
３．学 校 沿 革

(1) 学校の名称:沖縄県立球陽高等学校
(2) 所 在 地:〒904-0035 沖縄県沖縄市南桃原1丁目10番1号
(3) 設置学科 :全日制課程 理数科（4クラス） 国際英語科（4クラス）
(4) 在 籍:理数科479名 国際英語科476名 合計955名（平成25年5月1日現在）

(5) 学校沿革
昭和63年11月25日 沖縄県教育委員会規則(第4号議案)設立認可される｡
昭和63年11月25日 沖縄県教育委員会規則(第6号議案)

昭和64年度沖縄県立高等学校入学定員を次のように定める｡
全日制 理数科(160名) 国際英語科(180名) 合計 340名

昭和64年 1月 1日 職員人事発令(開校準備室：沖配ビル10階)
校 長 新 屋 太 郎 ( 県 立 北 谷 高 等 学 校 長 )

平成元年 1月17日 敷地造成,普通教室棟及び特別教室中央棟の起工式
1月28日 校章図案決定(デザイン:教育庁高等学校教育課 喜友名朝紀指導主事)
1月30日 校旗図案決定
2月 1日 ワッペン決定(デザイン:高等学校教育課 喜友名朝紀指導主事)
4月 8日 第1回入学式(平成元年度)(於:山内中学校)

理数科160名,国際英語科170名,合計330名｡

平成２年 4月 9日 第2回入学式(平成2年度) 理数科160名 国際英語科180名 合計340名
6月16日 校歌決定(作詞:徳山潔 作曲:下地義雄)

平成３年 4月 8日 第3回入学式(平成3年度)理数科160名 国際英語科180名 合計340名

平成４年 3月 1日 第1回卒業式(理数科156名 国際英語科160名 合計316名)
4月 1日 第2代校長 山城清次郎 就任
4月 7日 第4回入学式(平成4年度)理数科160名 国際英語科180名 合計340名
9月19日 第1回球陽祭（～20日）

平成５年 3月 1日 第2回卒業式(理数科163名 国際英語科177名 計340名)
4月 7日 第5回入学式(平成5年度) 理数科160名 国際英語科172名 計332名

10月25日 セミナーハウス起工式

平成６年 3月 1日 第3回卒業式(理数科157名 国際英語科177名 計334名)
3月26日 創立5周年記念式典及びパソコンLAN設置,セミナーハウス落成祝賀会
4月 1日 第3代校長 前原正謙 就任
4月 7日 第6回入学式(平成6年度) 理数科160名 国際英語科168名 合計328名

平成７年 3月 1日 第4回卒業式(理数科156名 国際英語科178名 計334名)
4月 7日 第7回入学式(平成7年度) 理数科160名 国際英語科172名 合計332名

9月24･25日 第2回 球陽祭 統一テーマ｢Dream Train～球陽発未来へ～｣

平成８年 3月 1日 第5回卒業式(理数科159名 国際英語科172名 計331名)
4月 8日 第8回入学式(平成8年度) 理数科160名 国際英語科160名 合計320名

平成９年 3月 1日 第6回卒業式(理数科158名 国際英語科168名 計326名)
4月 1日 第4代校長 奥間朝春 就任
4月 7日 第9回入学式(平成9年度) 理数科160名 国際英語科160名 合計320名

平成10年 3月 1日 第7回卒業式(理数科159名 国際英語科170名 計329名)
4月 7日 第10回入学式(平成10年度) 理数科160名 国際英語科160名 計320名
8月20日 セミナーハウス 学習室空調設備竣工

9月12･13日 第3回･創立10周年記念球陽祭
統一テーマ｢ＥｎｄｌｅｓｓＪｏｕｒｎｅｙ～自分自身を探して～｣

10月 9日 創立10周年記念講演会 於:沖縄市民会館
テーマ:｢未見の我｣ 講師:東海大学教育学研究所副所長 秋山 仁先生



平成11年 3月 1日 第8回卒業式(理数科160名 国際英語科150名 計310名)
3月27日 十周年記念式典
4月 1日 第５代校長 上江洲公志 就任
4月 7日 第11回入学式(平成11年度) 理数科160名 国際英語科160名 計320名

