
(2)学校沿革概要

年度 月日 主 要 事 項

1965 6.24 豊見城高等学校(仮称)設立促進期成会設置
(S40) 9.25 琉球政府中央教育委員会で認可

2. 1 初代校長 砂川 玄隆 初代教頭 新垣博 発令
22 校章制定

1966 4.13 開校式及び第１回入学式(普通科：540名 家政科：108名)挙行
(S41) ＰＴＡ設立総会

7.20 校旗贈呈並びに樹立式(砂川初代校長寄贈)
8.10 女生徒制服制定

1967 4. 6 第２回入学式(普通科：520名 家政科：104名)(S42)

1968 7.18 運動場完成記念式典挙行
(S43) 10. 6 第１回体育祭

2.22 校歌制定・校歌発表会、豊見城祭
3. 1 第１回卒業式(卒業生602名)

1969 10. 1 第２代校長 西平 秀毅 発令
(S44) 12. 3 図書館竣工

1970 2.28 図書館落成式典挙行(S45)

1972 4. 1 第３代校長 玉城 啓佐 発令
(S47) 5.15 本土復帰により沖縄県立豊見城高等学校となる

1973
4. 1 第４代校長 福地 蔡勇 発令(S48)

1974 7.22 全国高校総合体育大会 弓道競技 男子団体優勝
(S49) 3.28 第47回全国高等学校選抜野球大会出場

1975 4. 1 第５代校長 玉城 深二郎 発令
(S50) 3.27 第48回全国高等学校選抜野球大会出場

1976 7.23 九州高校弓道大会で男子団体優勝
(S51) 8. 9 第58回全国高等学校野球選手権大会出場

3.27 第49回全国高等学校選抜野球大会出場

1977 8. 8 第59回全国高等学校野球選手権大会
(S52) 3.27 第50回全国高等学校選抜野球大会出場

1978 4. 1 第６代校長 世嘉良 栄 発令
(S53) 8. 7 第60回全国高等学校野球選手権大会

1980 12. 2 豊見城南高校の新設に伴い、昭和56年度より普通科の２学級減となる
(S55) 12.24 新館(Ａ棟)竣工

1.25 創立１５周年記念庭園完成
3. 1 創立１５周年記念式典並びに新館落成式典及び祝賀会挙行

1982 4. 1 第７代校長 与那覇 哲夫 発令
(S57) 6. 3 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト テレビ部門 最優秀賞

1985 4. 1 第８代校長 伊良波 史夫 発令
(S60) 3.24 図書館新築工事竣工

1986 11.21 創立20周年記念式典(S61)

1988
4. 1 第９代校長 砂川 宏 発令(S63)

1990
11.19 第４回ホームプロジェクト全国大会 最優秀賞(H 2)

1991 4. 1 第10代校長 上原 康正 発令(H 3)

1992 4.27 Ｂ棟改築竣工
(H 4) 11.20 Ｃ棟改築竣工

1994 4. 1 第11代校長 富原 守哉 発令
(H 6) 2.23 研究指定校「中途退学対策」研究発表会



1997
4. 1 第12代校長 瀬名波 栄啓 発令

(H 9)

1999 8. 1 全国高校総合文化祭 囲碁部門 団体優勝
(H11) 2.15 体育館工事竣工

2000 4. 1 第13代校長 仲嶺 真太郎 発令
(H12) 3.28 全国高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選抜大会 優勝男子 69kg級

2002 4. 1 第14代校長 平良 實 久米島高等学校より着任
(H14) 8. 2 全国高校総合体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 男子団体 優勝

2003 8. 1 全国高校総合体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 団体総合優勝(２連覇) 優勝 男子 53kg級 62kg級
(H15) 3.13 全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 優勝 男子62kg級

27 全国高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 男子優勝85kg級 女子優勝53kg級 75kg級

2004 4. 1 第15代校長 当真 功 泊高校より着任
(H16) 8. 6 全国高校総合体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 優勝 85kg級

3.26 全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝 75kg級
27 全国高校選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 優勝 56kg級 53kg級

2005 8.25 日韓中ｼﾞｭﾆｱ交流ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 女子優勝58kg級 ３位63kg級
(H17) 11.12 本校同窓生による講話授業「豊翔塾」(第１回)

26 創立４０周年記念式典

2006 4. 1 第16代校長 神村 孝司 北山高校より着任
(H18)

2007 3.24 全国高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 男子優勝62kg級 女子優勝75kg級
(H19) 7.14 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 団体女子２位 個人優勝48kg級 75kg級

8. 6 全国高校総合体育大会 剣道競技 女子 優秀選手賞
3.28 全国高校選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 男子優勝 56kg級 62kg級 69kg級 女子優勝 63kg級 75kg級

