
2年 本村美夏
１年 岡部彩花、平野珠后
第３回沖縄科学グランプリ 第２位 物理部門・生物部門
第８回全九州高校ソフトボール秋季大会
優勝 男子ソフトボール部
第３位 女子ソフトボール部
男子ソフトボールU19日本代表選手第1次国内強化合宿 3年 宇根良祐、金城春紀
平成25年度九州トレセンマッチU-15参加 1年 仲宗根誠
第５回アジア男子ジュニアソフトボール選手権大会（タイ）優勝 3年宇根良祐、金城春紀
第97回 日本語ワープロ検定試験合格者 準１級 1年 比嘉悠乃、村井涼、濱川莉乃
平成25年度第1回U－１７九州トレセン（女子サッカー）参加 １年 上地せり夏
第57回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表大会
ＰＴＡ連合会会長賞 ２年 鈴木美久乃
平成25年度第2回日本漢字能力検定試験 ２級合格 3年 仲宗根美香
第30回琉球新報旗争奪高等学校ハンドボール大会
３位 女子ハンドボール部
沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラムシンガポール派遣
美術・工芸部門 2年 知名美咲、比嘉美緒 1年 杉本智奈
第57回西日本読書感想画コンクール 自由図書の部 優秀賞 １年 杉本智奈
優良賞 3年 前田さゆり 入選 2年 比嘉美緒、眞榮田春菜 １年 仲村渠愛莉
第36回沖縄青少年科学作品展 化学部門 佳作 3年 比嘉彩也香、島袋茜、木下みちる

