
体育系部活動
　◆剣道部（男・女）◆バスケットボール部（男・女）◆ハンドボール部（男・女）
　◆バドミントン部（男・女）◆硬式テニス部（男・女）◆卓球部（男・女）
　◆女子バレーボール部（中学・高校）◆男子バレーボール部（高校）
　◆男子サッカー部◆男子野球部◆空手部◆水泳部（男・女）
　◆ソフトテニス（男）
文化系部活動
　◆吹奏楽部◆アート部◆合唱部◆科学部（高校）◆スクリブリング部
　◆ディベート部◆軽音楽部◆演劇部◆文芸部◆将棋部◆インターアクト部
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部活動と
昨年度の主な活動実績

昨年度の活動実績（ 学校・クラス・個人 ）

昨年度の活動実績（ 部活動 ）

中学
男女剣道部 第 44 回那覇地区中学校新人剣道大会

男子団体戦　ベスト 8　女子団体戦　3 位

第 61 回那覇地区中学校夏季剣道競技大会
男子団体戦　3 位　女子団体戦　3 位
男子個人戦　3 位　金城 凜政
女子個人戦　ベスト 8　又吉 麻由花　津森 歌鈴　與那原 夢歌

男子
ソフトテニス部

第 50 回那覇地区中学校新人ソフトテニス大会
団体戦　準優勝

水泳部 第 21 回那覇地区中学校新人水泳競技大会
女子 50 ｍ平泳ぎ　3 位　白井 優月

第 53 回那覇地区中学校水泳競技大会
女子 50 ｍ平泳ぎ　3 位　比嘉 彩愛
女子 200 ｍ個人メドレー　２位　白井 優月

演劇部 第 7 回沖縄県中学校演劇祭
金賞　沖縄県代表として全国大会へ出場

アート部 キッド ･ ウィットネス ･ ニュース (KWN) 日本コンテスト 2020 佳作

高校
男女剣道部 令和 2 年度沖縄県高等学校総合体育大会　

第 64 回沖縄県高等学校剣道競技大会
女子団体戦　3 位
女子個人戦　3 位　大濵 凜　玉城 星利奈

第 38 回沖縄県高等学校新人剣道競技大会
男子団体戦　ベスト 8 
男子個人戦　ベスト 8　伊佐 愛豊　知念 青海 
女子個人戦　ベスト 8　内原 有彩

男女ハンド
ボール部

第 45 回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会 
第 11 回 KBC 学園杯

女子ベスト 8

水泳部 令和 2 年度沖縄県高等学校総合体育大会
第 68 回沖縄県高等学校水泳競技大会

男子 50 ｍ自由形　　4 位　九州大会標準記録突破　梅澤 陽登 
男子 100 ｍ自由形　4 位　九州大会標準記録突破　梅澤 陽登 
女子 200 ｍ個人メドレー　8 位　九州大会標準記録突破　
 上原 夕芽
女子 50 ｍ自由形　6 位　九州大会標準記録突破　湧川 智美

令和 2 年度沖縄県高等学校新人体育大会
第 38 回沖縄県高等学校新人水泳競技大会

男子 100 ｍ自由形　3 位　九州大会標準記録突破　梅澤 陽登 
男子 50 ｍ自由形　  4 位　九州大会標準記録突破　梅澤 陽登 
女子 50 ｍ自由形　  3 位　九州大会標準記録突破　湧川 智美

演劇部 第 27 回沖縄県高等学校演劇夏季研究大会
優秀賞第 2 席

第 44 回沖縄県高等学校総合文化祭演劇部門並び第 31 回沖縄
県高等学校演劇研究大会　会長賞

中学・高校
科学部 第44回全国高等学校総合文化祭(全国高等学校文化連盟主催)

【ポスター発表部門】文化連盟賞

第 44 回全国高等学校総合文化祭 ( 高知県実行委員会主催 ) 
【ポスター発表部門】研究奨励賞

令和 2 年度沖縄県高等学校文化連盟 ( 沖縄県文化連盟主催 )
【自然科学部門】活動賞　成田 理菜

軽音楽部 第 4 回高校・中学校軽音楽系クラブコンテスト 
「We are Sneaker Ages 沖縄」グランプリ大会　準優勝

吹奏楽部 第 26 回日本管楽合奏コンテスト予選審査会高等学校　B 部門　優秀賞

第 2 回 JBA 管楽器ソロコンテスト　沖縄県大会　
中学生・高校生の部
金賞　原國 莉緒（九州大会代表） 
佐久田 華弥乃　安里 リセ　亀井 悠花

第 17回 JBA ソロコンテスト　九州大会　中学生の部
金賞　原國 莉緒　

第 46 回沖縄県ソロコンテスト高校生の部
フルート独奏　　　　金賞　富名腰 桃衣　
ユーフォニアム独奏　金賞　比嘉 梨香子　

第 45 回沖縄県アンサンブルコンテスト
銀賞　管楽八重奏　
銀賞　金管八重奏

文芸部 第 30 回沖縄県高等学校文芸誌コンクール　優秀賞

中学 第 57 回全沖縄青少年読書感想文感想画コンクール
感想文課題の部　　佳作　比嘉 彩和
感想文自由の部　最優秀賞　成田 未希　入選　平田 結華

第 66 回青少年読書感想文全国コンクール中学の部
入選　成田 未希

第 68 回全琉小・中・高校図画・作文・書道コンクール
書道　優秀賞　新垣 万葉　兼次 宰也　
絵画　優秀賞　松原 優

第 59 回全沖縄児童生徒書き初め展
金賞　新垣 万葉　成田 未希

令和 2 年度宜野湾市中学生英語ストーリーコンテスト
1 年生の部　2 位　佐藤 瑠花
2 年生の部　2 位　嘉味田 琉偉

日本語検定 2020 年度第 2 回　文部科学大臣賞　団体表彰

高校 化学グランプリ 2020( 日本化学会主催 )　金賞　玉城 康仁
銅賞　安里 樹　新垣 友祥　眞榮田 亮　宮城 渉

第 44 回沖縄県高等学校総合文化祭大会
ポスター選考　優秀賞　水口 菫

標語選考　優良賞　島袋 玲華

令和 2 年度沖縄県高等学校文化連盟【文芸・図書部門】
活動賞　國吉 伶菜

令和 2 年度「税についての作文」高校生
沖縄国税事務所長賞　目取真 綾夏

第 10 回沖縄県新聞スクラップコンテスト
高校 ノート部門　優秀賞　矢永 瑞葵　山里 真在

第 1 回 リアビズ高校生模擬起業グランプリ
グランプリ　ABouquet( チーム名 )

 


