Ⅱ

学校沿革

校
名
位
置
設置学科
学 級 数
通学区域

沖縄県立那覇西高等学校
沖縄県那覇市金城三丁目５番地の１
全日制課程：普通科・国際人文科・体育科
１学年普通科６クラス・国際人文科２クラス・体育科１クラス 計９クラス
普通科･･･那覇市、浦添市、豊見城市、西原町 国際人文科・体育科･･･県全域

１．学校沿革概要
昭和６１年度
１１月 １日

１２月１５日
昭和６２年
１月１０日
２月 ４日
昭和６２年度
４月 １日
１０日
８月 ８日
昭和６３年
２月２５日
昭和６３年度
４月 ７日
１０月１７日
平成 元 年度
４月 ７日
７月 ２日
平成２年
１月１１日
３月 １日
平成 ２ 年度
４月 １日
９日
２０日
１０月２６日
平成３年
３月 １日
平成 ３ 年度
４月 ８日
５月
日
１０月 ５日
１２日
１１月

１日
１６日
平成４年
２月 ８日
３月 １日
平成 ４ 年度
４月 ７日

開校準備室を教育庁（沖配ビル10階）に設置
初代校長 富山安信（宜野湾高校校長より） 教頭 當銘勇勝（石川高校教頭より）
事 務 長 石川富雄（大平高校事務長より） 教諭 又吉宗慶（浦添高校教諭より）
校章決定
校旗図案決定(デザイン:県教育庁高等学校教育課
制服決定

喜友名朝紀指導主事）

校歌制定（作詞 米須喜清 作曲 森山努）
開校式及び第１回入学式(普通科268名 国際人文科88名
校旗樹立
全国高等学校総合体育大会･･･走高跳優勝 大村三香

体育科40名 合計･･･396名)

生徒会室棟、特別教室棟Ｄ棟、管理棟Ｅ棟・Ｆ棟等の竣工
第２回入学式(普通科･･･274名 国際人文科･･･92名 体育科･･･41名 合計･･･407名)
第43回国民体育大会･･･ﾋﾞｰﾑﾗｲﾌﾙ射撃優勝 西口洋子、少年Ｂﾔﾘ投準優勝 翁長真由美
第３回入学式(普通科･･･275名 国際人文科･･･92名 体育科･･･40名
第１回体育祭(於：奥武山陸上競技場)
水泳日本代表として東南アジアへ派遣･･･田場昭一郎
第１回卒業式(普通科･･･243名 国際人文科･･･78名 体育科･･･38名

合計･･･407名)

合計･･･359名)

第２代校長 玉城諭 氏 就任
第４回入学式(普通科･･･276名 国際人文科･･･92名 体育科･･･41名 合計･･･409名)
第１回県派遣国外留学合格･･･スウェーデン、西ドイツ、イギリスに各1名
第45回国民体育大会･･･ﾚｽﾘﾝｸﾞ74kg級優勝 友寄隆康
第２回卒業式(普通科･･･270名

国際人文科･･･79名

体育科･･･39名

合計･･･388名)

第５回入学式(普通科･･･267名 国際人文科･･･90名 体育科･･･41名 合計･･･398名)
県高校総合体育大会 男女総合３位
第２回文化祭･･･テ－マ「築けわれらの伝統！ 拓けわれらの未来！」
第46回国民体育大会(石川国体)
ｴｱﾗｲﾌﾙ立射優勝 仲本正樹、重量挙げ100kg級優勝 吉本久也
創立５周年記念事業（吹奏楽楽器、校訓･校歌碑、全国制覇碑、小庭園、空調設備）
チャーチル杯全日本高校生英語スピーチコンテスト(大阪府）･･･２位 稲嶺真澄
第１回体育科実演会
第３回卒業式(普通科･･･278名

国際人文科･･･88名

体育科･･･39名

合計･･･405名)

第６回入学式(普通科･･･270名

国際人文科･･･90名

体育科･･･41名

合計･･･401名)
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日
９月１９日
３０日
平成５年
３月 １日
平成 ５ 年度
４月 １日
７日
５月
日
６月 ４日
平成６年
３月 １日
平成 ６ 年度
４月 ７日
５月２７日
９月１８日
１０月 １日
１１日
平成７年
１月 ２日
３月 １日
１５日
平成 ７ 年度
４月 １日
７日
６月 ３日
８月１１日
１０月 ８日
平成８年
３月 １日
平成 ８ 年度
４月 ８日
６月 １日
１０月１３日
平成９年
３月 １日
平成 ９ 年度
４月 １日
７日
５月３１日
１０月 ４日
平成１０年
３月 １日
平成１０年度
４月 ７日
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１０月 ４日
１５日
１０月２５日
平成１１年
３月 １日
平成１１年度
４月 １日
７日

県高校総合体育大会男女総合３位
第２回体育祭(於 奥武山陸上競技場)
英字新聞「ナハニシ・プレス」創刊号発行
第４回卒業式(普通科･･･261名

国際人文科･･･76名

第３代校長 久場長哲 氏 就任
第７回入学式(普通科･･･256名 国際人文科･･･85名
県高校総合体育大会男女総合準優勝
セミナーハウス（翔穎舘）落成式
第５回卒業式(普通科･･･261名

国際人文科･･･90名

体育科･･･38名

合計･･･375 名)

体育科･･･41名

合計･･･382 名)

体育科･･･42名

合計･･･393 名)

