
伊江中学校 沿革
1948年４月１日 6・3・3の学制改革により新制中等学校

として設置

初代校長 大城盛保 就任

４月８日 伊江中等学校開校式

９月30日 第２代校長 真島 長 就任

1950年８月31日 第３代校長 喜納正明 就任

1952年４月１日 琉球政府創立

校名を伊江中学校と改称

1953年６月１日 第４代校長 玉木健助 就任

1954年１月14日 全沖中学校お話大会で大城梅成優勝

1955年９月18日 全沖中学校珠算競技大会で知念千恵

子優勝、団体3位

1957年９月29日 全沖珠算競技大会で団体優勝

３月２日 創立10周年記念式典

1958年6月１日 第５代校長 新垣宜章 就任

1959年２月３日 パン給食始まる

1963年７月１５日 第６代校長 知花高信 就任

1967年４月１日 第７代校長 島袋善恒 就任

1969年10月29日 地区中体連陸上大会総合優勝

1970年４月１日 第８代校長 玉木健助 就任

1972年10月6日 体育館竣工

昭和48年４月１日 第９代校長 喜納政明 就任

昭和49年４月１日 第10代校長 運天政弘 就任

１月20日 学校体育優良校として表彰

昭和51年11月23日 第一回九州への修学旅行

昭和52年４月１日 第11代校長 高良明信 就任

昭和54年４月１日 第12代校長 浦崎康哲 就任

昭和56年８月４日 全沖中学校吹奏楽コンクール金賞

昭和57年４月１日 第13代校長 具志堅興徳 就任

昭和57年７月25日 県中体連夏季総体陸上総合優勝

昭和58年11月11日 優良PTA文部大臣賞

昭和６０年４月１日 第14代校長 金城秀樹 就任

６月29日 県ストーリーコンテスト喜屋武めぐみ2位

７月28日 県中体連総合体育大会相撲団体優勝

昭和61年４月１日 第15代校長 宮城喜慶 就任

５月３日 OTV杯相撲大会団体優勝

昭和63年４月１日 第16代校長 大嶺淳雄 就任

6月20日 地区中体連夏季総体男子バレー優勝

平成元年５月３日 OTV杯中学校相撲大会団体優勝

平成２年６月１日 体育館落成記念式典

５月27日 県陸上競技選手権大会

110MH1位 東江寛

６月10日 県中学校相撲大会団体優勝

平成３年４月１日 第17代校長 永山寛雄 就任

５月18日 県中学校相撲大会団体優勝

平成４年８月７日 九州中学校相撲大会、団体3位

９月11日 島袋俊一先生胸像除幕式

平成５年５月11日 新報北部地区バレーボール大会男子優勝

平成６年４月１日 第18代校長 宮城 勤 就任

平成９年４月1日 第19代校長 小浜秀勝 就任

７月15日 県社協標語最優秀賞・大城あずさ

８月７日 第25回全九州中学校相撲競技大会団

体、準優勝

８月25日 第27回全国中学校相撲選手権大会－

ベスト8（西江､知念､西江､並里､棚原）

平成11年２月21日 全沖縄児童生徒書き初め展2年連続

「学校賞」受賞

８月25日 相撲ベスト全国8

２月19日 琉球新報主催書初展3年連続学校賞

２月20日 創立50周年記念式典・祝賀会

平成12年４月１日 第20代校長 平良昌義 就任

８月６日 都道府県対抗相撲大会ベスト8入賞

８月８日 九州中学校相撲大会 個人・団体優勝

平成13年１月30日 琴椿杯相撲大会 ・個人優勝 大城亮

３月16日 第53回卒業式 (84名)

４月７日 平成13年度入学式（80名入学）

５月３日 OTV杯相撲大会団体優勝(大会５連

覇)､個人３位名嘉元幹夫

５月27日 第12回沖縄県相撲大会団体優勝・個

人２位、名嘉元幹夫 ３位長嶺裕太郎

27日 北部地区バレーボール新報杯男子準優勝

７月23日 県中体連相撲団体優勝(玉城歩､名嘉

元幹夫､長嶺裕太郎)､低学年の部優勝

平成14年１月５日 第48回全国新春書道展特選 大城静

玉城由衣、大城信、知念一正

３月11日 第54回卒業式(90名)

平成14年４月１日 第21代校長 宮城 孝雄 就任

４月８日 始業式・入学式(78名入学)

５月19日 第13回県中学校相撲選手権大会

団体優勝

10月13日 第29回国頭地区陸上競技大会

男子優勝 総合3位

平成15年１月15日 第49回全国少年新春書道展

特選 知念一正

３月13日 第55回卒業式（87名）

４月７日 平成15年度入学式(75名入学)