2008 4. 1 第17代校長 大城 清 豊見城南高校より着任
(H20) 7.20 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 団体2位 個人優勝75kg超級 2位63kg級 3位69kg級

8. 6 全国高校総合体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 学校対抗優勝 個人優勝56kg級 62kg級 69kg級
26 日韓中ｼﾞｭﾆｱ交流ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 優勝75kg級 ２位56kg級 69kg級 ３位63kg級

12. 3 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｱｼﾞｱﾕｰｽ選手権大会 優勝56kg級

2009 5.23 第１回世界ユース大会 女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ63kg級 12位 神谷 歩
(H21) 6.15 09世界ｼﾞｭﾆｱ選手権 銅メダル 56kg級 糸数陽一

8. 1 全国高校総合体育大会ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 団体５位 個人優勝 62kg級 準優勝 85kg級
11.20 2009 世界選手権大会 11位 56kg級 糸数陽一

2010 4. 1 第18代校長 儀間 清隆 那覇国際高校より着任
(H22) 7.24 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 学校対抗戦優勝 個人１位 75kg級

8.11 第１回ﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 日本代表 七戸美空(＋63kg級) 12位
22 日韓中ｼﾞｭﾆｱ交流ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ大会 日本代表 金城絵里香(＋75hg級)４位

11.21 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ全日本女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 団体戦 優勝 ２冠達成
重量挙げ女子選抜 優勝 75kg級 48kg級 ２位 53kg級

12.14 平成21.22.23年度文部科学省・県教育委員会研究指定校 体育･ｽﾎﾟｰﾂ推進校中間発表

2011 5.25 第25回全日本女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ３位 48kg級 ＋75kg級
(H23) 7.23 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 優勝+75kg級 準優勝 48kg級 69kg級 4位 75kg級

9.12 第18回アジアジュニア女子選手権大会 ４位＋75kg級 金城絵里香
11.17 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 団体戦 優勝(２連覇)

個人戦 優勝 69kg級 ＋75kg級 ２位 48kg級 ４位 75kg級
12. 8 平成21.22.23年度文部科学省・県教育委員会研究指定校 体育・ｽﾎﾟｰﾂ推進校最終発表
1.14 全九州高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 女子 優勝 69kg級 75kg級
25 第32回全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃィﾝｸﾞ大会 105kg超級２位 知念光亮

2012 4. 1 第19代校長 與那嶺 善道 県教育庁県立学校教育課より着任
(H24) 7.20 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 学校対抗戦 準優勝 個人 優勝75kg級 ２位69kg級

8. 2 全国高校総合体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 優勝 ＋105kg級 知念光亮(日本高校新記録）
弓道競技 女子個人準優勝 金城未来

10.25 文科省日本体育研究連合会全国学校体育優良校
11.21 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 個人戦優勝 69kg級 阿部美月
2. 1 ホルベイン主催 第４回「高校生の油絵アートコンテスト」（団体部門・学校賞）
8 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

女子 優勝 69kg級 阿部美月 男子 優勝 +105kg級 知念光亮
3.24 全国高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会

男子 優勝 53kg級 知念勇斗 77kg級 仲西弘一 +105kg級 知念光亮



2013 8. 3 全国高校総合体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 学校対抗戦 優勝 (５年ぶり４度目)
(H25) 個人優勝 53kg級 知念勇斗 77kg級 仲西弘一 ２位＋105kg級 知念光亮

10．5 国民体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 少年優勝 53kg級 知念勇斗(選抜・総体・国体３冠)
11.21 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 団体戦 優勝(２年ぶり３度目)
12.21 全国高校弓道選抜大会 女子団体3位 比嘉スター星乃 武島麗海 渡嘉敷せれな 金城琴乃
3.14 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 優勝+105kg級 知念光亮
25 全国高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 男子 優勝56kg級 知念勇斗 3位69kg級 平仲康太郎

2014 4. 1 第20代校長 長濱 雅仁 県教育庁保健体育課より着任
(H26) 7.18 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 学校対抗戦 優勝(3年ぶり3度目)

個人優勝58kg級 新垣愛恵
8. 2 全国高校総合体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 学校対抗（団体）３位
11.20 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 団体４位

個人優勝58kg級 新垣愛恵 ４位53kg級 當間星香
1. 1 ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 男子６位56kg級 知念勇斗
14 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

男子優勝56kg級 知念勇斗 女子２位58kg級 新垣愛恵

2015 11.15 創立50周年記念式典・講演会（北島康介氏来校）
(H27) 25 全国高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 優勝69㎏級 大城良太

2016 4. 1 第21代校長 津留 一郎 県立那覇高等学校より着任
(H28) 7.17 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 ２位58㎏級 具志堅莉奈