第８回入学式(普通科･･･255名 国際人文科･･･83名 体育科･･･41名 合計･･･379 名)
県高校総合体育大会男女総合優勝(初優勝) 女子総合優勝 男子総合準優勝
第５回アジアジュニア陸上競技選手権大会･･･400M･H優勝 新地さゆり(記録59秒 38)
第３回文化祭「我ら次代の担い手､築こう文化の真髄を！ー今､青春の躍動の時間ー」
第43回チャーチル杯英語弁論大会西日本大会･･･優勝 パンニャ･バネッサ
全国サッカー大会･･･ベスト８、優秀選手賞 喜名哲裕(名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ8入団)
第６回卒業式(普通科･･･262名 国際人文科･･･78名 体育科･･･41名 合計･･･381名)
第１回修学旅行(２年生)
第４代校長 宮城喜一 氏 就任
第９回入学式(普通科･･･259名 国際人文科･･･85名 体育科･･･43名 合計･･･387名）
県高校総合体育大会男女総合優勝(２連覇) 女子総合優勝(２連覇)
第44回全国高等学校柔道競技大会 全国総体連続３年出場で優秀校として全国表彰
第３回体育祭･･･「ぶっちぎり’95僕らの体育祭」
第７回卒業式(普通科･･･252名 国際人文科･･･87名 体育科･･･40名

合計･･･379名）

第10回入学式(普通科･･･240名 国際人文科･･･80名 体育科･･･42名 合計･･･362名）
県高校総合体育大会男女総合優勝(３連覇) 女子総合優勝(３連覇)
第51回国民体育大会(秋季大会）･･･棒高跳優勝（５M05cm）知念健二
第８回卒業式(普通科･･･248名 国際人文科･･･77名 体育科･･･41名

合計･･･366名）

第５代校長 国吉真介 氏 就任
第11回入学式(普通科･･･240名 国際人文科･･･80名 体育科･･･42名
県高校総合体育大会･･･男女総合優勝(４連覇) 女子総合優勝(４連覇)
第４回文化祭･･･テーマ「ＧＯ！来て、見て、触って、那覇西文化」
第９回卒業式(普通科･･･252名 国際人文科･･･84名 体育科･･･42名

合計･･･362名)

合計･･･378名）

第12回入学式(普通科･･･239名 国際人文科･･･80名 体育科･･･43名 合計･･･362名）
県高等学校総合体育大会男女総合優勝(５連覇) 女子総合優勝(５連覇)
第４回体育祭
空調設備完成（全ホームルームにクーラー設置される）
第53回国民体育大会(かながわ･ゆめ国体)少年男子Ｂ110M･H優勝(14秒52)仲桝大吾
第10回卒業式(普通科･･･238名 国際人文科･･･85名 体育科･･･40名
第６代校長 金城永真 氏 就任
第13回入学式(普通科･･･238名 国際人文科･･･82名
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体育科･･･43名

合計･･･363名）

合計･･･363名）

５月２９日
８月 ４日
１０月２５日
平成１２年
３月 １日
平成１２年度
４月 １日
７日
６月 １日
８月 ５日
９月１７日
１０月 ７日
１８日
１１月２９日
平成１３年
３月 １日
平成１３年度
４月 ７日
６月 １日
１０月 ６日
１１月 １日
平成１４年
３月 １日
１０日
平成１４年度
４月 １日
６月１４日
２７日
平成１５年
３月 １日
平成１５年度
４月 ７日
５月３１日
６月３０日
９月２７日
平成１６年
３月 １日
平成１６年度
４月 ７日
５月 ２日
２９日
１０月 ５日
平成１７年
３月 １日
平成１７年度
４月 １日
７日
５月２８日
８月 １日
平成１８年
３月 １日
平成１８年度
４月 ７日

県高校総合体育大会男女総合優勝(６連覇) 女子総合優勝(６連覇)
全国高等学校総合体育大会･･･男子走高跳優勝（２M12cm）花城伸治
第54回国民体育大会（くまもと未来国体）･･･少年男子Ｂ110M･H優勝 仲桝大吾
第11回卒業式(普通科･･･235名

国際人文科･･･70名

体育科･･･39名

合計･･･344名）

第７代校長 金城富昭 氏 就任
第14回 入学式(普通科･･･246名 国際人文科･･･83名 体育科･･･41名 合計･･･370名）
県高校総合体育大会男女総合優勝(７連覇) 女子総合優勝(７連覇)
全国高等学校総合体育大会･･･110M障害 優勝 仲桝大吾
日本ジュニア陸上競技選手権･･･110M障害 優勝 仲桝大吾
第５回文化祭･･･テーマ「おとーも､おかーも､おじーも､おばーも､わっ祭！わっ祭！」
世界ジュニア陸上選手権大会（チリ）出場･･･仲桝大吾
第20回全国高校生読書体験記コンクール･･･優秀賞 宜野座さやか、屋良有紀子
第12回卒業式(普通科･･･235名

国際人文科･･･76名

体育科･･･41名

合計･･･352名）

第15回入学式(普通科･･･243名 国際人文科･･･79名 体育科･･･42名 合計･･･364名）
県高校総合体育大会男女総合優勝(８連覇)
第５回体育祭･･･テーマ「未知なる感動無限大、君がやらなきゃ誰がやる」
創立15周年記念記念事業マイクロバス１台等の寄贈（PTAより）
第13回卒業式(普通科･･･233名 国際人文科･･･58名 体育科･･･42名
平和についての絵画展示会（ブラジル・サンパウロ市）伊波祥子