７月24日 県中体連総体相撲 優勝

10月12臼 国頭地区中体連陸上競技大会男子2位

11月12日 国頭地区意見発表会最優秀賞



浦崎祐樹（県大会出場）

12月６日 国頭地区新人野球大会 優勝

平成16年１月６日 第50回全国少年新春書道展

特選 友寄絵利香

１月17日 国頭地区新人相撲大会 優勝

２月９日 第42回全沖縄書き初め展学校賞受賞

３月13日 第56回卒業式（81名卒業）

４月７日 平成16年度入学式（66名入学）

６月24日 沖縄平和メッセージ展

作文優秀賞 松崎友里

10月10日 第31回国頭地区陸上競技大会男子優勝

平成17年１月６日 第51回全国少年新春書道展

特選・西江真央 伊良波きらら

１月15日 国頭地区新人相撲大会 優勝

３月12日 第57回卒業式（76名卒業）

平成17年４月１日 第22代校長 仲村清光 就任

４月７日 平成17年度入学式（83名入学）

７月10日 県児童生徒の平和メッセージ詩部門

優良賞 ２年伊良波きらら

７月２３日 中体連県大会 相撲団体優勝

７月23日 県吹奏楽コンクール 銀賞

10月１日 国頭地区陸上競技大会男子準優勝

10月15日 第47回県中学校陸上競技大会県中体

連表彰 優秀校賞

10月31日 琉球新報杯相撲大会 団体優勝

12月12日 離島フェア2005絵画コンクール

優秀賞：西江真央

平成18年1月６日 第52回全国少年新春書道展 特選：

長嶺丹菜 準特選：崎浜綾香

1月15日 地区新人相撲大会

団体優勝：伊江中Ａ ２位：伊江中Ｂ

２月26日 第９回春季バレーボール大会女子優勝

３月11日 第58回卒業式（卒業生72名）

４月１日 成田山全国競書大会

秀作金剛賞 西江 凜

平成18年４月７日 平成18年度入学式（59名入学）

６月12日 国頭地区中体連女子バレー部準優勝

７月１日 沖縄タイムス琉舞部門新人賞受賞

並里友紀、内間可南子

８月12日 九州中学校相撲競技大会団体ベスト８

12日 全国中学校相撲競技大会出場

10月７日 地区陸上競技大会 総合優勝

男子優勝 女子３位

10月29日 第23回琉球新報杯小・中相撲大会

団体準優勝

１１月４日 国頭地区意見発表会 最優秀賞

小橋川建、山城江里花（地区代表）

12月４日 第26回中学生人権作文コンテスト

県教育長賞 内間琴乃

12月８日 沖縄県意見発表会

優秀賞 小橋川建、山城江里花

12月27日 第53回全沖縄学校音楽発表会

３年合唱「青葉の歌」中学校部門代

平成19年１月９日 第53回全国少年新春書道展

特選：西江 凜

１月13日 新春学級合唱祭 ２年２組「空駆ける天

馬」ハートフルクラス賞受賞

１月28日 全琉音楽祭 ３学年合唱「青葉の歌」

対馬丸平和賞受賞

２月11日 第１回ＳＹＤボランティア特別賞受賞２年

２月25日 第14回海邦銀行杯野球大会

国頭地区予選 優勝

３月10日 第59回卒業式（卒業生65名）

第14回海邦銀行杯野球大会 県３位

４月１日 第23回成田山全国競書大会

特別月輪賞 西江 凜、渡久地桃香

秀作金剛賞 喜屋武あかり、山城文花

金城夏美 金城 櫻、山城金太郎

４月９日 平成19年度入学式

新入生 男子42女子32 計74名

６月９日 第34回夏季中体連大会

女子バレー部 ３位

第29回「全日本中学生水の作文コンク

ール」地方審査 優秀賞 渡久地杏奈

７月21日 第49回県沖縄県相撲競技大会

団体の部 準優勝

８月４日 本部防犯野球 優勝

８月11日 第３５回九州中学校相撲競技大会出場

８月20日 地区新人野球大会：準優勝

８月24日 国頭地区中学校ゴルフ大会 団体３位

９月25日 龍賓学生展 推薦賞：西江凜、

特選：渡久地桃香、喜屋武あかり第

44回北部読書感想文感想画コンクール

・感想画 優秀賞：野村結

・感想文 優秀賞：知念紫織

10月７日 地区陸上競技大会 総合優勝

10月26日 国頭地区童話・お話・意見発表会

・男子最優秀賞：儀間壮識

・女子優秀賞：名城英香

第55回全琉図画･作文･書道コンクール

書道１年 優秀賞：渡久地桃香

平成20年１月７日 第14回地区中学校新人相撲競技大会

・団体：優勝

１月24日 仲井眞知事来校 交流給食

１月26日 地区新人バスケ大会 男子：準優勝

２月15日 第８回龍賓沖縄児童生徒展

・龍賓沖縄会長賞 喜屋武あかり

渡久地桃香

３月11日 卒業式 (卒業生80名）



平成20年４月１日 第23代校長 宮城孝雄 就任

第24回成田山全国競書大会

特別月輪賞 内間絵里花

秀作金剛賞 渡久地杏奈、石新恵、

渡久地桃香、万寿望麗愛、

島田亜希乃、

４月７日 平成20年度入学式・

新入生 男子31女子30 計61名

８月7日 九州相撲大会 ベスト８

18日 国頭地区中学校ゴルフ大会 団体３位

10月１８日 第50回県中学校陸上競技大会(県総

合)国頭チーム優勝

20日 第25回琉球新報杯相撲大会 団体３位

11月4日 第28回人権作文コンテスト

・最優秀賞 知念 舞「神様の贈りもの」

・優秀賞 宮里明衣子「私は味方だよ」

５日 校舎引越

12月19日 新校舎建築地鎮祭 校舎建築開始

平成21年１月６日 第55回全国少年新春書道展（明治神宮）

・入選 石新 恵、渡久地桃香

万寿望麗愛、山城金太郎

２月８日 第47回全沖縄児童生徒書き初め展

金賞 島田亜希乃

３月５日 英検２級合格 宮里明衣子

12日 第61回卒業式 (卒業生58名）

３１日 「沖縄こども環境調査隊」 知念栞奈

海外調査（インドネシア）

４月１日 第25回成田山全国競書大会

特別月輪賞 島田亜希乃、知念将利

秀作金剛賞 渡久地杏奈、野村優奈

山城金太郎、知念美来、金城櫻

金城麟

７日 平成21年度入学式・

新入生 男子28女子27 計55名

５月３日 ＯＴＶ杯相撲大会（団体の部 ２位）

６月２０日 国頭地区中体連野球部準優勝

６月２１日 第１９回地区吹奏楽コンクール銀賞

７月１９日 第２９回夏季陸上競技大会：男子１位

（九州大会出場５名）

８月１日 第３１回「全日本中学生水の作文コンク

ール」地方審査 優秀賞 渡久地桃香

８日 九州中学校陸上競技大会出場

９日 第２０回都道府県対抗相撲大会出場

１９日 国頭地区中学校ゴルフ大会 団体３位

９月１３日 第62回運動会

１０月３日 第３６回地区陸上競技大会 総合３位

男子優勝 女子５位

１４日 新校舎入舎セレモニー

１５日 新校舎引越

１７日 第５１回県中学校陸上競技大会

国頭チーム優勝、学校対抗男子優勝

２２日 第４１回ジュニアオリンピック出場（横浜）

１１月４日 第９回龍賓学生展 推薦賞：野村優奈

特選：渡久地桃香

１２日 第２９回人権作文コンテスト

・最優秀賞：知念真貴「ともに生きる」

２２日 新校舎落成記念式典・祝賀会・記念コ

ンサート（長良シンフォニック・宮良多鶴子）

２５日 公的年金書写、標語コンクール

・最優秀賞：志良堂貴絵

１２月５日 第４６回全沖縄読書感想画コンクール

・感想画 優良賞：諸喜田愛乃

第57回全琉図画･作文･書道コンクール

・書道 優秀賞：喜屋武ひかる

２６日 第55回全沖縄学校音楽発表会

３年合唱「ＣＯＳＭＯＳ」

１月６日 第5７回全国少年新春書道展

（明治神宮）特選：大城 涼

１６日 第２９回新春学級合唱祭

１年１組：ハートフルクラス賞受賞

地区新人相撲大会団体優勝：伊江中

・個人優勝：長嶺翼 ３位：山城悠吾

２８日 第４８回全沖縄児童生徒書き初め展

銀賞 大城涼、島田亜希乃

石新恵、崎浜日菜子

３月１２日 第６２回卒業式 (卒業生７４名）

平成22年４月１日 第24代校長 前田 孝実 就任

第26回成田山全国競書大会

特別月輪賞 萬壽望麗愛、内間和花子

秀作金剛賞 島田亜希乃、内間咲也子、

大城涼、翁長未帆、知念将利

４月７日 平成22年度入学式

新入生 男子30女子21 計51名

５月３日 第32回ＯＴＶ杯相撲大会

・団体の部優勝 Ａチーム

・個人の部3位（山城悠吾）

７月19日 第２０回県中学校相撲選手権大会

・団体優勝、個人3位（長嶺翼）

第30回県夏季陸上総合2位

・共通棒高跳び1位：内間未羅之

・共通１１０ｍH１位：富田忠希

・共通砲丸投げ２位：石新恵

２４日 県中学校総合体育大会（相撲）

・団体優勝、個人3位（長嶺翼）

８月7日 九州中学校陸上競技大会

・共通棒高跳び1位：内間未羅之

１５日 第３０回北部地区新人野球大会準優勝

１８日 第７回国頭地区中学校ゴルフ大会

・男子個人優勝：新城北斗

１９日 第４０回全国中学校相撲選手権大会

・団体ベスト３２

２８日 第４１回全沖縄ジュニア陸上競技大会

・少年A１１０ｍH１位：富田忠希

・少年B走幅跳１位：島袋大和

・少年B砲丸投１位：渡久地未波

１１月1１日 第３０回全国人権作文コンテスト県大会

・優秀賞：山城康平「祖母との関わり」



26日 第５８回全琉図画作文書道コンクール

・書道の部優秀賞：金城麟、大城涼

29日 第57回全国少年新春書道展（明治神宮）

・特選 知念美来、内間和花子

1２月４日 第47回北部感想文感想画コンクール

・感想文優秀賞：渡久地美奈、内間宥奈

・感想画優秀賞：志良堂貴絵

26日 第５回全国小中学生ゴルフ伊江島大会

・団体の部３位：新城北斗、金城沙希

27日 第5７回全沖縄学校音楽発表会

・３年合唱「翔る川よ」