9.27 国民体育大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 少年62㎏級優勝 大城良太
11.12 ｱｼﾞｱﾕｰｽｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会〈女子〉優勝58㎏級 具志堅莉奈
1.21 全九州高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会〈女子〉優勝58㎏級 具志堅莉奈 69㎏級 大山未来

2017 6.18 全九州高等学校ウエイトリフティング選手権大会〈女子〉（佐賀県）
(H29) 優勝 58㎏級 具志堅莉奈 69㎏級 大山未来

11.22 ﾚﾃﾞｨｰｽｶｯﾌﾟ第９回全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 58㎏級 ２位 具志堅莉奈
1.14 第26回全九州高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会（沖縄県）男子+105kg級優勝 藏下佳樹
9 全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会（埼玉県）女子58kg級 優勝 具志堅莉奈

2018 4. 1 第22代校長 本原 泉 県立浦添商業高等学校より着任
(H30) 9. 9 第61回全沖縄高校バスケットボール選手権大会〈男子〉 優勝

10.27 沖縄県県高等学校新人体育大会 ・バスケットボール競技〈男子〉優勝
・ウエイトリフティング競技 男子団体２位 女子団体２位
〈男子個人〉61kg級 優勝 砂川裕哉 81kg級 優勝 石原大翔
〈女子個人〉64㎏級 優勝 長橋恵美里 ２位 高良望愛

11. 3 第20回識名園歌会 沖縄県知事賞 玉城 匠 琉球新報社長賞 當間琉介
11.21 第10回全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会（茨城県）

75㎏級 ８位 長橋恵美里（2-2）
1.12 第27回全九州高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会（沖縄県）

〈男子団体〉準優勝 〈男子個人〉61㎏級優勝 砂川裕哉 81㎏級優勝 石原大翔
1.20 第37回小橋川寛杯争奪高校生バスケットボール選手権大会〈男子〉優勝
3.22 第49回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会〈男子〉Ａパート４位
3.24 第34回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会

〈男子個人〉61㎏級４位 砂川裕哉 〈女子個人〉76㎏級４位 長橋恵美里

2019 6. 1 沖縄県高等学校総合体育大会成績（総合１５位、男子１１位、女子２０位）
(H31) ウエイトリフティング競技 〈男子団体〉優勝 〈女子団体〉優勝

〈個人〉55㎏級 優勝 與那嶺莉乃 64㎏級 優勝 高良望愛 64㎏超級２位 長橋恵美里
バスケットボール競技〈男子〉優勝

第７回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト舞踊部門 金賞 森山和人
全九州高等学校ウエイトリフティング選手権大会（鹿児島県）
〈男子〉61kg級 優勝 砂川裕哉 81kg級 ３位 伊波 佑
〈女子〉55㎏級 ３位 與那嶺莉乃 64㎏超級 ３位 長橋恵美里

15 九州高等学校総合体育大会バスケットボール競技〈男子〉３位
第21回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技大会76kg級 ７位 長橋恵美里（3年）
第95回天皇杯・第86回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 〈男子〉優勝

21 令和元年度国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール
沖縄県人権擁護委員連合会会長賞 大城らら（2年）

9.17 第43回沖縄県高等学校総合文化祭 弁論の部
優良賞 前田瑞希（2年）〈第44回全国高等学校文化祭弁論部門派遣決定〉

9.20 第3回パフォーマンス大会テーマ花咲く青春 僕らの舞台 仲間と共に 最高の瞬間を・・
10.19 第73回瀧廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクール出場 上江田優介（2年）
11. 2 沖縄県県高等学校新人体育大会 バスケットボール競技 〈男子〉準優勝

ウエイトリフティング競技〈男子個人〉55kg級 ３位 我喜屋航 67kg級
３位 神谷優真 73kg級 ３位 宮城 大〈女子個人〉55㎏級 優勝 與那嶺莉乃
ボクシング競技 ピン級２位 與那嶺翔（1年）



12.24 ウインターカップ2019 第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会 出場
1.11 第28回全九州高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会（佐賀県）

〈女子個人〉55㎏級優勝 與那嶺莉乃（1年）
19 第38回小橋川寛杯争奪高校生バスケットボール選手権大会 〈男子〉準優勝

2020 4. 7 新型コロナウイルス感染防止のため学校休業（～5月20日）
(R2) 5.21 第55回入学式 普通科 男子166名 女子154名 計320名

7.18 県高校総体～26日 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男子優勝 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾗｲﾄﾌﾗｲ級優勝 與那嶺翔(2年)
ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ男子 55kg2位 我喜屋航 73kg3位 宮城大

女子 55kg優勝 與那嶺莉乃(2年) 57kg3位 高良望愛
7.31 全国高等学校総合文化祭弁論の部（高知県WEB開催)文化連盟賞 前田瑞希(3年)
9.12 県国際交流人材育成財団主催 国際理解・国際協力のための高校生主張ｺﾝｸｰﾙ県大会