合計･･･333名）

第８代校長 山内昌則 氏 就任
県高校総合体育大会男女総合優勝(９連覇) 男子総合優勝(初優勝)
UNDER19アジア女子ジュニア選手権の女子ハンドボール日本代表選手としてヨルダンの
アンマンへ派遣･･･下地ゆいの
第14回卒業式(普通科･･･238名 国際人文科･･･80名 体育科･･･39名

合計･･･357名）

第17回入学式(普通科･･･239名 国際人文科･･･81名 体育科･･･41名 合計･･･361名）
県高校総合体育大会男女総合優勝（10連覇達成！男子総合･女子総合含め完全優勝！)
ＬaＱ芸術祭(全国公募)･･･年間グランドチャンピオン 崎原光明
第６回文化祭･･･テーマ「わったー自慢の那覇西文化祭」
第15回卒業式(普通科･･･235名 国際人文科･･･74名 体育科･･･41名

合計･･･350名）

第18回入学式(普通科･･･240名 国際人文科･･･80名 体育科･･･42名 合計･･･362名）
第７回世界選手権記念熊本カップハンドボール大会･･･男子優勝
県高校総合体育大会男女総合優勝(11連覇達成！完全優勝(２連覇)！)
第６回体育祭･･･テーマ「がんばる姿 ステキな笑顔 ハッスルハッスル 汗キラリ」
第16回卒業式(普通科･･･239名 国際人文科･･･82名 体育科･･･38名

合計･･･359名）

第９代校長 仲皿正伸 氏 就任
第19回入学式(普通科･･･240名 国際人文科･･･80名 体育科･･･40名 合計･･･360名）
県高校総合体育大会男女総合優勝(12連覇) 女子総合優勝
全国高等学校総合体育大会･･･サッカー男子準優勝､柔道男子個人100kg級３位 七戸龍
第17回卒業式(普通科･･･239名 国際人文科･･･75名 体育科･･･41名
第20回入学式(普通科･･･239名

国際人文科･･･80名
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合計･･･355名）

体育科･･･40名

合計･･･359名)

５月２７日
６月２７日
９月３０日
１１日
平成１９年
３月 １日
平成１９年度
４月 １日
９日
６月 １日
７月２３日
８月３０日
平成２０年
３月 １日
２３日
平成２０年度
４月 ７日
５月３１日
７月２８日
８月

６日
２９日
１０月 ３日
１６日
平成２１年
１月２３日
３月 １日
２２日
２４日
平成２１年度
４月 １日
７日
５月２９日
６月１８日
２６日
７月
８月

３日
２日
２９日
１０月 ３日
１６日
１１月 ４日
１２月 ７日
平成２２年
１月 ４日
１月 ８日
１０日
１１日
３月 １日
平成２２年度

県高校総合体育大会女子総合優勝、男女総合準優勝
第２回アジア男子ﾕｰｽﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会（イラン、テヘラン）出場･･･東江太輝
第７回文化祭･･･テーマ「20歳(ハタチ)の那覇西再発見、今こそ見せます西高魂」
創立20周年記念式典・祝賀会、20周年記念事業期成会より学校バスの寄贈
第18回卒業式
(普通科･･･230名

国際人文科･･･80名

体育科･･･40名

合計･･･350名）

第10代校長 長浜和子 氏 就任
第21回入学式（普通科･･･240名 国際人文科･･･82名 体育科･･･40名 合計･･･362名）
沖縄県高等学校総合体育大会･･･女子総合優勝(５連覇）、男女総合準優勝
第２回アジア選手権大会(台湾)出場～31日･･･森鈴菜
第７回体育祭:ﾃｰﾏ｢暑さよりも熱くなれー！はりきっていこうぜ Sports Festival！」
第19回卒業式
(普通科･･･238名 国際人文科･･･77名 体育科･･･37名 合計･･･352名）
第５回全日本選抜高等学校ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝：知念雄・知念春乃
第22回入学式（普通科･･･241名 国際人文科･･･80名 体育科･･･40名 合計･･･361名）
沖縄県高等学校総合体育大会 男女総合優勝(３年ぶり13度目！完全優勝(４度目))
全国高等学校総合体育大会(埼玉県）～8/3
優勝：ハンマー投 知念雄
第32回全国高等学校総合文化祭（群馬県）朗読部門：優秀賞 上原いづみ
第13回全日本高校・大学生書道展 優秀賞：玉城美耶子
第63回国民体育大会(チャレンジ！おおいた国体)優勝：ハンマー投 知念雄、知念春乃
体育科実演会（県立武道館）
沖縄県体育協会表彰 優秀競技者賞：知念雄、知念春乃
第20回卒業式（普通科 233名 国際人文科 77名 体育科 39名 計 349名)
第６回全日本選抜高等学校ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝:糸満みや
学年末修了式・離任式 長浜和子 校長(定退)､與儀善太郎(定退) 他17名転出
第10代校長 前新健、教頭 宮城静子、他１７名の職員就任
第23回入学式(普通科･･･239名 国際人文科･･76名 体育科･･･40名 合計･･･355名)
沖縄県高等学校総合体育大会～6/13 女子総合優勝、男女総合準優勝
第62回全国高等学校陸上競技選手権大会南九州地区予選大会 男子総合４位、女子総
合優勝、男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ2位 女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ優勝、ﾄﾗｯｸ4位、
日本陸上競技選手権大会（広島広域陸上競技場）
女子円盤投 49m48（日本高校新記録）糸満みや
生徒会長選挙 第22代生徒会長：平良海
全国高等学校総合体育大会（近畿まほろば総体）優勝:女子円盤：糸満みや
日韓中ジュニア交流競技会：女子円盤投げ 優勝 49m12（大会新）糸満みや
第８回 文化祭「ＶＩＶＡ 青春 悔いなき祭り ほな行こかー！」
第64回国民体育大会（トキめき！新潟国体） 成年少年共通400mR優勝 与那国累
陸上日本ジュニア選手権大会～18日(山梨県)優勝：女子円盤投・ﾊﾝﾏｰ投 糸満みや
国際人文科２年海外研修 ～11（オーストラリア）
東アジア大会（香港）陸上競技 女子円盤投 ４位 47m47糸満みや
平成22年度沖縄県高校生米国派遣留学合格（県費） 山崎柊人、宮里菜穂
平成21年度沖縄県児童生徒等表彰（スポーツ活動） 糸満みや 浦崎楓怜 与那国塁
日中対抗ジュニア室内陸上競技大会 走幅跳３位 佐久田健人
日本ジュニア室内陸上競技大阪大会 走幅跳優勝 佐久田健人
第21回卒業式 (普通科･･･238名 国際人文科･･77名 体育科･･･37名 合計･･･352名）
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４月