平成23年1月15日 地区新人相撲大会団体優勝：伊江中

・個人２年優勝：島袋玄吉

第３０回新春全沖縄学級合唱祭

・２年２組：グッドハーモニー賞受賞

2月2日 第４９回全沖縄児童生徒書き初め展

・学校賞受賞 最優秀賞：知念美来

・金賞：島田亜希乃

1３日 琴椿杯第22回県相撲選手権大会

・個人3位：島袋玄吉

３月１１日 第６３回卒業式 (卒業生６３名）

4月2日 第27回成田山全国競書大会

特別月輪賞 内間和花子

秀作金剛賞 大城涼 知念将利

内間咲也子 島田天礼沙

崎浜まりも 内間凜

4月7日 平成23年度入学式

新入生 男子19 女子17 計36名

4月29日 第14回ゆがふいんおきなわ杯争奪国頭

地区野球大会優勝

5月5日 九州ジュニアゴルフ選手権沖縄地区予

選 3位：金城沙希

5月8日 第62回沖縄陸上競技選手権大会

・少年Ｂ男子走幅跳 1位：島袋大和

・少年Ｂ女子ジャベリックスロー

1位：渡久地未波

3位：金城麟

5月22日 第33回県陸上中学校選手権大会

・男子2・3年走幅跳 1位：島袋大和

・男子2・3年三段跳 1位：島袋大和

・男子2・3年110mH 2位：島袋大和

・男子2・3年棒高跳 2位：石新航洋

・女子2・3年砲丸投 1位：金城麟

・女子2・3年円盤投

2位：渡久地未波 3位：金城麟

・女子2・3年ジャベリックスロー

3位：渡久地未波

6月18日 全中都道府県相撲大会2次予選

・島袋玄吉 3位

6月19日 第64回運動会

7月2日 第57回全日本中学校通信陸上

・共通男子走幅跳 2位：島袋大和

・共通男子棒高跳 3位：石新航洋

・共通女子円盤投 2位：渡久地未波

・共通女子円盤投 1位：金城麟

7月17日 第31回県中学校夏季陸上競技大会

・男子 優勝 総合3位

・共通男子400mR 1位

（宮里 知念 大城 島袋）

・共通男子棒高跳 2位：石新航洋

・共通男子走幅跳 2位：島袋大和

・共通男子三段跳 3位：島袋大和

・共通女子砲丸投 1位：金城麟

7月23日 第53回県中学校相撲大会

・団体2位（島袋 松川 小橋川）

7月31日 本部地区青少年育成野球大会

・準優勝

8月17日 第7回地区中体連ゴルフ大会

・女子の部 優勝：金城沙希

8月19日 第26回地区ソロ・デュエットコンテスト

・ﾌﾙｰﾄ 金賞：儀間莉音

・ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ 金賞：喜納杏里

・ｸﾗﾘﾈｯﾄ 銀賞：儀間聖乃

・ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ 銀賞：知念優李亜

9月1日 第11回龍賓・学生誌上展

・龍賓準大賞：内間咲也子

10月1日 第38回地区中学校陸上競技大会

・男子優勝 女子3位 総合3位

・共通男子400mR 1位 大会新記録

（宮里 知念 大城 島袋）

10月15日 第53回県中学校陸上競技大会

・共通男子100m 3位：知念翔大

・共通男子走幅跳 1位：島袋大和

・共通男子棒高跳 2位：石新航洋

・共通男子400mR 1位

（宮里 知念 大城 島袋）

共通女子砲丸投 2位：金城麟

10月23日 第28回琉球新報杯小・中相撲大会

・団体の部 3位：島袋 島田 松川

12月3日 第48回地区読書感想文・画コンクール

・感想文 自由読書 優秀賞：知念百香

・感想文 課題図書 優秀賞：新城颯太

・感想画 自由図書 優秀賞：内間幸愛

・感想画 指定図書 優秀賞：内間幸愛

12月6日 中学生の「税についての作文」

・県納税貯蓄連合会優秀賞：大城涼

12月10日 第38回地区新人野球大会 優勝

・殊勲賞及び打撃賞1位：山城太誠

12月27日 第58回全沖縄学校音楽発表会

・３学年合唱「COSMOS」

平成24年1月5日 第58回全国少年新春書道展（明治神宮）

・準特選：内間和花子

1月29日 第18回地区新人相撲大会

・団体 準優勝

・個人 優勝：松川和馬 3位：島田雄飛

2月1日 伊江中学校学力向上対策実践発表会

2月5日 第50回全沖縄児童生徒書き初め展

・金賞：大城涼

2月28日 新造船「いえしま」就航記念式典



3月10日 第64回卒業式（卒業生56名）

平成24年4月１日 第25代校長 山入端 きよみ 就任

4月9日 平成24年度入学式

新入生 男子25 女子16 計41名

5月3日 第34回OTV杯全沖縄相撲選手権大会

・団体 準優勝(小橋川・松川・島田)

・個人 準優勝 西江凌

5月19日 第22回県中学校相撲選手権大会

・団体 3位(松川・小橋川・西江)

5月20日 第34回県中学校陸上競技選手権大会

・2･3年女子四種競技２位 金城沙希

6月24日 第58回全国中学校通信陸上競技大会

・男子円盤投 3位 島田雄飛

・女子走高跳 3位 金城沙希

7月1日 第65回運動会

7月14日 第32回県中学校夏季陸上競技大会

・共通女子100mH 3位 金城沙希

7月15日 第54回県中学校相撲競技大会

・団体 3位(西江・松川・小橋川)

・個人 3位 松川和馬

7月23日 歯・口の健康図画・ポスターコンクール

・県歯科医師会長賞 知念百香

8月15日 第9回国頭地区中学校ゴルフ大会

・女子個人優勝 金城沙希

8月19日 第32回北部地区中学校新人野球大会

・優勝

・殊勲賞：松川剛大

・打撃賞１位：小波津隼太

２位：阿波根昌李

8月23日 第27回地区ソロ・デュエットコンテスト

・金賞 西江香音 古堅百花

・銀賞 比嘉さわか 森田えみか

知念百香 村元幸 島袋愛望

9月1日 第43回全沖縄ジュニア陸上競技大会

・男子共通円盤投 ３位 島田雄飛

10月6日 第39回国頭地区中学校陸上競技大会

・男子３位 女子５位 総合４位

10月10日 「世界エイズデー」ポスターコンクール

・優秀賞 知念百香

・佳作 森田ひづき

10月20日 第54回沖縄県中学校陸上競技大会

・共通男子棒高跳 ３位：阿波根昌翔

・２年男子4×100mR国頭B（選抜）

１位：長嶺慶 ※県中新 大会新

10月29日 第60回全琉図画・作文・書道コンクール

・書道の部 最優秀賞：内間和花子

優良賞：翁長未帆

11月10日 第27回北部地区アンサンブルコンテスト

・金管六重奏 銀賞

11月16日 中学生の「税についての作文」

・全国納税貯蓄組合連合会優秀賞：西江香音

・県納税貯蓄組合連合会会長賞：宮里美和

11月29日 中学生の「税についての作文」

・北部青色申告納税貯蓄組合優秀賞：島袋泰正

12月1日 第49回北部読書感想文・画コンクール

・感想文 自由読書 優秀賞 知念百香

・感想文 課題読書 優秀賞 島袋泰正

・感想画 自由図書 優秀賞 知念百香

優良賞 森田ひづき

12月12日 第32回全国人権作文コンテスト県大会

・優秀賞 宮里美和

1月5日 第59回全国少年新春書道展（明治神宮展）

・入選 内間和花子

2月10日 第51回全沖縄児童生徒書き初め展

・銀賞 島田天礼沙

3月10日 第65回卒業式（卒業生52名）

3月10日 第13回龍賓沖縄書道会児童・生徒展

・龍賓書道会賞 内間和花子

・龍賓沖縄書道会会長賞 玉城一佐 島田天礼沙

・優秀賞 上地雄大 翁長未帆

平成25年4月7日 平成25年度入学式

新入生 男子27 女子24 計51名

4月28日 第16回ゆがふいんおきなわ杯争奪

国頭地区野球大会 優勝

5月26日 第35回県中学校陸上競技選手権大会

・１年女子砲丸投 ２位 大城紗也

6月15日 第40回国頭地区中学校野球大会優勝

6月22日 第59回全国中学校通信陸上競技大会

・女子1年砲丸投 3位 大城紗也

6月30日 第66回運動会

7月13日 第33回県中学校夏季陸上競技大会

・共通男子三段跳 １位 長嶺慶

・共通男子走幅跳 ３位 長嶺慶

・低学年女子80mH ３位 阿波根朱里

7月25日 第65回県中学校野球選手権大会 ３位

7月27日 本部地区青少年健全育成野球大会

優勝

8月8日 第35回九州中学校陸上競技大会

・男子共通三段跳 15位 長嶺慶

8月24日 第44回全沖縄ジュニア陸上競技大会

・男子少年Ｂ110mH １位 安里晃也

8月24日 第28回地区ソロ・デュエットコンテスト

・金賞 古堅百花

・銀賞 宮里ありさ 島袋愛望

10月12日 第40回国頭地区中学校陸上競技大会

・男子５位 女子７位 総合６位

10月19日 第55回沖縄県中学校陸上競技大会

・２年男子4×100mR国頭B（選抜）

３位：安里晃也

10月20日 第30回琉球新報杯相撲大会

・団体２位(西江・宮城・島袋)

11月17日 第28回北部地区アンサンブルコンテスト

・打楽器四重奏 銀賞

11月30日 第40回地区新人野球大会 準優勝

11月30日 第1回地区中学校数学オリンピック

・団体１位(島田・嘉味田・上地)

・個人1位：上地雄大 ２位：島田天礼沙

11月30日 第50回北部読書感想文・画コンクール



・感想文自由読書 優秀賞 島田天礼沙

優良賞 西江香凜

12月7日 第38回県アンサンブルコンテスト

・打楽器四重奏 銀賞

・打楽器三重奏 銀賞

平成26年1月5日 第60回全国少年新春書道展（明治神宮展）

・入選 内間凜

1月11日 第20回地区新人相撲大会

・1年の部団体 ３位(宮城・知念・島袋)