平成12年 3月 1日 第9回卒業式(理数科157名 国際英語科159名 計316名)
3月11日 海外交流プログラム(オーストラリア研修)国際英語科22名出発
4月 7日 第12回入学式(平成12年度)理数科160名 国際英語科160名 計320名

平成13年 3月 1日 第10回卒業式 (理数科160名、国際英語科147名 合計307名）
4月 1日 第６代校長 上門清春 就任
4月 7日 第13回入学式（平成13年度）理数科160名 国際英語科160名 合計320名

9月 9･10日 第4回球陽祭 統一テーマ｢刻｣

平成14年 3月 1日 第11回卒業式(理数科159名 国際英語科157名 計316名)
4月 8日 第14回入学式(平成14年度) 理数科160名 国際英語科160名 合計320名

平成15年 3月 1日 第12回卒業式(理数科161名 国際英語科165名 計326名)
4月 7日 第15回入学式(平成15年度) 理数科160名 国際英語科160名 計320名
4月21日 平成15年度内閣総理大臣オーストラリア科学奨学生決定 菊池彩(3年)
9月14日 創立15周年記念第1回体育祭 統一テーマ「ＷＡ」

10月10日 球陽プロジェクト(総合学習)実施 東京243名、県内75名参加 13日まで

平成16年 3月 1日 第13回卒業式(理数科155名 国際英語科155名 計310名)
4月 7日 第16回入学式(平成16年度) 理数科160名 国際英語科160名 計320名
9月11日 第5回球陽祭 テーマ｢∞無限に広がる可能性､何よりも大きな愛･友情｣～12日

11月 8日 球陽プロジェクト実施 県内37名、県外279名参加 12日まで

平成17年 2月 1日 県教育委員会指定研究｢球陽プロジェクト｣中間報告会実施
3月 1日 第14回卒業式 （理数科161名 国際英語科157名 計318名）
4月 1日 第７代校長 金武正八郎 就任
4月 7日 第17回入学式（平成17年度）理数科161名 国際英語科158名 合計319名
6月22日 第1回Ｑリンピック開催
7月27日 平成17年度国費及び県費留学決定

兼次裕野（3年）スウェーデン 喜屋武あや乃（3年）
10月 3日 2005年度「Ｕ-20ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ」主催：情報化月間推進会議・経産省等

最優秀賞（経済産業大臣賞）「 」携帯電話によるｸﾞﾗﾌ作成IpenGraph
石田智也（3年）比嘉慎吾（3年）赤嶺一樹（3年）

11月14日 第24日全九州珠算選手権大会
個人総合優勝（高校・大学・一般の部）和宇慶朝士（1年）

12月21日 球陽ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ全体発表会
平成16・17年「総合的な学習の時間」研究指定校本発表会

平成18年 2月11日 沖縄県青少年科学作品展
県知事賞 照屋清之介（2年）「干潟に於ける貝類の研究」

3月 1日 第15回 卒業式 （理数科158名 国際英語科161名 合計319名）
4月 7日 第18回入学式（平成18年度）理数科159名 国際英語科160名 合計319名
6月22日 校内陸上競技大会（北谷陸上競技場）
9月 9日 第６回球陽祭（～10日）テーマ｢『煌』～一瞬間、君に見せたい夏がある」
9月28日 １学年球陽プロジェクト 琉大訪問及び宿泊研修会実施

10月27日 第53回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール
最優秀賞 兼次裕野（3年）中央大会派遣決定

11月13日 2学年球陽プロジェクト東京実地研修（～17日）
12月 9日 第2回全九州高等学校英語ディベート大会

優勝 吉田創（2年）與那嶺啓（2年）仲間裕竜（2年）
12月21日 球陽プロジェクト全体発表会

平成19年 3月 1日 第16回卒業式 （理数科160名 国際英語科150名 合計310名）
4月 1日 第８代校長 兼島信雄 就任
4月 9日 第19回入学式（平成19年度）理数科160名 国際英語科160名 合計320名



9月12日 第３回体育祭 テーマ『炎』－「情熱系～太陽の下で熱く燃えろ」
10月13日 ＰＴＡ主催進路講演会 講師 前沖縄県知事 稲嶺恵一 氏

「知事の経験を通して、球陽高校生に伝えたいこと」
11月12日 ２学年球陽プロジェクト 県外実地研修（東京：～11 16）/
12月 6日 第４４回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール

感想文 自由読書 最優秀賞 宮崎 裕生（3年）( )
12月20日 ２学年球陽プロジェクト全体発表会

平成20年 3月 1日 第17回卒業式 （理数科161名 国際英語科159名 計320名）
4月 7日 第20回入学式（平成20年度）理数科147名 国際英語科158名 合計305名
6月21日 第7回球陽祭 （～6 22）テーマ ：「華」～ ～/ Going Our Way

11月15日 創立20周年記念式典・祝賀会
11月19日 ２学年球陽プロジェクト 県外実地研修（東京：～11 22）/
12月16日 創立20周年記念講演会

講師 有馬 朗人 氏（元文部大臣 元東大総長）

平成21年 3月 1日 第18回卒業式 （理数科156名 国際英語科146名 合計302名）
4月 7日 第21回入学式（平成21年度）理数科160名 国際英語科152名 合計312名
6月20日 第８回球陽祭（～21日） テーマ：「 輝 ～ ～ 」We'll be Shining

11月17日 ２学年球陽プロジェクト県外実地研修（東京）（～20日）
12月28日 ２学年球陽プロジェクト全体発表会

平成22年 3月 1日 第19回卒業式（理数科163名 国際英語科169名 計332名）
4月 1日 第９代校長 新垣信雄 就任
4月 7日 第22回入学式（平成22年度）理数科160名 国際英語科160名 合計320名
5月30日 県高等学校総合体育大会

ヨット競技 優勝 有銘兼志（2年）
新体操競技 個人総合１位 松尾恵里（1年）

6月16日 第20回「児童・生徒の平和メッセージ」展
作文部門 最優秀賞 知花かおり（3年）

6月26日 第９回球陽祭（～27日） テーマ：「 瞬 ～ ～ 」It's now or never
9月 5日 県高校秋季陸上大会

100 １位 比嘉七々美（1年） 200 １位 比嘉七々美（1年）M M
9月 7日 校内英語スピーチコンテスト 最優秀賞 平松理沙（2年）
9月12日 第20回島根県雲南市「永井隆平和賞」

最優秀賞 寺迫紗良（2年）「ひめゆりに導かれて」
10月17日 平成22年度全日本通信珠算競技大会

団体総合競技 高等学校の部 一位
諸見里樹（1年） 山入端柚杏（1年） 山入端未有（3年）

10月30日 県高等学校新人体育大会
新体操競技 個人総合１位 松尾恵里（1年）

11月16日 ２学年球陽プロジェクト県外実地研修（東京）（～19日）
11月28日 第62回県民体育大会体操競技大会

新体操 個人総合１位 松尾恵里（1年）

平成23年 2月 6日 第20回ＯＴＶ杯争奪総合体操競技大会
新体操 個人総合１位 松尾恵里（1年）

3月 1日 第20回卒業式（理数科141名 国際英語科149名 計290名）
4月 1日 宮城薫教頭外20名転入
4月 7日 第23回入学式（平成23年度）理数科156名 国際英語科154名 合計310名
4月22日 新入生歓迎球技大会
5月30日 県高等学校総合体育大会

ヨット競技 優勝 有銘 兼志（3年）
新体操競技 個人総合１位 松尾 恵里（2年）
サ ッ カ ー 男子 第３位
陸 上 競 技 女子100Ｍハードル １位 島田 裟彩（2年）

6月10日 第13回全沖縄高等学校スキットコンテスト
最優秀賞 末吉 愛里、兼次 未来（3年）

6月18日 第10回球陽祭（～19日） テーマ：「 笑 ～ It's show time ～ 」
7月24日 第63回沖縄県民大会セーリング競技



シーホッパーＳＲ級 優勝 有銘 兼志（3年）
7月31日 平成23年度全国総合体育大会2011熱戦再来北東北総体新体操競技出場

松尾 恵里（2年）
9月13日 第40回沖縄県高等学校音楽コンテスト

ピアノの部 金賞 伊波 さくら（3年）
弦楽器の部 金賞 大城 聖美（2年）
優秀伴奏者賞 比嘉 亮平（3年）

9月16日 県高等学校新人体育大会
陸 上 競 技 女子100Ｍハードル １位 島田 裟彩（2年）

9月22日 校内陸上競技大会 北谷陸上競技場
9月22日 第35回沖縄県高等学校総合文化祭弁論部門

最優秀賞 上間 次己（3年）「祖父の遺言」
9月24日 第４回英語スペリングバトルコンテスト

２位 池原 光（1年）宮城 （2年） 甲斐（3年）アンナ メイ ハーフォード
10月 7日 第46回沖縄県高等学校英語弁論大会 優良賞 宮里 春菜（3年）
10月21日 総合防災避難訓練
10月22日 ＰＴＡ主催進路講演会