１日
７日
２９日
７月 ９日
１０月 ３日
１５日
１１月２２日
平成２３年
２月 ４日
３月 １日
６日
８日
１１日
２４日
平成２３年度
４月 １日

県立高等学校教職員人事異動 本成浩 教頭、伊良皆久江 事務長 他21名の職員就任
第24回入学式(普通科:240名 国際人文科:68名 体育科:40名 合計:348名)
沖縄県高等学校総合体育大会～6/5 男女総合優勝(14度目) 男子優勝 女子準優勝
生徒会長選挙 第22代生徒会長：2-6糸数三穂
第８回 那覇西高等学校体育祭 ｢ ちゅら西体育祭2010 ～きらめく汗 あふれる笑顔
西高パワーで Go For Win!! ｣
～17日 日本ｼﾞｭﾆｱ･ﾕｰｽ陸上競技選手権大会(JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ)
優勝：女子ﾕｰｽやり投げ 島袋優美､女子ﾕｰｽ円盤投げ 知念莉子
那覇西高等学校創立24周年記念講演 講師：安原亜湖(本校7期生 在ﾃﾞﾝﾏｰｸ)演題：｢知
的財産権とは？｣＆｢那覇西高校卒業生として｣＆｢英語について｣
～６日 第39回ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ九州高校選抜大会 女子 優勝(3年ぶり4度目)
第22回卒業式(普通科:240名 国際人文科:79名 体育科:38名 合計:357名）
～20日 海外研修旅行(国際人文科２年全員 in ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)
～12日 修学旅行(普通科２年155人(希望者) in 長野･東京)
東日本大震災（本校修学旅行団巻き込まれるも、全員無事帰沖）
学年末修了式・離任式 前新健校長･本成浩教頭 他33人離任･退職