・1年の部個人 優勝：島袋亮吉

2月8日 地区吹奏楽祭

・優秀音楽活動賞 古堅百花

3月9日 第66回卒業式（卒業生37名）

4月7日（月） ○入学式　　新入生　男子：22名，女子：22名，計44名

5月18日（日） ○第23回沖縄県中学校相撲選手権大会

・団体戦　３位（西江・島袋・宮城）

・個人戦　西江凌　島袋亮吉　２次予選へ

5月22日（木） ○海難事故防止教室

5/24（土）-25(日） ○第３６回沖縄県中学校陸上競技選手権大会

・男子２・３年生　100M　２位　安里晃也

・男子２・３年生　200M　１位　安里晃也

・男子２・３年生　110MH　３位　安里晃也

・女子１年生　100M　８位　山城もとか

・女子２・３年生　ジャベリックスロー　１位　大城紗也

7月5日（土） ○第23回北部地区吹奏楽コンクール　銅賞

7月 12-13日 ○第34回沖縄県夏季中学校陸上競技大会

・男子共通　200M　１位　安里晃也

・男子３年生　100M　３位　安里晃也

・男子１年生　1５00M　３位　島袋大夢

・女子低学年　80MH　１位　阿波根朱里

・女子低学年　400Mリレー1位： 中真怜美，山城もとか，名嘉真
花梨，阿波根朱里

7月26日（土） ○第55回本部地区青少年健全育成野球大会　・伊江中Aチー
ム　３位

7月27日（日） ○第54回沖縄県吹奏楽コンクール Ｂ部門優良賞

8月22日（金） ○第11回国頭地区中学校ゴルフ大会　　 ・男子個人２位　長嶺
勝斗

8月23-24日 ○第45回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会

・男子少年Ａ（３年）　110MH　１位　安里晃也

・女子少年Ｂ（２年）　100MH　１位　阿波根朱里

・女子ABC共通　　　ジャベリックスロー　１位　大城紗也

・女子少年Ｂ（２年）　砲丸投げ　１位　大城紗也

・女子少年Ｃ（１年）　走り幅跳び　３位　山城もとか

8月23-24日 ○第29回北部地区ソロ・デュエットコンテスト

・蔵下いづほ　銅賞　ユーフォニアム

9月30日（火） ○第３６回沖縄県「少年の主張大会」 萬壽麗々海地区代表で
出場 （優良賞）

10月4日（土）
○第41回国頭地区中学校陸上競技大会　男子２位　女子２位　
総合２位　　　【男子１２名，女子３名，計１５名が地区代表選手
として選抜された】

・１年男子100m　１位：根路銘太希

・共通男子100m　１位：安里晃也

・共通男子200m　１位：大城旭

・共通男子400m　１位：阿波根昌李

・共通男子110mH　１位：安里晃也

・１年女子100m　３位：山城もとか

・２年女子100m　２位阿波根朱里

・共通女子100mH　１位：阿波根朱里

・共通男子800m　２位：阿波根昌之

・１年男子1500m　２位：島袋大夢

・１年男子4×100mR （Ｂパート）１位，全体２位：小波津瑛門，
根路銘太希，西江悠，島袋大夢

　 【根路銘太希：地区代表Ｂチームの一員として，県大会出場】

・２年男子4×100mR （Ｂパート）３位：内間流星，山城京祐，石
新優，西江伊織

　 【山城京祐：地区代表Ｂチームの一員として，県大会出場】

10月18日（土） ○第56回沖縄県中学校陸上競技大会（男子12名，女子3名，
計15名が地区代表として参加）

＊学校別順位：男子３位，総合４位

・共通女子100MH　２位：阿波根朱里

・共通男子110MH　１位：安里晃也

・共通男子400m　１位：阿波根昌李

・２年男子4×100mR 国頭B(選抜)　２位：山城京祐

・共通男子4×100mR １位：儀保俊幸，大城旭，阿波根昌李，
安里晃也

・１年女子4×100mR 国頭B(選抜)　２位：山城もとか

・共通女子4×100mR 国頭B(選抜)　２位：萬壽麗々海

11月16日（日） ○第2回地区中学校数学オリンピック　　総合　２位

・個人の部　上地雄大　１位　（大会２連覇）

・団体の部　（上地雄大，上地奏楽，宮城信李）　４位

11月29日（土） ○第29回北部地区アンサンブルコンテスト　２０名出場

・打楽器四重奏　銀賞 （島袋穂野花・坂上莉り子・長嶺未緒・
知念真理）

・木管五重奏　銅賞 （山城ふきの・知念桃香・島沙耶南・荻堂茉
莉・長嶺知世）

・木管三重奏　銅賞 （内間日菜・仲宗根実夢・金城れいら）

12月20日（土） ○第39回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト

・打楽器四重奏　銀賞 （島袋穂野花・坂上莉り子・長嶺未緒・
知念真理）

・木管五重奏　銅賞 （山城ふきの・知念桃香・島沙耶南・荻堂茉
莉・長嶺知世）

12月26日（金） ○第61回全沖縄学校音楽発表会に３年生が地区代表として学
年合唱で出場。

1月10日（土） ○第21回国頭地区新人相撲大会

・１年個人の部　　準優勝　大城英寿

・２年団体の部　　団体準優勝（島袋亮吉,宮城航大,山城徳孝）

・２年個人の部　　3位　島袋亮吉　　8位　宮城航大

1月18日（日） ○琴椿杯第26回沖縄県相撲選手権大会

・個人戦　島袋亮吉ベスト４，　　大城英寿ベスト８

1月31日（土） ○第40回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト

・クラリネット独奏　山城ふきの　銅賞

・トランペット独奏　西江香凜　銅賞

3月13日（金） ○第６７回卒業式　（第６７期生４０名，男子２５・女子１５）

平成２８年度

4月1日（水） 第２６代校長　宮里嘉昌　就任

4月7日（火） ○入学式　　新入生　男子：17名，女子：27名，計44名

4月11日（土） ○第22回伊江島一周マラソン　生徒118名参加

・中学生（３㎞）男子の部　島袋大夢（２年）　３位入賞

4月25日（土） ○第29回 海洋博公園マーチング・バンドフェスティバルに吹奏楽部
出場

・自由演技（マーティング）の部　スマイル賞受賞

5月3日（日） ○第36回OTV杯争奪全沖縄相撲選手権大会 参加

・個人４位（島袋亮吉），　団体の部　４位（島袋亮吉・宮城航
大・大城英寿）

5/9(土)～10(日) ○第６６回 沖縄県陸上競技選手権大会

・中学生女子ジャベリックスロー　大城紗也１位

5月17日（日） ○第25回沖縄県中学校相撲選手権大会

・１次予選通過　島袋亮吉，大城英寿（協会推薦）

5/23（土）-24(日） ○第３７回沖縄県中学校陸上競技選手権大会

・女子２・３年生　砲丸投げ　１位　大城紗也

・女子２・３年生　100MH　１位　阿波根朱里

・男子２・３年生　三段跳び　２位　石新優

・女子２・３年生　円盤投げ　２位　大城紗也

・女子低学年　400Mリレー1位： 中真怜美，山城もとか，名嘉真
花梨，阿波根朱里

6月7日（日） ■空手女子（形の部）　　・団体２位 （金城空逢,玉城真妃呂,須
﨑瑚茄） 県大会出場

　　　　　　　　　　　　　　　 ・個人３位 （須﨑瑚茄） 県大会出場

6月14日（日） ○第25回沖縄県相撲選手権大会　全国都道府県中学校相撲
選手権大会沖縄県第２次予選

・3位決定戦で敗退　島袋亮吉（５位）

7月4日（土） ○第１８回沖縄県中学校空手道競技大会

・女子団体形　ベスト８（金城空逢,玉城真妃呂,須﨑瑚茄）　　・
女子個人　須﨑瑚茄　１回戦敗退

7月 11-12日 ○第35回沖縄県夏季中学校陸上競技大会

・女子低学年　400Mリレー １位 :島袋八海・照屋琴美・志良堂
茄南・山城もとか　 【九州大会出場権獲得】

・女子共通　砲丸投げ　２位　大城紗也　 【九州大会出場権獲得】

・学校別　総合３位　（男子６位，女子３位）

7月12日（日） ○第57回沖縄県中学校相撲競技大会



・個人戦　ベスト４：島袋亮吉　 【九州大会出場権獲得】

８月
○第41回国頭地区中学校陸上競技大会　男子２位　女子２位　
総合２位　　　【男子１２名，女子３名，計１５名が地区代表選手
として選抜された】

8/9-10 ○第37回九州中学校陸上競技大会

・女子低学年　400Mリレー出場 :島袋八海・照屋琴美・志良堂
茄南・山城もとか

・女子共通　砲丸投げ出場　大城紗也

8月11日（火） ○世界のイージマンチュ交流派遣事業で中学生３名と村費職員１
名が派遣団員として出発

・大城駿貴，濃野海人，玉城塁依　　　・村費学習支援教師　
仲宗根千晃

8/14-16 ○第35回北部地区中学校新人野球大会（ローターリー大会）　
準優勝

・敢闘賞　西江悠　　・打撃賞　根路銘 太希　山城　徳

8月22日（土） ○第30回北部地区ソロ・デュエットコンテスト 本部中央公民館

・金城れいら　銀賞　クラリネット

・知念桃香　銀賞　フルート

・坂上莉り子　銅賞　マリンバ

8月29-30日 ○第46回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会

・女少年Ａ（３年）　砲丸投げ １位 大城紗也　【全国大会出場権
獲得（ジュニアオリンピックカップ陸上大会）】

・女少年Ｂ（２年）　走り幅跳び　２位　山城もとか

・女子ABC共通　　　ジャベリックスロー　３位　大城紗也

9月3日（木） ○第30回「少年の主張」国頭地区大会

・優良賞　東江香帆　演題「人と人のつながり」

9月19日（土） ○第67回全日本英語弁論大会沖縄県国頭地区予選　

＊崎浜太耀 奨励賞，　＊中川友希 奨励賞

9月24日（木） ○平成２７年度国頭地区中学校校バスケットボール強化選手に
選出される

・１年男子　　佐久川栄登　　　下門　優生

・１年女子　　崎浜輝星

10月3日（土）
○第42回国頭地区中学校陸上競技大会　男子２位　女子２位　
総合２位  　【１２種目に１４名が地区代表選手に選ばれる。（男
子10名，女子4名）】