講師 村上 英一 氏
「沖縄から世界一を目指す～自分を知ることから自信ができる～」

10月23日 第35回沖縄県高等学校総合文化祭科学部門
(兼第51回沖縄県生徒科学賞作品展)
最優秀賞及び読売新聞社賞

仲門 菜月（2年） 伊波 亮哉（2年） 前田 誉志生（2年）
兼本 詩織（2年）

「津波に対する珊瑚礁の堤防効果に関する研究」
野外実習賞 東恩納 ノア（2年）

10月29日 県高等学校新人体育大会
10月31日 第59回全琉小・中・高校図画・作文・書道コンクール

書道の部 最優秀賞 仲松 美涼（1年）
優秀賞 飯島 花奈(1年) 糸数 基樹(1年) 大宮 夏海(1年)

城間 愛里(1年) 桃原 星羅(1年) 飯島 沙和(3年)
作文の部 散文 最優秀賞 寺迫 紗良（3年）

11月 4日 心の健康講演会 講師 KEEP HOPE ALIVE 代表取締役 山口 功太郎 氏
『上手くいく心の使い方』

11月 4日 １学年合唱コンクール
11月 6日 平成23年度 第30回全九州珠算選手権大会

団体総合競技 高校一般の部 優勝
山入端 柚杏（2年） 平良 美希絵（1年） 諸見里 樹（2年）

11月 6日 朝日大学第27回高等学校英語弁論大会
瑞穂市長賞 幸喜 なみ(1年)

11月 8日 第35回沖縄県高等学校総合文化祭放送部門
アナウンスの部 優良賞 大見謝 華奈子（1年）

11月11日 第61回九州高等学校弁論大会(佐賀大会)
優秀賞 上間 次己（3年）「祖父の遺言」

11月15日 ２学年球陽プロジェクト県外実地研修（東京）（～18日）
11月16日 平成23年度「税に関する高校生の作文」

沖縄国税事務所長賞 加納 勇希（1年）「税の役割」
税理士会会長賞 小谷 真帆（1年）「税について」

11月26日 第６回文字・活字文化大賞意見文・小論文コンクール
小論文の部 県知事賞（優秀賞） 城間 彩花（2年）「働く意味」

11月27日 第63回県民体育大会体操競技大会
新体操 個人総合１位 松尾 恵里（2年）

12月16日 ２学年球陽プロジェクト全体発表会
12月17日 第13回沖縄県高等学校英語ホームページコンテスト

優秀賞 仲本 万理恵（2年） 前川 未来（2年）
12月24日 第55回日本学生科学賞

入選３等 仲門 菜月（2年） 伊波 亮哉（2年） 前田 誉志生（2年）
兼本 詩織（2年）
「津波に対する珊瑚礁の堤防効果に関する研究」



平成24年 1月28日 第21回ＯＴＶ杯争奪総合体操競技大会
新体操 個人総合１位 松尾 恵里（2年）

2月 5日 平成23年度九州高等学校理科研究発表大会
優秀賞 仲門 菜月（2年） 伊波 亮哉（2年） 兼本 詩織（2年）

「津波に対する珊瑚礁の堤防効果に関する研究Ⅱ」
2月11日 第34回沖縄青少年科学作品展

沖縄県知事賞 仲門 菜月（2年） 伊波 亮哉（2年） 兼本 詩織(2年)
「津波に対する珊瑚礁の堤防効果に関する研究Ⅱ」

3月 1日 第21回卒業式（理数科157名 国際英語科148名 計305名）
3月 4日 イギリス研修出発（国際英語科希望者20名 ～19日）

( )3月31日 進路決定状況 国公立大学 156名 現役114名, 卒42名
( )私立大学 135名 現役106名, 卒29名
( )大学校 4名 現役 3名, 卒 1名
( )短大部･専門学校等 35名 現役 28名, 卒 7名