理事長賞(1位)１年２組 名嘉村真乃 全国大会書類審査ｴﾝﾄﾘｰ
10.18 第63回全沖縄高校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 男子優勝
25 第99回全国ｻｯｶｰ選手権大会県大会 ベスト４（三位）
県高校新人体育大会 水泳競技200m背泳3位 垣花かれん(1年)

11. 1 県高校新人体育大会
ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 男子81kg3位 高良海月(2年) 女子55kg優勝 與那嶺莉乃(2年)
弓道競技 男子優勝 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 男子3位
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 学校対抗2位 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級優勝 與那嶺翔(2年) ﾐﾄﾞﾙ級優勝 嘉数琉生(2年)
県高校文化祭 放送朗読部門 優秀賞 玉代勢仁菜(1年) 全国大会出場

8 第39回全国高校弓道選抜大会県予選 男子団体2位
11.15 第34回海邦国体記念ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会全国選抜選考会
13 女子59kg級優勝 與那嶺莉乃(2年) 男子73kg級2位 宮城大(3年)
18 体育祭(ﾀﾞﾝｽ発表大会開催)
20 ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ第72回全国高校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会対北陸学院高校(石川県)勝利2回戦進出

1.16 第29回全九州高校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 55kg級2位 與那嶺莉乃(2年)
2. 5 県高校新人体育大会 ｻｯｶｰ女子競技 三位
3. 1 第53回卒業式 普通科 男子177名 女子133名 計310名
10 第29回市郡対抗兼第30回学校対抗ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

59kg級 優勝 與那嶺莉乃(2年)81kg級 高良海月(2年)
3.14 春季C級短水路水泳競技大会 女子100M背泳 50M背泳 1位 垣花かれん(1年)

2021 4. 1 第23代校長 津野 良信 県立宮古高等学校より着任
(R3) 5.29 県高校総合体育大会～6/1

男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝(3連覇)ｲﾝﾀｰﾊｲ出場
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級優勝 與那嶺翔(3年)九州総体・ｲﾝﾀｰﾊｲ出場
ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 女子 59kg２位 與那嶺莉乃(3年)九州総体出場

男子 81kg３位 髙良海月(3年)
31 1･2学年分散登校(午前午後)～6/4

6. 7 緊急事態宣言に伴う、県立学校休校～6/20
20 全国商業高校協会主催 電卓普通計算部門1級 屋宜りり･新垣由真･上原望叶

･知念華花･屋比久玲未(3年) 2級仲西真菜(3年)
25 生徒会長選挙 会長 髙良桃子（２年２組)

7. 2 第1回実用英語技能検定合格 準1級 照屋太康(3年) 準2級4名
4 全国商業高校協会主催ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定試験速度部門1級 川平青空(2年)
14 第103回全国高校野球選手権沖縄大会 ベスト４進出（対興南5対3)

9.11 県国際交流人材育成財団主催 国際理解・国際協力のための高校生主張ｺﾝｸｰﾙ県大会
優秀賞（２位）2年 名嘉村真乃 県高等学校文化連盟弁論専門部部長賞

10. 3 県高校新人体育大会 弓道女子団体準優勝
8 とみ高祭代替行事(ｺﾛﾅ禍影響で実施できず)ｺｽﾌﾟﾚｻﾐｯﾄ2021を実施
15 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ(美らSUNﾋﾞｰﾁ/うみそら公園)で実施
19 第45回県高等学校総合文化祭弁論部門 最優秀賞 二瓶花菜(2年)
24 県高校新人体育大会 水泳競技50m背泳ぎ優勝100m背泳ぎ2位 垣花かれん(2年)

11. 2 第43回九州高校放送ｺﾝﾃｽﾄ県大会
朗読部門 優秀賞 玉代勢仁菜(2年)九州大会出場 優良賞 赤嶺春介(1年)
ｱﾅｳﾝｽ部門 優良賞 二瓶花菜(2年)

4 図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ書道部門優良賞5名(1･2年)
7 県高校新人体育大会

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 男子67kg2位 佐久川優(2年) 55kg3位 島袋広夢(1年)
67kg級3位 仲本亜門(1年)

12 第2回実用英語技能検定合格 準1級 迎里翔(3年)準2級4名(2･3年)
12. 3 芸術鑑賞会「組踊 執心鐘入」出演 子の会
11 全九州高校総合文化祭長崎大会弁論部門 最優秀賞 二瓶花菜(2年)
17 第9回校内陸上競技大会/後夜祭
29 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ県高校選手権大会 ﾊﾞﾝﾀﾑ級優勝與那嶺翔(3年)

2.20 第40回小橋川寛杯高校生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 男子優勝