・２年男子100m　１位：根路銘太希

・共通男子200m　３位：根路銘太希

・共通男子400m　２位：山城京祐

・共通男子3000m　３位：新城龍祐　

・共通男子1500m　２位：新城龍祐

・共通男子110mH　２位：石新優

・共通男子棒高跳び　３位：照屋直駿

・共通男子砲丸投げ　１位：島袋亮吉　

・共通男子ジャベリックスロー　３位：照屋直駿

・１年女子100m　３位：照屋琴実

・共通女子100m　１位：【阿波根朱里】

・共通女子100mH　１位：阿波根朱里　

・１年女子走幅跳　３位：志良堂茄南

・共通女子走幅跳　１位：山城もとか

・２年女子走高跳び　１位：山城もとか

・共通女子砲丸投げ　１位：大城紗也

・共通女子ジャベリック　３位：大城紗也

・１年男子4×100mR （Ｂパート）３位：山城猛，知念佑都，諸喜
田康，平阿慶田琉希

・２年男子4×100mR （Ｂパート）１位，全体２位：島袋大夢，根
路銘太希，西江悠，小波津瑛門

　　 【地区代表として，全員県大会出場】

・共通男子4×100mR （Ｂパート）３位：内間流星，山城京祐，石
新優，西江伊織

　　 【山城京祐：地区代表Ｂチームの一員として，県大会出場】

・１年女子4×100mR （Ｂパート）１位，全体３位：崎浜輝星，照
屋琴実，志良堂茄南，岸本愛渚

　　 【照屋琴実：地区代表Ｂチームの一員として，県大会出場】

・２年女子4×100mR （Ｂパート）１位，全体３位：内閒真央，山
城もとか，名嘉真花梨，島袋八海

　　 【山城もとか：地区代表Ｂチームの一員として，県大会出場】

・共通女子4×100mR （Ｂパート）１位，全体３位：玉城涼帆，中
真怜美，荻堂遥夏，阿波根朱里

　　 【阿波根朱里：地区代表Ｂチームの一員として，県大会出場】

10月10日（土） ○第７回全日本少年春季軟式野球大会沖縄県予選大会　準優勝

10月17日（土） ○第57回沖縄県中学校陸上競技大会　（男子１０名，女子４
名，計１４名が地区代表として参加）

・共通女子100MH　１位：阿波根朱里

・２年男子4×100mR １位：島袋大夢，根路銘太希，西江悠，
小波津瑛門

・１年女子4×100mR 国頭B(選抜チームで出場)　１位：照屋琴実

・２年女子4×100mR 国頭B(選抜チームで出場)　２位：山城もとか

・共通男子4×100mR 国頭B(選抜チームで出場)　１位：山城京祐

・共通女子4×100mR 国頭B(選抜チームで出場)　２位：阿波根朱里

・共通男子砲丸投げ　２位：島袋亮吉

・共通女子砲丸投げ　３位：大城紗也

10月21日（水） ○村Ｐ連主催意見発表会　代表：男子・蔵下瑠加，女子・宮城信李

10月23日（金） ○第４６回ジュニアオリンピックカップ陸上大会

・女少年Ａ（３年）　砲丸投げ 出場 大城紗也

10月24日（土） ○男子第40回・女子第31回国頭地区中学校駅伝競走大会

・男子　３位 （２１チーム中）　・・・１３年振りの県大会出場権獲得

10月25日（日） ○第32回琉球新報杯小・中相撲大会

・中学生の部　団体４位：伊江中（大城英寿，下門悠理，宮城
航大）

11月2日（月） ○長良シンフォニックバンド交流事業参加　　＊荻堂茉梨，仲宗
根実夢

11月7日（土） ○第39回沖縄県中学校駅伝競走大会（宮古大会）に地区代表
として出場。１９位

・島袋大夢　２区で区間賞（２位・区間新記録）受賞

11月11日（水） ○第22回国頭地区中学校意見発表大会

・男子の部　蔵下瑠加（２年）　優秀賞

・女子の部　宮城信李（２年）　優秀賞

○第52回北部支部読書感想文・感想画コンクール

・読書感想文（自由読書の部）　優良賞　崎浜輝星

・読書感想画　優良賞　東江莉乃

11月15日（日） ○第２１回地区中学校総合文化祭（中文祭）

・舞台の部　幕開け　三線演奏　知念聖，下門穂乃花，照屋紅
葉

・舞台の部　唄三線　「砂持節」「様は」　下門穂乃花，照屋紅葉

・舞台の部　琉舞　「ゼイ」　蔵下来夢・名嘉山柚・内閒菜桜・山
城海羽・岸本愛渚【県大会出場】

11月21日（土） ○「離島フェア２０１５」絵画コンクール　優秀賞　玉城塁依（３年）

11月24日（火） ○１年福祉体験学習（高齢者疑似体験）

11月25日（水） ○２年職場体験学習（～２７）村内１６事業所

12月3日（木） ○エイズについての学習会

12月12日（土） ○第40回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト　・管打八重奏　
銅賞

・仲宗根実夢,荻堂茉梨,島沙耶南,天久れな,友寄リリカ,玉城紗
和,與那覇美幸,坂上莉り子

12月13日（日） ○第２１回沖縄県中学校総合文化祭（舞台の部）に，地区推薦
で琉球舞踊で出演

・舞台の部　琉舞　「ゼイ」　蔵下来夢・名嘉山柚・内閒菜桜・山
城海羽・岸本愛渚

12月15日（火） ○生徒会役員選挙

・生徒会長　島袋大夢　（第６９代生徒会長）

1月8日（金） ○群星寮開所式展に内閒日菜（２年）参加 （寮名揮毫）

1月9日（土） ○第42回地区中学校新人空手道競技大会

・女子個人形の部　３位　金城空逢，須崎瑚茄

○第42回地区中学校新人相撲競技大会

・１年生の部 団体戦準優勝　玉城佑馬，大城駿，下門悠理

・１年生の部 個人戦準優勝　玉城佑馬

1月19日（火） ○平成27年度沖縄県全島緑化県民運動ポスター原画コンクール

・入選　　玉城栄美花（１年）

2月14日（日） ○第５４回全沖縄児童生徒書き初め展

・金賞　３名　崎浜輝星（１年），志良堂茄南（１年），玉城栄美花（１年）

・銅賞　６名　（１年）照屋琴実，玉城紗和，比嘉優月，

　　　　　　　　（２年）上地奏楽，内間真央，内間日菜

3月12日（土） ○第６８回卒業式　　（第６８期生５３名，男子２７・女子２６）

平成２８年度

4月7日（木） ○入学式　　新入生　男子：23名，女子：20名，計43名

4月9日（土） ○第22回伊江島一周マラソン　生徒113名参加

・中学生（３㎞）男子の部　島袋大夢（３年）　１位入賞

4月21日（木） ○芳魂之塔平和祈願祭　校長，２学年職員，２年生全員参加