県立高等学校教職員人事異動
第12代校長 渡嘉敷通之、前川守克 教頭 他21名の職員就任
７日 第25回入学式(普通科:240名 国際人文科:77名 体育科:40名 合計:357名)
２７日 沖縄県高等学校総合体育大会(～６／１)
学校別対抗 男女総合準優勝（男子準優勝・女子準優勝）
８月 １日 県費等留学出発(～2012/7/31 ９名 アメリカ、カナダ、ドイツ)
９月１６日～１８日 県高等学新人体育大会
【陸上競技】学校対校の部 男子総合優勝(９連覇)、女子総合優勝(８連覇)
【水泳競技】学校対校の部 男子総合優勝(５連覇)、女子総合優勝(１９連覇)
２４日 生徒会行事：那覇西High祭：１日目
２５日 生徒会行事：那覇西High祭：２日目
３０日 体育実演会(県立武道館：全校生徒参加)
１１月 １日 那覇西高等学校創立２５周年記念日
創立記念講話(豊川博史同窓会長･鴨澤友美副会長)
５日 〈優勝〉サッカー選手権大会決勝対南風原戦 ２対１で勝利
８日 ～１５日 国際人文科２学年 オーストラリアビクトリア州研修
平成２４年
１月２８日 高校総体・国体優勝者・陸上競技部祝賀会(本校体育館にて)
３０日 ３の９ 知念莉子 沖縄県教育委員会 平成23年度沖縄県児童生徒等表彰
３月 １日 第23回卒業式(普通科:228名 国際人文科:73名 体育科:39名 合計:340名）
２３日 学年末修了式・離任式 宮城静子教頭 他２５名離任･退職
平成２４年度
４月 ２日 県立高等学校教職員人事異動 大城正 教頭 他24名の職員就任
９日 就任式、始業式
第26回入学式(普通科:240名 国際人文科:80名 体育科:37名 合計:357名)
６月 １日～９日 沖縄県高等学校総合体育大会
学校別対抗 男女総合３位（男子優勝・女子４位）
８月 １日 県費・私費学(20218/1～2013/7/31 １６名 アメリカ、カナダ、ドイツ、
ベルギー、オランダ)
９月 ８日 ～９日 沖縄高等学第26回沖縄県高等学校対校秋季陸上競技大会
学校対校の部 男子総合優勝(８連覇)、女子総合優勝(７連覇)
９月 ９日県高等学新人体育大会【水泳競技】
学校対校の部 男子総合優勝(24連覇)、女子総合優勝(6連覇)､23年度優勝
２１日～２３日【第39回 陸上競技】
学校対校の部 男子総合優勝(10連覇)、トラック１位、フィールド１位
女子総合優勝(９連覇)、トラック１位、フィールド１位
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【柔道競技】
男子団体：準優勝
男子個人〈優勝〉81kg級：座覇吉平(2年6組)
３０日 第47回沖縄県高等学校ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会 ：女子〈優勝〉男子〈ﾍﾞｽﾄ４〉
１０月 ６日 文化祭(テーマ〃絆～Ｔeam／independence／excellent)
１１月 １日 那覇西高等学校創立２６周年記念日 校長講話
３日～６日 県高校新人体育大会開幕(陸上・水泳は先行開催、サッカー･駅伝は後日開催)
【ハンドボール】
女子〈優勝〉 男子〈４位〉
【柔道競技】
男子団体〈準優勝〉・女子団体〈準優勝〉九州大会出場(宮崎11/20)
男子個人〈優勝〉81kg級：与座吉平、〈３位〉100kg級：平良哲清(1年6組)
１４日～２２日 国際人文科２学年 引率３名 生徒６７名
オーストラリア研修、シドニーへ
平成２５年
１月２７日 柔道競技 第３５回全国高等学校柔道選手県大会(紫雲旗争奪沖縄大会)
男子団体〈準優勝〉
２６日 第２４回沖縄県高等学校新人体育大会
〈優勝〉サッカー競技(対具志川高校６－０)
２７日 第２４回沖縄県高等学校書道展(高等学校文化連盟主催)
〈優秀賞〉大城彩香(2年4組) 安次富美月(1年8組)
２月 ５日 クバサキハイスクール一日訪問①(国際人文科1年8組)
７日～１０日 〈優勝〉第41回ハンドボール九州高校選抜大会(宮崎) 女子
９日～１０日 第33回九州ｶｯﾌﾟ選手権水泳競技大会出場
50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ(７位)喜瀬未早(3年9組)、照屋若菜(1年4組)
３月 １日 第２４回卒業式(普通科:233名 国際人文科:56名 体育科:37名 合計:326名）
２２日 学年末修了式・離任式：渡嘉敷通之校長他２３名離任
伊良皆久枝事務長、友寄隆史教諭退職
２４日 第３６回全国高等学校ハンドボール選抜大会出場(静岡)女子ハンドボール部出場
平成２５年度
４月 １日 県立高等学校教職員人事異動 宮城静子校長 真栄田義光教頭 他１９名の職員就任
８日 就任式、始業式
第27回入学式(普通科:･･２３３名 国際人文科:･･７７名 体育科:･･３６名
合計:･･･
３４６名)
６月 １日～４日 第５８回沖縄県高等学校陸上競技対抗選手権大会兼南九州地区予選大会
【陸上】 男子
〈優勝〉100m・200m：与那原良貴（3年3組）、3000mSC・5000m：與儀達朗（3年4組）、
400mH：川満健太（2年）110mH・400mH：﨑本和誠（2年3組）、走高跳：高良留佳
（1年）、砲丸投・ハンマー投：大嶺権也（3年9組）、円盤投：名嘉哉門（3年9組）
4×100R：尚師尚宏（3年1組）、金城祥冴（3年7組）、与那原良貴（3年3組）、
濱田三四郎（3年9組）4×400mR：﨑本和誠（2年）、川満健太（2年）、与儀有輝
（3年3組）、与那原良貴（3年3組）
女子
〈優勝〉砲丸投・円盤投：本村夏鈴（3年5組）、走高跳：徳本鈴奈（2年）
【水泳】 男子 総合優勝 ２５連覇
〈優勝〉100m自由形：喜屋武陽介（2年）、
女子 総合優勝 ７連覇