２月１０日
３月 １日

４月 ７日
４月２０日
５月 ２日
５月１１日
６月 １日

６月１３日
６月１０日
６月１９日
６月２０日
７月 ４日
７月 ６日
７月 ７日
７月１１日
７月１３日
７月２７日
７月２９日
８月２２日
９月 ３日

９月 ４日
９月１２日
９月１３日
９月２０日
１０月１８日
１０月２７日

１１月 １日
１１月 ７日

１１月１４日

平成25年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞受賞 3年 知花友理阿
第64回卒業式 3１７名（男子142名、女子175名）
テーマ 「経験が僕らを成長させ、仲間が僕らを強くさせた 今日は新たなるスタート地点
誇りを胸に羽ばたけ読高生」
入学式 320名（男子155名 女子165名）
沖縄県春季高等学校ソフトボール大会 ： 男・女アベック優勝
新入生歓迎球技大会
優勝 ： 3年6組
全九州高校男子春季ソフトボール大会 ： 3位
沖縄県高等学校総合体育大会（～6月2日）
優勝 男子ソフトボール競技 ： 九州大会、全国大会出場決定
３位 女子ソフトボール競技
２位 水泳競技 自由形400メートル、 自由形1500メートル: 1年 上地健人 九州大会出場決定
４位 ラグビーフットボール
校内陸上競技大会
NHK全国高校放送コンテスト沖縄県大会： 優秀賞 ラジオドキュメント部門
タイトル「喰えぬくさー」 ： 3年 當山美月、葛原綾香、 2年 安田彩音
全国大会出場
6.23 平和特設授業 ： かでな文化ホール
第1回日本漢字能力検定 2級： 3年 池原夢香、山内菜々子、 2年 吉濱佑太
郷土の地理・歴史学習会（1年：平和祈念公園・旧海軍司令部壕）
（2年：アラハビーチ、3年：西原マリンパーク）
日本語ワープロ検定試験 1級 ： 3年 本村美夏
伊藤園お～いお茶新俳句大賞
佳作特別賞： 2年 渡口
貴乃
佳 作
： 2年 長浜
慎真、金城 絵美利
第1回実用英語技能検定 ２級： 3年 砂辺来貴、上地いくみ、當山彩花、仲尾次豊、松本永
2年 照屋ｼｭﾙﾋﾞｰﾆｺｰﾙ
全九州高校体育大会 ソフトボール競技 ： ３位
第38回 全国高校総合文化祭 茨城大会 美術・工芸部門 文化連盟賞 ： 3年 本村美夏
2年 屋宜佑佳
第38回 全国高校総合文化祭 茨城大会 器楽管弦楽部門 文化連盟賞 ： 2年 渡口貴乃
第2回日本漢字能力検定 2級： 3年 津波古有希、山城佑太、 2年 宮城菜央、奥間海、伊波茉奈美
沖縄県高校音楽コンテスト器楽
アンサンブルの部 金賞： 2年 村井涼、嘉数羽菜、仲宗根侑花、山城笑美、安田杏奈
独唱の部 金賞： 1年 宇江城里麦
金管楽器 独唱の部 銀賞： 1年 伊禮聖花
銅賞：2年 仲泊明徒
第38回沖縄県高校総合文化祭 弁論部門
優良賞：3年 伊波雄磨
沖縄県高校野外スケッチ大会 優秀賞：2年 杉本智奈、屋宜佑佳、 優良賞：2年 仲村渠愛莉
第５回舞台祭（～21日）
『 みんなで咲かそう笑顔の花 踊りな祭・笑いな祭・舞台祭 』
国民体育大会 ソフトボール競技 少年男子県選抜チーム 5位
3年 ： 奥間宏太、新城涼平、熊崎海斗、上原正人、 伊波翔太、新垣駿
2年 ： 知念貴
第62回 全琉小中高図画作文書道コンクール
図画部門 最優秀賞：3年 本村美夏、2年 杉本智奈
優秀賞：1年 屋宜佑佳
書道部門
優秀賞：1年 宮里木美可、村緋奈乃、具志留菜、三原琢馬
優良賞：2年 伊波美海、城間萌衣、上地寿菜、佐久川葉月、
1年 我如古美沙稀、仲村百菜、喜友名美和、神谷夏織
韻文部門
優良賞：2年 徳永真衣、渡口貴乃、村井涼、平野珠后
沖縄県高等学校新人体育大会ソフトボール競技
男子：優勝
女子：優勝
第38回沖縄県高等学校総合文化祭
ﾎﾟｽﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
優秀賞：3年 比嘉美緒、2年 仲村渠愛莉、杉本智奈、平野珠后
優良賞：1年 當眞七海
美術工芸部門 優秀賞：2年 仲村渠愛莉、屋宜佑佳、杉本智奈
優良賞：2年 平野珠后、 1年 与那覇漠乃、當眞七海
実用英語技能検定 ２級：3年 比嘉修平、奥間莉乃、比嘉真愛子、仲地佑起、前田場麻璃亜
2年 佐久川流星