4月23日（土） ○第19回ホテルゆがふいん杯争奪国頭地区野球大会　第３位

4月29日（金） ○第30回海洋博公園マーチング・バンドフェスティバル　吹奏楽・金
管バンド固定演奏　優秀賞

○老人ホーム　いえしま　「浜下り」ボランティア　１７名参加（陸上
部員で対応）

5月3日（火） ○第38回OTV杯沖縄県相撲選手権大会

・中学生の部　個人　第二位　大城英寿

・中学生の部　団体　第三位　大城英寿・玉城佑馬・下門悠理・
蔵下慎之助



5月7日（土） ○第40回本部バスケットボールカーニバル大会　・女子出場

・優秀選手賞 玉城栄美花

5月15日（日） ○第26回沖縄県中学校相撲選手権大会 兼 全国都道府県中
学校相撲選手権大会沖縄県第1次予選

・通過【２次予選進出】　下門悠理（４位），大城英寿（ベスト８）

5/21(土)-22（日） ○第38回沖縄県中学校陸上競技選手権大会

・女子共通4×100mリレー 1位(53.64) 照屋琴実、山城もとか、志
良堂茄南、名嘉真花梨

・女子共通円盤投げ1位(23m35) 小波津まなか

・女子2・3年100mH 2位(16.71) 志良堂茄南

・女子2・3年走り幅跳び 3位(4m82) 山城もとか

・男子1年走り幅跳び 3位(4m54) 照屋隆翔

・男子1年砲丸投げ 3位(8m93) 大城凪海

6月4日（土） ○第43回国頭地区中学校夏季総合体育大会（第19回国頭地
区中学校夏季総合空手道競技大会）

・女子団体形　２位　　　・女子個人形　３名は１回戦突破し２回
戦敗退、１名は１回戦敗退

6月12日（日） ○第27回全国都道府県中学校相撲選手権大会沖縄県第２次
予選

・軽量級で大城英寿君代表となる

6月25日（土） ○第62回全日本中学校通信陸上競技選手権（沖縄大会）

～6/26 ・女子共通　円盤投　決勝１位（２５m５１）　小波津まなか

・女子共通　砲丸投　決勝２位（９m８５）　小波津まなか

・女子共通　走幅跳　決勝２位（４m９８）　山城もとか

・女子共通　１００mH　決勝２位（16.48) 志良堂茄南

・女子共通　４×１００m　決勝３位（52.82)照屋琴実　志良堂茄
南　名嘉真花梨　山城もとか

・男子３年　100m　決勝３位（11.８４）根路銘太希　決勝６位
（12.12)西江悠

・男子共通　200m　決勝３位（24.31)根路銘太希

7月2日（土） ○第２５回北部地区吹奏楽コンクール　銀賞

○第１９回沖縄県中学校空手道競技大会参加

7月9日（土） ○第36回沖縄県夏季中学校陸上競技大会

～7/10(日) ■学校総合１位（得点７３．５点）男子総合１位女子総合４位

・男子３年　1５00M　２位　島袋大夢　【九州大会へ出場権獲得】

・女子低学年　80MH　２位　志良堂茄南　　【九州大会へ出場
権獲得】

・男子３年生　100M　３位　根路銘太希

・男子共通　110MH　３位　西江悠

・女子共通　円盤投　３位　小波津まなか

・男子共通棒高跳び　３位　兼謝名航大

・女子共通　400Mリレー　３位　（照屋琴実　志良堂茄南　名嘉
真花梨　山城もとか）

7月10日（日） ○第58回沖縄県中学校相撲競技大会

・個人戦　２位　大城英寿　【九州大会及び全国大会出場権獲得】

・低学年の部　団体戦　優勝　（与那城琉斗，山城猛，島袋生飛）

・１年生の部　個人戦　２位　与那城琉斗

7月28日（木） ○第56回沖縄県吹奏楽コンクール Ｂ部門　奨励賞

7月30日（土） ○第57回本部地区青少年健全育成野球大会　～31日

～31日(日) ・伊江中学校　準優勝

・大城純一郎　敢闘賞　　　・蔵下慎之助　打撃賞

8月1日（月） ○夏休みボランティア研修会（社会福祉協議会主催）　　・８事業
所へ３８名参加

8月5日（金） ○平成28年度九州中学校体育大会　第44回九州中学校相撲
競技大会

・大城英寿　出場

8月6日（土） 第27回全国都道府県中学校相撲選手権大会出場　【軽量級：
大城英寿】

8月6日（土） ○第27回全国都道府県中学校相撲選手権大会出場　【軽量
級：大城英寿・１回戦敗退】

8月7日（日） ○第38回九州中学校陸上競技大会

・女子低学年80ｍＨ　決勝　6位（12.67）　志良堂茄南

・男子3年1500ｍ　決勝　10位（4：22.77）　島袋大夢

8月20日（土） ○第31回北部地区ソロ・デュエットコンテスト

・金賞：仲宗根実夢（フルート），坂上莉り子（マリンバ）

・銀賞：内間日菜（フルート），与那覇美幸（ユーフォニアム），金城
れいら（クラリネット）

○平成28年度全国中学校体育大会　第46回全国中学校相撲
選手権大会　個人の部出場：大城英寿

・予選リーグ【２勝１敗】　　決勝リーグ進出【１回戦敗退】

8月26日（金） ○第47回全沖縄ジュニア陸上競技大会

・女少年Ｂ　100ｍＨ　第１位（15.42）　志良堂茄南

・女少年A　走り高跳び　第２位（1ｍ40）　山城もとか

・女少年A　100ＭｍＨ　第２位（15.91）　山城もとか

・女ABC共通　円盤投げ　第２位（24ｍ67）　小波津まなか

・男少年A　110ｍＨ　第２位（16.08）　西江悠

・女少年Ｂ　走り幅跳び　第２位（4ｍ80）　志良堂茄南

9月2日（金） ○第３１回「少年の主張」国頭地区大会　優良賞　玉城和実

10月1日（土）
○第４３回国頭地区中学校陸上競技大会　男子４位（７８点）　
女子１位（８７点）　総合２位（１６５点）【１３種目に１８名が地区
代表選手に選ばれる。（男子10名，女子８名）】

・男子共通１００m　１位：根路銘太希

・男子共通３０００m　１位：島袋大夢

・男子共通１１０mＨ　１位：西江悠

・男子共通走幅跳　１位：根路銘太希

・男子共通棒高跳　２位：兼謝名航大

・女子共通１００mＨ　２位：志良堂茄南

・女子共通走幅跳　１位：山城もとか

・女子共通走高跳　１位：山城もとか

・女子共通ジャベリックスロー　２位：小波津まなか

・男子１年Ｂパート　４×１００mリレー　１位（嵩原安遵・照屋隆
翔・大城凪海・与那城琉斗）

・女子共通Ｂパート４×１００mリレー　１位（内間真央・山城もと
か・名嘉真花梨・島袋八海

・女子２年Ｂパート　４×１００mリレー　１位(岸本愛渚・照屋琴
実・志良堂茄南・崎浜輝星)