4月 1日 大城進校長他20名転入
4月 9日 第24回入学式（平成24年度）理数科160名 国際英語科161名 合計321名
4月23日 １学年宿泊研修会（糸満青少年の家 ～24日）
4月24日 ２・３学年遠足
4月27日 新入生歓迎球技大会
6月 2日 県高等学校総合体育大会
7月 7日 第23回伊藤園おーいお茶新俳句大賞

都道府県賞 仲村 颯悟（2年）
7月14日 第４回体育祭 沖縄市陸上競技場

テーマ ： 「 爽cool！！ 弾 段 団sing 」
ホツプ ステツプ ダンシング

7月20日 校内弁論大会 最優秀賞 花城 日向子（3年）
8月10日 平成24年度全国総合体育大会2012北信越かがやき総体 新体操競技出場

松尾 恵里（3年）
8月11日 第36回全国高等学校総合文化祭自然科学部門（富山大会）

文化連盟賞 仲門 菜月（2年） 伊波 亮哉（2年） 兼本 詩織(2年)
「津波に対する珊瑚礁の堤防効果に関する研究Ⅱ」

9月 7日 校内英語スピーチコンテスト
9月12日 第41回沖縄県高等学校音楽コンテスト

音楽部門 ヴァイオリン独奏 金賞 大城 聖美（3年）
10月 5日 第47回全沖縄高等学校英語弁論大会

最優秀賞 ウォーリー ルーク（1年）「 」Child Soldier
10月 6日 ＰＴＡ主催進路講演会

講師 新城 俊昭 氏
「復帰40周年 ～沖縄から見える歴史風景～」

10月20日 第36回沖縄県高等学校総合文化祭科学部門
(兼第52回沖縄県生徒科学賞作品展)
優秀賞

金城 侑那（1年） 松田 留佳（1年） 小橋川 南（1年）
「2012年 台風15号と台風16号に関する研究」

優良賞
松田 留佳（1年） 金城 侑那（1年） 小橋川 南（1年）

「海岸地形と津波による溢水量の関係に関する研究」
学校賞

10月26日 １学年合唱コンクール
10月29日 第60回全琉小・中・高校図画・作文・書道コンクール

書道の部 最優秀賞 城間 愛里（2年）
優秀賞 平良 茜(1年) 桃原 星羅(2年)

大宮 夏海(2年)
( ) ( )優良賞 比屋根り子 1年 新里ありさ 1年
( ) ( )山内友梨恵 1年 飯島 花奈 2年

散文の部 最優秀賞 城間 彩花(3年)
創作文 優秀賞 与那覇美紀(3年) 安次富幹人(3年)

( ) ( )前川 未来 3年 浜比嘉 豊 3年
11月 3日 県高等学校新人体育大会

新体操競技 個人総合２位 冨名腰 真子（1年）
柔 道 競 技 男子団体 ３位



個人73㎏級 ３位 宜保 諒
陸 上 競 技 男子400Ｍ ３位 知花 竜樹（2年）

11月13日 ２学年球陽プロジェクト県外実地研修（東京）（～16日）
11月17日 第22回九州地区高等学校英語スピーチコンテスト

最優秀賞 ウォーリー ルーク（1年）「 」Child Soldier
11月22日 心の健康講演会 ドキュメンタリー映画「うまれる」
11月22日 第７回「科学の芽」賞（筑波大学主催）

努力賞
仲門 菜月（3年） 伊波 亮哉（3年） 兼本 詩織(3年)

「津波に対する珊瑚礁の堤防効果に関する研究Ⅱ」
11月25日 第64回県民体育大会体操競技大会

新体操 個人総合２位 冨名腰 真子（1年）
12月 1日 沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学主催