１１月２３日
１２月 ５日
１２月 ７日

１２月１６日
１２月２２日
平成２７年
１月３０日
1月３１日
２月 ３日
２月 ７日

2月11日
３月 １日
３月２４日
４月 １日
４月 ７日
４月１９日
４月２５日
５月１８日
６月 ２日

６月１０日
６月１４日
６月１７日
６月１８日
６月２８日
７月 ３日
７月 ５日
７月 ６日
７月１０日

７月１２日
７月１３日
７月２０日
７月２７日
７月２９日
８月 ６日
８月 ７日
８月２２日

第９回全九州高等学校秋季女子ソフトボール大会 ３位
第53回福澤諭吉記念全国高校弁論大会（大分県）
3年 伊波雄真
第39回 沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
クラリネット三重奏
銀賞：2年 嘉数羽菜、仲宗根侑花、安田杏奈
クラリネット金管五重奏 銀賞：2年 村井涼、仲泊明徒、
1年 喜友名愛鈴、比嘉美智留、伊禮聖花
日本語ワープロ検定試験 1級 ： 1年 沢田しずな、砂辺佑、崎山ひなこ、本村愛乃、与那覇漠乃
準1級 ： 1年 池原舞起、島袋樹、新垣京、新垣結梨、比嘉彩里、入寿瑠
修学旅行（～20日） ： 2年生 （東京、長野）
席上揮毫大会 優良賞： 2年 具志留菜
第58回西日本読書感想画コンクール 優良賞 : 2年 杉本智奈、 佳作 : 3年 比嘉美緒
沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラムシンガポール派遣
郷土芸能部門：2年 知花令磨
美術・工芸部門 2年 仲村渠愛莉、平野珠后
第3回日本漢字能力検定 2級 ： 2年 金城帆乃佳
平成26年度交通安全教育実践地域事業研究指定校中間発表
主題 : 自転車等の安全な乗り方や正しいマナーの実践
副題 : ～生徒ひとりひとりが意識したマナーの改善
第53回全沖縄児童生徒書き初め展 最優秀賞 ： 2年 德里莉子
第65回卒業式 （男子 152名、女子 171名、 計323名）
テーマ 『喜笑展進』
～ 喜び、笑いを胸に、新たな未来へ、進め！読高生 ～
全国高等学校家庭クラブ表彰 ２年：砂辺 梨湖
第２５代校長 東盛 敬氏就任
入学式（男子 162名、女子 158名、計 320名）
春季高等学校ソフトボール大会 ： 男女アベック優勝
沖縄県高等学校７人制 ラグビーフットボール大会 ： ３位
全九州高等学校男子春季ソフトボール大会 ： ３位
高校総合体育大会沖縄県予選大会 ソフトボール競技 ： 男女アベック優勝
九州大会、全国大会出場
水泳競技 男子自由形400M ： ２位 上地健斗
ラグビーフットボール競技 ： ３位
高校総合体育大会沖縄県予選大会ボクシング競技 ライトウェルター級 ： ３位 金城宏道
ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会 テレビドキュメント部門 ： 「百年の杜」 優秀賞
沖縄県高等学校郷土芸能ソロコンテスト 舞踊部門 ： 銀賞
2年
熊崎玲奈
九州高等学校文化連盟（宮崎大会） 美術工芸部門： 優秀賞 3年 屋宜佑佳
6.23 平和特設授業
第67回沖縄県民体育大会 水泳競技 男子200米M自由形 １位 ： １年 宮城誠弥
郷土の地理・歴史学習会（1年：平和記念公園・糸数壕、2年：サンセットビーチ 3年：アラハビーチ）
平成27年度 第103回日本語ワープロ技能検定試験 準１級 ： 3年 嘉陽田実波
九州ユース（U-18）フットサル大会 沖縄県大会 ： 優勝
第1回実用技能英語検定 ２級 （１６名）： 2年 小原さら、新垣結梨、与那覇漠乃、森根芽衣
3年 青山小夏、我喜屋ﾛﾒﾙﾘｽｼﾞｮｾﾌ、奥間海、島袋航
千葉雄大、仲泊明徒、三原拓馬、澤岻愛、
大城公人、比嘉佑太、又吉志保、又吉野乃花
平成27年度 第1回情報処理技能検定試験(表計算) ２級 ： 3年 比嘉悠乃、 金城光紀
九州高等学校体育大会ソフトボール競技 男子 ： 第３位
九州ユース（U-18）フットサル大会（熊本県）
： 優勝 全国大会出場
ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト全国大会（東京）派遣：
全国高等学校文化連盟（滋賀大会） 音 楽 部 門
3年 渡口貴乃
美術工芸部門 3年 杉本智奈、仲村渠愛莉
平成27年度全国高校総合文化祭滋賀大会 器楽管弦楽部門：文化連盟賞 3年 渡口貴乃
平成27年度全国高等学校総合体育大会 ソフトボール競技 男子 ： ５位
第25回沖縄県高等学校野外スケッチ大会 ： 優秀賞 3年 杉本智奈、屋宜佑佳
平成27年度国体（九州ブロック）ソフトボール競技 少年女子県選抜チーム選手（8名）
3年 我謝奈緒、德嶺法子、比嘉綾、比嘉智美、宮城くるみ、島袋里奈、知念仁奈、松田かれん
平成27年度 第1回実用数学技能検定 ２級： 2年 浦崎政乃臣、本村愛乃 3年 三原拓馬、山口舞花