〈優勝〉400mフリーリレー、メドレーリレー：嘉手納夏海（1年）・比嘉采奈（3年6組）
・照屋若菜（2年）・譜久山仁美（3年9組）
６月１３日～１６日 第６６回全国高等学校陸上競技選手権大会 南九州大会
男子
男子トラック３位、男子フィールド２位、男子総合優勝
７月６日～７日 第６８回 国民体育大会陸上競技最終選考会
男子
〈優勝〉男Ａ110mH：﨑本和誠（2年）、男Ａ400m：川満健太（2年）、
男Ａ100m：与那原良貴（3年3組）、800m：中山佳紀（2年）、砲丸投：大嶺権也
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（3年9組）、円盤投：名嘉哉門（3年9組）
女子
〈優勝〉女Ａ400m：嘉手苅桐子（3年9組）、ハンマー投：本村夏鈴（3年5組）
走高跳：徳本鈴奈（2年）、女Ａ走幅跳：当銘樹里（2年）
９月８日 平成２５年度沖縄県高等学校新人体育大会水泳競技大会
男子 総合優勝
女子 総合優勝
２９日 体育祭 ～輝く汗 弾ける筋肉 燃える脂肪 ＴＨＥ 体育祭～
３０日 平成２５年度沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラム 台湾
〈書道の部〉山城夏奈子（3年6組）、安次富美月（2年）
１１月 １日 那覇西高等学校創立２７周年記念日
５日 那覇西高等学校創立２７周年講話 講師 本校１８期生：七戸 龍
２日～５日 県高校新人体育大会開幕（空手・弓道は選考実施、サッカー・駅伝は後日
開催）
９日 サッカー選手権大会決勝 対知念戦 １対０で勝利
１４日～２１日 国際人文科２学年 引率３名 生徒名 オーストラリア研修（シドニー）
１２月 ６日 第２５回沖縄県高等学校席上揮毫大会
優秀賞 新垣桃子（1年）、下地麗奈（1年）
優良賞 知名彩乃（2年）、﨑山文馨（1年）
平成２６年
１月 ３日 第９２回全国高等学校サッカー選手権大会 ベスト１６
２月 ９日 九州ハンドボール選手権大会優勝 全国大会出場
１０日 平成２５年度沖縄県児童生徒等表彰被表彰
女子ハンドボール部：上地涼奈（1年）
３月 １日 第２５回卒業式（普通科：２３９名 国際人文科：８６名 体育科：３９名
合計３６４名）
２４日 学年末修了式・離任式：大城正教頭他２３名離任 新垣静枝教諭退職
２４日 第３７回全国高等学校ハンドボール選抜大会出場（愛知） 女子ハンドボール部出場
平成２６年度
４月 １日 県立高等学校教職員人事異動 玉城智枝美教頭 他 １９名の職員就任
７日 就任式、始業式
第28回入学式(普通科:･･240名 国際人文科:･･80名 体育科:･･40名
合計:･･･360名)
８日 新入生オリエンテーション、１年生大学習会（体育館）
２５日 新入生歓迎スポーツ大会
２８日 野外活動（１年：美らSUNビーチ ２年：サンセットビーチ ３年：美々ビーチ）
５月１７日～１８日 第６５回沖縄陸上競技選手権大会兼国体選考会
男子
〔優勝〕男子一般200ｍ：川満健太（３年）、110ｍＨ：﨑本和誠（３年）、400ｍＨ：
﨑本和誠（３年）、4×400ｍＲ：下地伸征（２年）、﨑本和誠（３年）、目取眞剛（２
年）、シャープ宣（２年）
女子
〔優勝〕女子一般走高跳：徳本鈴奈(３年)、円盤投：島袋麻美(３年)、
〔２位〕女子一般400ｍＨ：大城有利加（１年）、砲丸投：與那嶺海優（２年）、円盤
投：瀬底綾香（３年）
３１日～６月３日 平成２６年度 沖縄県高等学校総合体育大会
学校別対抗 男女総合２位（男子２位・女子２位）
第５９回沖縄県高等学校陸上競技対抗選手権 兼南九州地区予選大会
【陸上】
男子総合優勝
〔優勝〕200ｍ：川満健太（３年）、400ｍ：川満健太（３年）、110ｍＨ：﨑本和誠（３
年）、400ｍＨ：﨑本和誠（３年）、走高跳：髙良留佳（２年）、4×400ｍＲ：下地伸征
（２年）、﨑本和誠（３年）、シャープ宣（２年）、川満健太（３年）
〔２位〕三段跳：シャープ宣（２年）、砲丸投：宮里盛斗（１年）、4×100ｍＲ：川田
純平（２年）、下地伸征（２年）、川満健太（３年）、安次富貫太（２年）
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女子総合優勝
〔優勝〕100ｍＨ：大城有利加（１年）、400ｍＨ：大城有利加（１年）、5000ｍＷ：當
銘志穗（３年）、走高跳：徳本鈴奈（３年）、円盤投：島袋麻美（３年）、七種競技：
外間亜喜（１年）、女子オープン１５００ｍ：儀保優奈（１年）
〔２位〕400ｍ：外間亜喜（１年）、砲丸投：與那嶺海優（２年）、円盤投：瀬底綾香
（３年）、やり投：島袋麻美（３年）、4×100mR：小橋川梨奈（１年）、宮里愛美（２
年）、大城有利加（１年）、福里梨紗（３年）、4×400mR：外間亜喜（１年）、大城有利
加（１年）、金城愛菜（３年）、福里梨紗（３年）
【水泳】
男子総合優勝
〔優勝〕100ｍ自由形：喜屋武陽介（３年）県高校新記録樹立、200ｍ自由形：喜屋武
陽介（３年）、100ｍ背泳ぎ：野原万路（３年）、400ｍリレー：金城一聖（３年）、毛
利匡秀（３年）、野原万路（３年）、喜屋武陽介（３年）、400ｍメドレーリレー：野原
万路（３年）、金城一聖（３年）、毛利匡秀（３年）、喜屋武陽介（３年）
〔２位〕50ｍ自由形：金城一聖（３年）、200m背泳ぎ：野原万路（３年）、100ｍバタ
フライ：毛利匡秀（３年）、800ｍリレー：金城一聖（３年）、野原千路（３年）、大城
展（３年）、喜屋武陽介（３年）
女子総合優勝
〔優勝〕200ｍ平泳ぎ：照屋若菜（３年）、400ｍメドレーリレー：嘉手納夏海（２年）、
浦崎日菜乃（３年）、比嘉采奈（３年）、照屋若菜（３年）
〔２位〕100ｍ平泳ぎ：照屋若菜（３年）、200m個人メドレー：比嘉采奈（３年）、400