第24回高校生英語弁論大会 ２位 比嘉 萌子(2年)
12月18日 ２学年球陽プロジェクト全体発表会
12月21日 総合防災避難訓練

平成25年 1月24日 沖縄県高等学校文化連盟 活動賞 ウォーリー ルーク（1年）
2月 5日 第51回全沖縄児童生徒書き初め展

金賞 城間 愛里（2年）
銀賞 平良 茜（1年） 山内 友梨恵（1年）

大宮 夏海（2年） 飯島 花奈（2年）
銅賞 盛島 若奈（1年） 仲松 美涼（2年）

小渡 彩夏（3年）
2月10日 第６回全国高等学校英語スピーチコンテスト出場

ウォーリー ルーク（1年）
平成23年度九州高等学校理科研究発表大会

優良賞 松田 留佳（1年） 金城侑那（1年） 小橋川 南（1年）
「台風の風速に関する研究－同じ気圧傾度でなぜ風速が異なるのか－」

優良賞 松田 留佳（1年） 金城 侑那（1年） 小橋川 南（1年）
「海岸地形と津波による溢水量の関係に関する研究」

2月23日 第35回沖縄青少年科学作品展
沖縄県教育長賞 松田 留佳(1年) 金城侑那(1年) 小橋川 南(1年)
「台風の風速に関する研究－同じ気圧傾度でなぜ風速が異なるのか－」

3月 1日 第22回卒業式（理数科158名 国際英語科156名 計314名）
3月12日 平成25年度スーパーサイエンスハイスクール指定校内定

( )3月31日 進路決定状況 国公立大学 180名 現役144名, 卒36名
( )私立大学 201名 現役157名, 卒44名
( )大学校 3名 現役 1名, 卒 2名
( )短大部･専門学校等 23名 現役 23名, 卒 0名

4月 1日 上間均教頭他18名転入
4月 8日 第25回入学式（平成25年度）理数科160名 国際英語科160名 合計320名
4月18日 １学年宿泊研修会（糸満青少年の家 ～19日）
4月19日 ２・３学年遠足(２年生アラハビーチ、３年生サンセットビーチ)
4月26日 新入生歓迎球技大会
6月 1日 県高等学校総合体育大会

新体操競技 個人総合 １位 冨名腰 真子（2年）
陸 上 競 技 男子400Ｍ ３位 知 花 竜樹（3年）

6月14日 第15回全沖縄高等学校スキットコンテスト
最優秀賞 松島せりな、金城圭介（3年）

第１回県高校生郷土芸能ソロコンテスト
三線部門 県高文連会長賞 内間 安亨（3年）

金賞 町田 倫人（2年）
舞踊部門 銅賞 喜納 菜妃（1年）

銅賞 宮城 一華（3年）
6月15日 創立25周年記念 第11回球陽祭（～16日）

テーマ：「「 We」 ～ I が集まってもっと大きな愛がここに ～ 」
7月19日 校内弁論大会 最優秀賞 大見謝 華奈子（3年）

『今「伝え」たい、「伝える」ことを』
7月23日 第53回沖縄県吹奏楽コンクール Ａパート 銀賞
8月 3日 平成25年度全国総合体育大会2013未来をつなぐ北部九州総体 新体操競技出場



冨名腰 真子（2年）
8月 9日 第９回南九州地区吹奏楽コンテスト 優秀賞
9月 5日 校内英語スピーチコンテスト

最優秀賞 幸喜 なみ（3年）「 」The Conrageous Step
9月11日 第42回沖縄県高等学校音楽コンテスト

音楽部門 ピアノ独奏 銀賞 米田 佳奈（2年）
フルート独奏 銀賞 辺土名里穂（1年）
ホルン独奏 銀賞 田場真美子（2年）
ヴィブラフォン独奏 銀賞 宮里 空（1年）

アンサンブル部門 ヴォーカルアンサンブル 金賞
リコーダーアンサンブル 金賞

9月14日 第21回校内陸上競技大会 宜野湾市営グランド
9月28日 第１回球陽高校同窓会 本校体育館

10月27日 第５回坊っちゃん科学賞コンテスト
優良賞 松田 留佳（2年） 金城侑那（2年） 小橋川 南（2年）
「台風の風速に関する研究－同じ気圧傾度でなぜ風速が異なるのか－」

9月 5日 校内英語スピーチコンテスト
最優秀賞 幸喜 なみ（3年）「 」The Conrageous Step

10月11日 第48回全沖縄高等学校英語弁論大会
優秀賞 幸喜 なみ（3年）「 」The Conrageous Step

10月19日 第37回沖縄県高等学校総合文化祭科学部門
(兼第53回沖縄県生徒科学賞作品展)
最優秀賞及び読売新聞社賞

松田 留佳（2年） 金城侑那（3年） 小橋川 南（2年）
「台風中の積乱雲が風速に及ぼす影響」

10月16日 芸術鑑賞 組踊「執心鐘入」 沖縄市民会館
10月22日 理科野外実習 ２年理数科
10月23日 理科野外実習 ２年国英科
10月25日 心の健康講演会 講師 本校薬剤師 神里 まり子 氏