９月 ６日

９月１０日

１０月 ３日
１０月 ５日
１０月１８日
１０月２６日

１１月 ３日
１１月１３日
１１月１４日
１１月１８日

１１月２１日
１２月 ２日

１２月 ３日

平成28年

平成27年度沖縄県高校新人体育大会 水泳競技 男子200M自由形 １位：1年 宮城誠弥
男子 50M自由形 ２位：1年 宮城誠弥
男子100M自由形 ２位：1年 宮城誠弥
第44回沖縄県高等学校音楽コンテスト 独唱の部： 金賞 2年 宇江城里麦
金管楽器独奏の部： 銀賞 2年 比嘉美智留
平成27年度第2回日本漢字能力検定（漢検） ２級：6名
2年 比嘉将、 3年 伊禮七海、大城公人、小橋川果凜、平野珠后、満田茉奈美
学園祭（～4日） テーマ 『 青春輝石（ｱｵﾊﾙﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ）～魅せよ！読高ﾌﾟﾗｲﾄﾞ 』
第1回沖縄科学チャレンジ リアルゲーム作成グランプリ2015 ： 優勝 (ハワイ研修派遣)
2年 久保田茉莉花、仲宗根萌、本村愛乃
第55回沖縄県生徒科学賞作品展 ： 優良賞、 沖高理OB会長賞、 野外実習新聞賞
3年 砂辺梨湖、金城帆乃佳、山内千奈、仲宗根侑花、岡部彩花
第63回全琉小・中・高図画・作文・書道コンクール デザイン部門 最優秀賞 ： 3年 岡部彩花
書道部門
優秀賞
： 1年 神元美憂
山内麻登果
伊波蒔子
仲榮眞百華
俳句部門
優秀賞
： 1年 古謝新
小説部門
優秀賞
： 1年 村井涼
平成27年度沖縄県高校新人大会 ソフトボール競技 女子 : 優勝
男子 ： ３位
平成27年度 第2回実用英語技能検定（英検） ２級 ： 3年 安次富りな、 金城宏道、伊波美海
工藤恭平
第52回全沖縄青少年読書感想文感想画コンクール中央審査：優秀賞（県代表） 西日本コンクール出品
3年 平野珠后
第5回沖縄科学グランプリ 筆記競技 物理部門 １位 ： 2年 池原達輝、佐久川政風、砂辺佑
玉那覇長輝、仲村兼斉、玉井咲妃
仲田有里、松田海樹
平成27年度九州高校ソフトボール大会 女子出場
平成27年度交通安全教育実践地域事業研究指定校最終発表
主題 : 交通事故ゼロを目指した更なる交通安全意識・マナーの向上
副題 : ～自転車安全利用に関する啓発運動の取り組みを通して～」
第四期組踊研修生東京研修（新国立劇場・国立劇場・四季劇場）参加 ： 3年 知花令磨

12月 4日

第33回全国高等学校男子選抜ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 3位

１２月 ５日
１２月１４日
１２月２３日

平成27年度 第2回硬筆書写技能検定試験 ２級 ： 3年 喜舎場愛連、普久原ゆみ
修学旅行：２年生２０１名（～12月18日）
U-18(18才以下)フットサル日本代表候補トレーニングキャンプメンバー選出 3年 津波岳斗

1月31日

第41回沖縄県吹奏楽ｿﾛｺﾝﾃｽﾄ ﾕｰﾌｫﾆｱﾑ独奏
2年： 比嘉美智留
第35回沖縄県ﾘｺｰﾀﾞｰｺﾝﾃｽﾄ五重奏 銀賞 ： 1年 米須日佳梨、澤岻美千花、玉城野華
嘉数比菜、 安田雛奈、
2月 2日 第3回日本漢字能力検定 2級 ： 2年 當山 健斗
2月11日 第52回全沖縄青少年読書感想文感想画ｺﾝｸｰﾙ 読書感想画 優良賞
2年 佐久川七海、又吉瀬李菜、眞謝茜音、小橋川聖奈、上原果鈴、儀保みなみ
2月26日 第3回実用英語技能検定 2級 ： 2年 ﾛﾊﾞｰﾂ・ﾌｨｵﾅ・ｼﾞｬｽﾐﾝ、森本健治、仲村兼斉、
羽地夕夏
３月 １日