ｍリレー：嘉手納夏海（３年）、比嘉采奈（３年）、浦崎日菜乃（３年）、照屋若菜（３
年）
【ソフトテニス】
男子団体準優勝、女子団体準優勝
【柔道】
男子団体準優勝 男子個人90㎏級準優勝：平良哲清（３年）
女子団体３位
女子個人57㎏級優勝：座波吉子（１年）
【バドミントン】
男子団体３位 女子団体３位
【空手道】
女子団体３位
６月 ３日 高校総体女子ハンドボール決勝戦・陸上競技決勝 応援ツアー
１２日～１５日 秩父宮賜杯第６７回全国高等学校陸上競技対校選手権大会南九州大会
男子
〔優勝〕110ｍH：﨑本和誠（３年）大会新記録樹立、
〔２位〕走高跳：高良留佳（２年）
〔３位〕400m：川満健太（３年）、400ｍH：﨑本和誠（３年）
女子
〔２位〕走高跳：徳本鈴奈（３年）
７月５日～６日 第６９回 国民体育大会最終選考会
男子
〔優勝〕男子A（高２/３）400ｍ：川満健太（３年）、400ｍH：﨑本和誠（３年）、男
子共通三段跳：シャープ宣（３年）、男子B（中３/高１）3000m：島袋快仁（１年）、
砲丸投：宮里盛斗（１年）
女子
〔優勝〕女子成年走高跳：徳本鈴奈（３年）沖縄県新記録・沖縄県高校新記録樹立、
ハンマー投：島袋麻美（３年）、女子B（中３/高１）1500ｍ：比嘉観寿妃（１年）、10
0ｍH：大城有利加（１年）
生徒会長選挙 第２６代生徒会長：大城正雄（２年）
１７日 慰霊の日特設講話『遺骨収集の現場から見える沖縄戦』講師：具志堅 隆松 氏
第２８回校内国語弁論大会（那覇市民会館）
最優秀賞：砂川 貴美（１年７組）
優秀賞：我喜屋舞子（３年８組）仲間 日向（２年７組）角田あかね（２年８組）
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１９日～２１日 平成２６年度全九州高等学校体育大会水泳競技大会 佐賀県
男子
〔優勝〕100m自由形：喜屋武陽介（３年）、200ｍ自由形：喜屋武陽介（３年）
９月 ６日～７日 第２９回沖縄県高等学校対抗秋季陸上競技大会
男子 優勝
最優秀選手：﨑本和誠（３年）
〔優勝〕100ｍ：下地伸征（２年）、200ｍ：川満健太（３年）、110ｍH：﨑本和誠（３
年）、400ｍH：﨑本和誠（３年）、走幅跳：津波 響樹（２年）、三段跳：シャープ宣
（２年）、砲丸投げ：宮里盛斗（１年）、八種競技：シャープ宣（２年）、4×100ｍR：
川田純平（２年）、下地伸征（２年）、目取真剛（２年）、シャープ宣（２年）
女子 優勝
最優秀選手：徳本鈴奈（３年）
〔優勝〕走高跳：徳本鈴奈（３年）、砲丸投：與那嶺海優（２年）、ハンマー投：島袋
麻美（３年）、七種競技：外間亜喜（１年）
７日 平成２６年度沖縄県高等学校新人体育大会
【水泳】
男子 総合３位
〔優勝〕50ｍ自由形：大城マイケル明（１年）
〔２位〕200m背泳ぎ：井上天心（１年）
〔３位〕100ｍ背泳ぎ：井上天心（１年）、400ｍ個人メドレー：山城昌一朗（２年）、
200mリレー：井上天心（１年）、石垣守道（１年）、山城昌一朗（２年）、大城マイケ
ル明（１年）
女子 総合４位
〔２位〕100ｍ自由形：嘉手納夏海（２年）、200ｍリレー：嘉手納夏海（２年）、宮城
琳（１年）、上原美海（１年）、ロドリゲス早日多（１年）
〔３位〕50ｍ自由形：嘉手納夏海（２年）、50ｍ背泳ぎ：ロドリゲス早日多（１年）、
50ｍバタフライ：宮城 琳（１年）、100ｍバタフライ：宮城 琳（１年）、
９日～１２日 体育科１年生西表キャンプ実習（西表島）
９日 国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール
優良賞：角田あかね（２年）
１２日 沖縄県高等学校弁論大会 優良賞：砂川貴美（１年）
１８日～２０日 平成２６年度沖縄県高等学校新人体育大会陸上競技大会
男子 総合優勝
〔優勝〕100ｍ：下地伸征（２年）、200ｍ：目取真剛（２年）、400ｍ：下地伸征（２
年）、走高跳：高良留佳（２年）、棒高跳び：目取真剛（２年）、走幅跳：津波響樹（２
年）、三段跳：シャープ宣（２年）、砲丸投：宮里盛斗（１年）、やり投：島 吉人（２
年）、八種競技：シャープ宣（２年）、4×100ｍR：川田純平（２年）、下地伸征（２年）、
目取真剛（２年）、シャープ宣（２年）、4×400ｍR：目取真剛、シャープ宣（２年）、
津波響樹（２年）、下地伸征（２年）
〔２位〕100m：安次富貫太（２年）、200ｍ：川田純平（２年）、円盤投：宮里盛斗（１
年）、
〔３位〕5000m：島袋快仁（１年）、3000ｍSC：古謝将大（１年）、5000ｍ競歩：上原
海詩（１年）、棒高跳：山城 猛（１年）、ハンマー投：大城正雄（２年）
女子 総合優勝
〔優勝〕800ｍ：治屋祐奈（２年）、100ｍH：大城有利加（１年）、砲丸投：與那嶺海
優（２年）、七種競技：外間亜喜（１年）
〔２位〕400m：外間亜喜（１年）、3000ｍ：儀保優奈（１年）、100ｍH：中村向日葵（１
年）、5000ｍ競歩：勝連弘美（２年）、やり投：與那嶺海優（２年）、七種競技：中村
向日葵（１年）、4×100ｍR：小橋川梨奈（１年）、宮里愛美（２年）、外間亜喜（１年）、
中村向日葵（１年）
〔３位〕5000ｍ競歩：比嘉観寿妃（１年）、走高跳：上原瑛奈（２年）、円盤投：宮里
真子（１年）、やり投：永山莉子（１年）、4×400ｍR：中村向日葵（１年）、治屋祐奈
（２年）、マックスウェル恵（１年）、外間亜喜（１年）
２０日 第３８回沖縄県高文連囲碁将棋秋季大会 団体２位（九州大会出場権獲得）
２７日～２８日 第２回那覇西ｈｉｇｈ祭 ～感謝・奉仕・地域とのつながり～
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１０月