「薬物について ～脱法ハーブ・喫煙の害について～」
10月28日 第61回全琉小・中・高校図画・作文・書道コンクール

( ) ( ) ( )書道の部 優良賞 山内友梨恵 2年 平良 茜 2年 大宮夏海 3年
( )城間愛里 3年

( )創作文 優秀賞 大河原 雛 3年
( )優良賞 伊佐知弥子 3年

11月 2日 県高等学校新人体育大会
新体操競技 個人総合１位 冨名腰 真子（2年）

11月 5日 創立25周年・ＳＳＨ指定 記念講演会
講師 ＮＥＣ宇宙システム事業部 プロジェクト推進部

プロジェクトディレクター 萩野 慎二 氏
演題 「小惑星探査機『はやぶさ』未踏課題へ挑戦

～ 社会の一翼を担う球陽高校生へのメッセージ ～」
11月12日 ２学年球陽プロジェクト県外実地研修（東京）（～15日）
11月15日 第14回１学年合唱コンクール

平成25年度「税に関する高校生の作文」
税理士会会長賞 野原 裕生（2年）「高校生になって考えたこと」
沖縄税務署長賞 伊禮 加奈子（2年）「国民の三大義務」

11月20日 第３回沖縄科学グランプリ
クリップモーターカーレース 第１位
筆記競技生物部門 第１位

11月25日 創立25周年記念生徒の集い
12月 7日 沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学主催

第25回高校生英語弁論大会 ３位 比嘉 萌子(3年)
12月 9日 第12回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞

優秀賞 松田 留佳（2年） 金城侑那（2年） 小橋川 南（2年）
「台風の風速に関する研究－同じ気圧傾度でなぜ風速が異なるのか－」

12月24日 ２学年球陽プロジェクト全体発表会
平成26年 1月11日 平成25年度沖縄県高等学校野球連盟優秀野球部員 山城 慶志郎(3年)

( )1月22日 第６回地学オリンピック予選合格 大城 遥一 3年
2月 2日 第39回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト



ホルン独奏 金賞 田場 真美子(2年)
2月 8日 第36回沖縄青少年科学作品展

沖縄電力社長賞 松田 留佳(2年) 金城侑那(2年) 小橋川 南(2年)
「台風の積乱雲が風速に及ぼす影響 －暴風のメカニズムを探れ！－」

( )入選 識名 和生 1年
「沖縄の野生ラン ダイサギソウの研究 ⅣPart

－手軽にできる播種実験と沖縄の土壌別発芽実験－」
2月 9日 九州高等学校生徒理科研究発表大会

地学部門 優秀賞 地球科学部
ポスター発表 優良賞 地球科学部

2月16日 第52回全沖縄児童生徒書き初め展
金賞 小渡 千香子（1年）
銀賞 喜納 彩(1年)
銅賞 上原 偲乃(1年) 宜保 美南実(1年) 濱里 都乃(1年)

盛島 明香(1年) 山里 侑子(1年) 村 亨乃輔(1年)
平良 茜(2年) 城間 愛里(3年) 仲松 美涼(3年)

第44回沖縄県高校新人ダブルスバドミントン選手権大会
( ) ( )３位 松尾 馨 2年 普久原 朝樹 2年

2月25日 国公立大学個別学力試験
3月 1日 第23回卒業式（理数科155名 国際英語科144名 合計299名）

( )3月31日 進路決定状況 国公立大学 155名 現役120名, 卒35名
( )私立大学 152名 現役129名, 卒23名
( )大学校 1名 現役 1名, 卒 0名

( )短大部･専門学校等 29名 現役 23名, 卒 6名
4月 1日 第11代川満健校長就任 他職員12名転入
4月 7日 第26回入学式（平成26年度）理数科160名 国際英語科160名 合計320名
4月28日 総合防災避難訓練
5月 1日 新入生歓迎球技大会
5月 2日 1学年宿泊研修会 糸満青少年の家 3日）( ~