 【照屋琴実・志良堂茄南：地区代表Ｂチームの一員として，県大
会出場】

・男子１年走幅跳　３位：与那城琉斗

・男子２年Ｂパート　４×１００mリレー　２位（山城猛・阿慶田琉
希・山城徳・知念佑都）

・女子２年１００m　３位：志良堂茄南

・女子共通１００m　３位：照屋琴実

・女子共通２００m　３位：名嘉真花梨

・女子１年走幅跳　３位：照屋葵

10月6日（木） ○「離島フェア２０１６」絵画コンクール　優秀賞　中川友希（３年）　
I LOVE 伊江島

10月15日（土） ○第５８回沖縄県中学校陸上競技大会

・地区対抗男子　国頭２位　地区対抗女子　国頭１位　地区対
抗総合　国頭２位

・学校対抗男子　３位　学校対抗女子　５位　学校対抗総合　４位

・男子（１０名）女子（８名）計１８名が地区代表として参加

・男１年　４×１００m　３位　国頭A（嵩原安遵・照屋隆翔・大城
凪海・与那城琉斗）

・男共通１００m　３位：根路銘太希

・男共通１１０mＨ　２位：西江悠

・男共通　４×１００m　国頭Ｂ（選抜チームで出場）　１位：根路
銘太希・西江悠

・女２年　４×１００m　国頭Ｂ（選抜チームで出場）　１位：照屋琴
実・志良堂茄南

・女共通１００Ｈ　２位：志良堂茄南

・女共通走幅跳　１位：山城もとか

10月22日（土） ○第３３回　琉球新報杯　小・中学校相撲大会

・代表の部　団体優勝：大城英寿・玉城佑馬・下門悠理・島袋生飛

・個人の部　ベスト８：大城英寿・下門悠理

11月6日（日） ○第１７回　創造アイデアロボットコンテスト沖縄県中学生大会　
【基礎部門】

・優勝：　亀里龍之介（３年）　九州大会出場権獲得

・丹羽優也（３年）　予選リーグ突破　決勝トーナメントにて３位　
（審査員特別賞も受賞）

・玉城智浩（３年）　予選リーグ突破　決勝トーナメント（１回戦敗
退）ベスト８

11月9日（水） ○国頭地区小中学校童話お話・意見発表大会

　・中学の部　男子　知念理夢（優良賞）

　・中学の部　女子　崎浜輝星（優良賞）

11月20日（日） ○第48回国頭地区中学校音楽発表会

・学年合唱（3学年）：最優秀賞。全校合唱（全校生徒）　最優秀
賞

○第22回国頭地区中学校文化祭（中文祭）舞台発表の部　

・「笠吉田」（西江上区生徒会２・３年生）と「前の浜」（新崎琉舞
練場５名）が県大会へ推薦受ける

11月26日（土） ○第４３回国頭地区中学校新人野球大会　ベスト８

○第31回北部地区アンサンブルコンテスト　管楽五重奏　銀賞

・天久れな,玉城紗和,知念りせ,東江樹奈,與那城茉利花

11月28日（月） ○第36回全国中学生人権作文コンテスト

・支局・協議会奨励賞　知念零也



平成２９年度

４月２日 第３３回成田山全国競書大会

秀作金剛賞

１学年 大城かの

２学年 照屋葵，内間藍

３学年 玉城栄美花

特選月輪賞

３学年 志良堂茄南，崎浜輝星

４月７日 入学式 新入生 男子１８女子20計38

４月１６日 第５回国際ひやみかちコンクール

優勝 １学年 橋口翔

４月２９日 第３１回海洋博公園マーチングフェステ

ィバル 優秀賞

５月３日 OTV杯相撲選手権大会 団体３位

下門悠理，島袋偉海，新川将吏

５月１３日 第２８回全国都道府県中学生相撲選手

権大会 沖縄県第１次予選

【ベスト８ 下門悠理】（2次予選に進出）

５月２０日 第３９回沖縄県中学校陸上競技選手権

大会（表彰は１位～３位まで）

志良堂茄南 ２・３年女１００H 決勝２位

島袋偉海 １年男 砲丸投 決勝２位

橋口翔 １年男 走幅跳 決勝３位

内間藍 女共通 円盤投 決勝３位

名城羽佑 １年女走り高跳び 決勝３位

６月４日 第20回国頭地区中学校空手道大会

12月10日（土） 第１８回創造アイデアロボットコンテスト九州地区中学生大会（熊
本大会）

・基礎部門　決勝トーナメント ３位：　丹羽優也（３年）・崎浜幸多
（３年）チーム

・基礎部門　決勝トーナメント ８位：　亀里龍之介（３年）・玉城智
浩（３年）チーム

12月13日（水） ○第22回沖縄県中学校総合文化祭 舞台の部へ地区推薦で出
場

・「笠吉田」（西江上区生徒会２・３年生）

・'「前の浜」（新崎琉舞練場５名）

12月18日（日） 第34回各字対抗少年駅伝大会　西江上区として出場

総合4位　　個人賞：　　3区島袋来生  1位　　6区佐久川栄登  
2位　　　　7区島袋大夢　1位

12月26日（月） ○第63回全沖縄学校音楽発表会　出演（3年生：学年合唱）

12月27日（火） 第20回ヨロン・おきなわ音楽交流祭　参加

1月7日（土） 第23回国頭地区中学校新人相撲大会

・２年生　団体　優勝　伊江中学校A：玉城佑馬・下門優生・下
門悠理・島袋生飛

　　　　　　団体　伊江中学校B：山城猛・阿慶田琉希・蔵下慎之
助（２回戦敗退）

・２年生　個人　優勝：下門悠理　　２位：下門優生　　ベスト４：
玉城佑馬

・１年生　個人　優勝：与那城琉斗

1月7日（土） ○第17回国頭地区新人空手道競技大会

・女子個人形　金城空逢　準優勝

1月9日（月） ○第36回全沖縄学級合唱発表会　グッドハーモニー賞（2年1組）

1月15日（日） 琴椿杯第28回沖縄県相撲選手権大会　中学生の部　ベスト８：
大城英寿

1月21日（土） 第１７回全国中学生創造ものづくり教育フェア　創造アイデアロボッ
トコンテスト全国大会

・基礎部門　決勝トーナメント ８位：　丹羽優也（３年）・崎浜幸多
（３年）チーム

1月28日（土） ○第６４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 2年 崎浜輝星、玉城栄美花

　　　　　　　　　佳作：　玉城紗和、志良堂茄南、照屋琴実、内
間日菜、上地奏楽、西江悠

・【絵画の部】　　優良賞　2年　玉城真妃呂。　佳作　2年　須崎
瑚茄　崎浜輝星

2月5日（日） ○沖縄県吹奏楽ソロコンテスト 坂上莉り子　【マリンバ】金賞

2月15日（水） ○３年生 島立ちの森への植樹

3月11日（土） ○第６９回卒業式　４６名（男子２４名，女子２２名）

女子団体形 準優勝

金城空逢，須崎瑚茄，内間藍

６月１１日 第28回全国都道府県中学生相撲選手

権大会沖縄県第２次予選通過 第３位

下門悠理 全国大会出場両国国技

６月１７日 館22017年度国頭地区中学校

英語ストーリーテリングコンテスト

奨励賞 3学年 知念沙羅，具志川慈琉

6月25日 第70回伊江中学校運動会

７月１日 第63回全日本中学校通信陸上競技

沖縄大会

志良堂茄南 女子共通１００H 決勝１位

女子共通４００MR決勝２位 松川茉奈

志良堂茄南，上間直葉，照屋琴実

７月１日 沖縄県夏季総体空手道大会

女子団体型 第３位

３学年：金城空逢，玉城真妃呂，須﨑瑚茄

２学年：内間藍

7月８日 第２７回北部地区吹奏楽コンクール銀賞

７月９日 第59回沖縄県中学校相撲競技大会

代表の部 団体 第３位

下門悠理，島袋偉海，下門優生

(補員：島袋生飛) 九州大会派遣

代表の部 個人 第４位 下門悠理

（九州大会派遣）

1年生の部 個人 第３位 新川将吏

７月１４日 第37回沖縄県中学校陸上競技大会

（決勝出場者）☆九州大会出場選手

志良堂茄南 女共通１００ｍH決勝 １位

照屋隆翔 男低学 １００ｍＨ決勝 ２位

男低学４×１００ｍＲ 予選３組 ２位

嵩原安遵，橋口翔，大城心，大城凪海

女共通４×１００ｍＲ 決勝２位

長嶺涼風，志良堂茄南，照屋琴実

照屋葵

7月20日 １学期終業式

7月24日 サマースクール～27日

7月28日 生徒会リーダー研修会

7月２９日 第58回本部地区青少年健全育成野球

大会 準優勝

打撃賞 本山 立飛

敢闘賞 志良堂 清賀

８月６日 第39回九州中体連陸上競技大会宮崎

照屋隆翔 男低学１００ｍH

決勝１組第5位(全体１２位)

志良堂茄南 女共通１００ｍH

決勝１組第6位(全体１0位)

４×１００ｍＲ決勝１組第５位(全体１3位)