第66回卒業式（男子 161名、女子 157名、 計318名）
テーマ 『 自分の可能性を信じ 新たなページに ”刻め”ダイヤモンドの軌跡 』

4月 7日
5月 2日
5月28日

入学式 320名（男子153名 女子167名）
新入生歓迎球技大会
沖縄県高等学校総合体育大会（～5月31日）
・水泳競技男子１００メートル自由形
第1位 2年 宮城誠弥
・水泳競技男子50メートル自由形
第3位 2年 宮城誠弥
沖縄県高等学校総合体育大会 ソフトボール競技大会
男子:優勝
女子: ３位
第11回宜野湾市ジュニアテニス大会男子Aクラス 準優勝 與那覇隼・本村郁人
6.23 平和特設授業 ： かでな文化ホール
郷土の地理歴史学習会

5月30日
6月19日
6月22日
7月 1日

7月15日
8月 9日
9月 4日

9月 4日

9月 7日
9月18日
10月29日

10月31日

11月11日
11月11日
11月12日
11月19日

12月 8日
12月10日
12月25日
平成29年

2月 5日
2月11日
2月12日

3月 1日
3月31日

4月 1日
4月 7日
4月30日
5月 2日
5月26日

6月14日
6月14日
6月30日

第1回実用英語技能検定 準1級 合格 3年5組 渡嘉敷慈安
第26回沖縄県高等学校野外スケッチ大会 優秀賞 佐久川七海
沖縄県高等学校新人体育大会 水泳競技
・男子１００メートル自由形 １位 ２年６組 宮城誠弥
・男子50メートル自由形
2位 2年6組 宮城誠弥
沖縄県高等学校音楽コンテスト ・独唱の部 金賞 宇江城里麦
・ボーカルアンサンブルの部 銀賞
・器楽アンサンブルの部リコーダー五重奏 金賞
・ピアノ独奏の部 銅賞 渡口優海、 上地悠斗
第４０回沖縄県高等学校総合文化祭弁論部門 奨励賞 ３年５組 伊波興駿
第30回 体育祭（於：本校運動場）
テーマ「オドーレ・ハシーレ・アモーレ・体育祭！！」
沖縄県高等学校新人体育大会（～10月31日）
・ソフトボール競技 男子 優勝
・ソフトボール競技 女子 3位
第64回全琉小中高図が作文書道コンクール
・書道の部 優秀賞 池原立貴、仲村渠健登、垣花由都
・韻文の部 優秀賞 比嘉未来熙
第38回九州高校放送コンテスト沖縄県大会 朗読部門 優秀賞 宮城永連
第2回実用英語技能検定
・準一級 合格 与那覇漠乃、森根芽依
第40回全九州高等学校音楽コンクール
・声楽部門 銅賞 宇江城里麦（3年）
第11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
・県知事賞 與覇鈴香
・教育長賞 与那覇漠乃
第60回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表大会 優良賞
第11回「赤十字・いのちと献血俳句コンテスト」（高等学校の部） 団体賞
沖縄県テニス選手権大会（18歳以下ジュニアの部）
男子ダブルス 3位 西牧諒馬（2年） 大城貴椰（1年）
第42回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト トランペット独奏 金賞
2年 嘉数比菜
第53回全沖縄青少年読書感想文 感想画コンクール（県大会）
読書感想画 自由の部
優秀賞
3年 儀保みなみ
第55回全沖縄児童生徒書き初め展 金 賞 1年 池原立貴
銀 賞 1年 仲村渠健登、垣花由都、桃原音菜
銀 賞 2年 東恩納鈴、上地李歩、佐久川若葉
銀 賞 2年 渡口優海
第６７回卒業式 318名（男子155名、女子163名）
テーマ 『あふれだす 夢と希望を胸に 新たなる翼を広げて Brush up "D" 』
学校用地として下記の土地を購入（教育庁施設課長通知）
1．「中頭郡読谷村字伊良皆掟地原198番１、1378㎡を学校用地として買い入れ、
H29 3．29．契約、H29．3．9．登記」
2．「中頭郡読谷村字伊良皆掟地原367番１、持ち分1225分の300を学校用地として
買い入れ、H29 3．6．契約、H29．3．9．登記」
第26代校長 石垣有三氏 就任
入学式 320名（男子164名 女子156名）
第27回沖縄県中部地区高等学校野球大会
準優勝
新入生歓迎球技大会
沖縄県高等学校総合体育大会（～5月28日）
・ソフトボール競技 男女 優 勝
・フェンシング競技男子団体
第3位
・フェンシング競技個人フルーレ
第3位 3年 照屋理久
・フェンシング競技個人エペ
第3位 3年 新盛翔也
・水泳競技男子１００メートル自由形
第2位 3年 宮城誠弥
・水泳競技男子５０メートル自由形
第3位 3年 宮城誠弥
第54回NHK全国高校放送コンテスト沖縄大会 創作テレビドラマ部門 優秀賞 放送部
6.23 平和特設授業 ： かでな文化ホール
郷土の地理歴史学習会