１日 第１０回体育科実演会（県立武道館）
１０日～１２日 平成２６年度全九州高等学校新人陸上競技大会 宮崎県
男子
〔優勝〕走幅跳：津波響樹（２年）、八種競技：シャープ宣（２年）
〔３位〕三段跳：シャープ宣（２年）、4×100ｍR：川田純平（２年）、下地伸征（２
年）、目取真剛（２年）、安次富貫太（２年）
女子
〔２位〕七種競技：外間亜喜（１年）
沖縄陸上競技協会表彰（全九州・南九州優勝者）
優秀競技者賞：﨑本和誠（３年）、津波 響（２年）、シャープ宣（２年）
１１月 １日 那覇西高等学校創立２８周年記念日
１日～３日 平成２６年度高校新人体育大会
【ソフトテニス】
男子団体 優勝
個人優勝：安谷岳・新城雄慎（２年）準優勝：津嘉山駿・知念稜磨（１年）
女子団体３位
【柔道】
男子60㎏級準優勝：友寄宙（２年）100㎏級準優勝：阿波根昌貴（１年）
１３日～２０日 国際人文科２年生 オーストラリア研修
１４日 第３６回九州高校放送コンテスト沖縄県大会 優良賞：名幸瀬梨七（２年）
１６日 全国高校弓道選抜大会沖縄県予選 男子団体２位 女子団体３位
１８日～２０日 体育科３年生マリン実習（渡嘉敷島）
２４日 うらそえＹＡ文芸賞
短編小説部門 煌賞（市長賞相当） ：金城梨花（１年）
輝賞（教育長賞相当）：小松かえな（１年）
１２月１２日 第５８回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表大会 優良賞：金城美祐（２年）
２４日 芸術鑑賞会（那覇市民会館）
音楽「ＭＡＬＴＡ Hit＆Runスペシャルライブ」
２４日 那覇市学校ボランティア活動実践者表彰
嘉数美紀（３年）、喜舎場はるか（３年）、上林萌子（３年）
２６日 琉球新報旗争奪九州高校選抜ハンドボール大会 女子 優勝 九州大会出場
平成２７年
１月 ７日～１１日 体育科２年野外活動（スキー実習 in 北海道マウントレースイスキー場）
１７日～２４日 平成２６年度沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技
男子優勝 女子３位
１７日 センター試験１日目（会場：沖縄県立看護大学他 志願者８７名）
１８日 センター試験２日目
３１日 平成２６年度沖縄県高校ソフトテニス選手権大会
男子優勝：安谷岳（２年）・新城雄慎（２年）
２月 ５日～８日 平成２６年度 第４３回九州高等学校ハンドボール選抜大会
第３８回全国高等学校ハンドボール選抜大会九州地区予選大会
女子ハンドボール部３位 全国選抜出場権獲得
６日 平成２６年度沖縄県高等学校新人体育大会 駅伝競走 女子２位
７日～８日 ２０１５日本ジュニア室内陸上 走高跳２位：徳本鈴奈（３年）
８日 第２６回沖縄弓道大会 男子 団体の部 ３位
１１日 第８回沖縄県ヴォーカルアンサンブルコンテスト
金賞：東江杏樹（２年）、山本杏夏（２年）、松原理沙（１年）
３月 １日 第２６回卒業式（普通科・・240名 国際人文科・・77名 体育科・・31名 合計348名）
２４日 学年末修了式・離任式 宮城静子校長、真栄田義光教頭 他20名離任 内間拓教諭退職
２４日 第３７回全国高等学校ハンドボール選抜大会（愛知） 女子ハンドボール部出場
平成２７年度
４月 １日 県立高等学校教職員人事異動 宮城勉校長、上地勇人教頭 他17名の職員就任
７日 就任式、始業式
第２９回入学式(普通科・・240名 国際人文科・・80名 体育科・・39名 合計359名)
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