７月 ７日

第28回伊藤園お～いお茶新俳句大賞

7月 9日

日本情報処理検定協会主催文部科学省後援
・第49回パソコンスピード認定試験 日本語
第1級 3年 宇栄原梨茄
・第49回パソコンスピード認定試験 表計算
準1級 3年 久場愛梨
・第49回パソコンスピード認定試験 表計算
準1級 3年 米須日佳梨
平成29年度沖縄県高等学校文化連盟写真専門部撮影大会
佳作 3年 比嘉成美
第27回「児童・生徒の平和メッセージ」図画部門 高等学校の部 優良賞 3年 金城ゆめの
第6回ご当地！絶品うまいもん甲子園選抜大会沖縄大会 準優勝
3年 天久依吹 松田ひかる 金城美起
平成29年度沖縄県高等学校卓球選手権大会
女子ダブルス 3位 3年 大城優嬉・島袋寿乃
第46回沖縄県高等学校音楽コンテスト
・ピアノ独奏の部
金賞 2年 上地悠斗
銅賞 3年 渡口優海
・金管楽器独奏の部 金賞 3年 嘉数比菜
・独唱の部
金賞 3年 新城捺央
銀賞 3年 大湾雄賀
・器楽アンサンブルの部 銀賞 2年 天久真帆・新城咲良
伊波優香・藤井夕希
・阿波根里美
・打楽器独奏の部
銀賞
1年 喜友名朝輝
第32回会沖縄県高等学校対抗秋季陸上競技大会
・男子やり投げ
第2位 3年 金城海斗
第41回沖縄県高等学校総合文化祭弁論部門大会
優良賞 1年 石嶺杏奈
第19回学園祭
テーマ「空前絶後の学園祭！舞台・展示・バザーすべてがダイヤモンド級
～原石達が今輝き出す～」
平成29年度沖縄県高等学校新人体育大会
・空手道競技 男子個人形 第３位 2年 国吉馨斗
平成29年沖縄県高等学校新人体育大会
・ソフトボール競技
男子
優 勝
・ソフトボール競技
女子
準優勝
第65回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール
・韻文の部 最優秀賞 3年 宮城壮都
優秀賞 1年 嘉数 正
2年 久場梨穏
・書道の部
優秀賞 1年 友寄穂乃香
2年 池原立貴
3年 伊波蒔子
平成29年度「家庭の日」絵画・ポスターコンクール
・生徒の部 審査員特別賞 3年 金城ゆめの
3年 佐久川七海
第21回校内文芸コンクール
・俳句部門 天賞
2年 澁谷夏江
天賞
3年 比嘉美来熙
・短歌部門 金賞
3年 金城ゆめの
第22回西案碑林国際臨書展 ・U23優秀賞 1年 與儀朋美
第５６回全沖縄児童生徒書き初め展 金賞 1年 池原空、與儀朋美、 2年 池原立貴
第68回卒業式
316 名（男子 159名、女子 157名）
テーマ 『 大きな希望とたくさんの夢をもち、
誰にも負けない輝きを放て、
最高、最幸、さぁ行こう！！ 』
学校用地として下記の土地を購入（教育庁施設課長通知）
「中頭郡読谷村字伊良皆大木原367番１、1225㎡のうち持分1225分の925を学校用地
として買い入れ、H30.2．23．契約、H30．3．12．登記」

8月 9日
8月14日
8月26日
8月26日
9月 1日

9月 9日
9月20日
9月30日

10月16日
10月30日

10月31日

11月21日

12月25日

平成30年

１月19日
2月17日
3月 1日

3月20日

審査委員賞 3年 大城 翔
佳
作 3年 塩川和音