長嶺涼風，志良堂茄南，照屋琴実，照屋葵

８月６日 第２３回琉球民謡コンクール 新人賞

１学年 田本七海，照屋月美，島袋優生

８月６日 第28回全国都道府県中学生相撲選手

権大会 沖縄県代表 下門悠理

８月７日 第１７回龍賓学生誌上展

特選 ３学年 玉城栄美花



推薦 ３学年 崎浜輝星，志良堂茄南

金賞 １学年 大城かの

金賞 ２学年 照屋葵

銀賞 １学年 宮城菜々美

銀賞 ２学年 内間藍

銀賞 ３学年 照屋琴実

８月１０日 第45回九州中学校相撲競技大会出場

団体戦 下門悠理，島袋偉海

下門優生，島袋生飛

個人戦 下門悠理

８月１１日 第37回北部地区中学校新人野球大会

第3位

８月１９日 第32回北部地区ソロ・デュエットコンテスト

クラリネット 泉川 綾 金賞

トランペット 天久 れな 銀賞

８月２０日 第44回全日本中学校陸上競技選手権

大会(熊本県) 志良堂茄南

女共通１００ｍH 予選5組第7位

８月２０日 第３３回北部バレーボールまつり

女子Fブロック B1チーム 優勝

８月25日 2学期始業式

８月２６日 第48回沖縄ジュニア陸上競技選手権大

会(沖縄市)

志良堂茄南 女少年A １００ｍH 第１位

(九州大会出場)

崎浜輝星 女少年A 砲丸投 第１位

(九州大会出場)

上間直葉 女少年B １００MH 第３位

照屋隆翔 男少年B １１０ｍＨ 第２位

８月27日 第2回全九州中学生相撲選手権大会

沖縄県代表チーム 下門悠理

９月１日 第３２回沖縄県少年の主張国頭大会

優良賞 ３学年 佐久川栄登

９月８日 村P連スナックゴルフ大会

９月２６日 第６回マウナレイ・フラペティション2017

in沖縄 最優秀賞 １学年 新垣星怜

１０月７日 第44回国頭地区陸上競技大会

橋口翔 100M １男決 第３位

長嶺涼風 100M １女決 第１位

志良堂茄南 100M 共女決 第２位

志良堂茄南 110H 共女決 第１位

２女決 400MR 第１位

大城緋乃，照屋葵，知念美明

上間直葉，内間藍，玉木祐希

２男決 400MR 第２位

与那城琉斗，大城凪海，照屋隆翔

嵩原安遵，阿波根大河，知念裕哉

共女決 400MR 第１位

松川茉奈，崎浜輝星，志良堂茄南

照屋琴実，岸本愛渚，大城和

共男決 400MR 第２位

山城猛，知念佑都，山城徳

阿慶田琉希，知念理夢，大城純一郎

１男決 走幅 橋口翔 第１位

共女決 ジャベリックスロー

大城和 第２位

共女決 砲丸 崎浜輝星 第３位

記録 １０m４０

１女決 走幅 長嶺涼風 第１位

男子６５点 第５位，女子８９点優勝

２連覇，総合の部 １５４点 第３位

１０月１９日 沖縄県警察本部平成30年「110番の日」

標語 最優秀賞 ３学年 志良堂茄南

１０月２1日 平成29年度第59回沖縄県中学校陸上

競技（秋季）大会

長嶺涼風 100M １女決 第３位

志良堂茄南 110H 共女決 第３位

共女決400MR 国頭地区代表

志良堂茄南 第１位

１０月２７日 第48回ジュニアオリンピック陸上競技大

会出場日産スタジアム(神奈川県横浜市)

３年A女子100mYH 志良堂茄南

３年A女子砲丸投(決勝) 崎浜輝星

１０月３１日 第65回全琉小中高校図画作文書道コ

ンクール

絵画 優秀賞 １学年 与那城沢磨

書道 優良賞 １学年 大城かの

絵画 優良賞 ３学年 知念沙若

書道 佳作 １学年 宮城菜々美

書道 佳作 ３学年 崎浜輝星

書道 佳作 ３学年 志良堂茄南

書道 佳作 ３学年 照屋琴美

絵画 佳作 １学年 屋嘉比美波

絵画 佳作 ３学年 知念稀珠

１１月３日 第１８回創造アイデアロボットコンテスト沖

縄県中学生大会

基礎部門 優 勝 ３学年 比嘉翔汰

準優勝 ３学年 下門悠理

第３位 １学年 玉城志将

１１月１１日 第34回琉球新報杯小中相撲大会

団体戦 優勝

下門悠理，下門優生，島袋偉海

新川将吏

１１月１７日 離島フェアー2017絵画コンクール

優秀賞 ２学年 屋嘉比翔

１１月１８日 沖縄タイムス伝統芸能選考会

新人賞 ３学年 岸本愛渚

１１月１９日 国頭地区数学オリンピック 準優勝

１学年 大城心

３学年 大城駿，玉城紗和

１１月１９日 第４９回国頭地区中学校音楽発表会

沖縄県中学校音楽発表会へ地区代表と

して出場 ３学年合唱

１１月１９日 第23回国頭地区中学校総合文化祭

阿良区郷土芸能 踊り手12 地謡3

幕開け歌・三線

３学年 金城空逢

２学年 下門華，知念美明

ヒヤミカチ節 橋口翔

Hula ハワイアンダンス 新垣星怜



（県中学校音楽発表会地区代表として出場）

11月21日 3学年修学旅行，1・2学年職場体験

12月7日 村幼小中合同授業研究会(伊江中)

12月９日 第54回北部支部読書感想文・感想画コ

ンクール

読書感想文の部

優秀賞 ３学年 崎浜輝星

読書感想画の部 自由読書

優良賞 ２学年 東江樹奈

読書感想画の部 指定図書

優秀賞 ３学年 比嘉優月

１２月９日 第23回沖縄県中学校総合文化祭

幕開け歌・三線 １学年 島袋優生

田本七海，照屋月美，橋口翔

Hulaハワイアンダンス １学年 新垣星怜

第23回沖縄県中学校総合文化祭

12月9日 《展示の部》表彰

特別活動作品

伊江村立伊江中学校 生徒会

書道 ３学年 崎浜輝星

美術作品 １学年 与那城沢磨

３学年 知念紗和

家庭科作品

３学年 天久れな，大村夏穂

東江光瑠，玉城紗和

12月9日 第37回全国中学生人権作文コンテスト

沖縄県大会奨励賞 ３学年 具志川慈琉

12月10日 第１９回創造アイデアロボットコンテスト

九州地区中学生大会（沖縄大会）

基礎部門 優 勝 ３学年 下門悠理

第３位 ３学年 比嘉翔汰

12月15日 平成29年度JA共済全国小中学生書道

地区コンクール

《半紙の部》

優秀賞 １学年 大城かの

優秀賞 ２学年 照屋葵

優秀賞 ３学年 玉城栄美花

優良賞 １学年 島袋花鈴，照屋月美

宮城菜々美

優良賞 ２学年 内間藍，大城緋乃

宮里桃子

優良賞 ３学年 志良堂茄南，大城和

照屋琴美

《条幅の部》

優秀賞 １学年 大城かの

優秀賞 ２学年 内間藍

優秀賞 ３学年 崎浜輝星

優良賞 １学年 宮城菜々美

第44会国頭地区中学校新人サッカー大会

１２月２４日 第３位 伊江・伊是名混成チーム

12月26日 第42回沖縄県アンサンブルコンテスト

管楽五重奏 銅賞

與那城茉利花，山城乃天，島袋優生

大城かの，照屋月美

1月5日 第64回全国少年新春書道展

特選 玉城栄美花

1月13日 第24回国頭地区中学校新人相撲大会

２年生の部 団体戦 優勝

島袋偉海，新川将吏，与那城琉斗

２年生の部 個人戦

第２位 新川将吏

第３位 島袋偉海

1月14日 第18回未来に残そう青い海・海上保安

庁図画コンクール

名護海上保安署長賞 ３学年 玉城萌

1月20日 第１８回創造アイデアロボットコンテスト全

国大会 基礎部門 PRIDE

全日本中学校技術・家庭科研究会長賞

競走順位賞

第２位 ３学年 下門悠理，比嘉翔汰

2月10日 第54回全沖縄青少年読書感想文感想

画コンクール

読書感想文自由

優良賞 ３学年 崎浜輝星

入選 ２学年 東江樹奈

読書感想画指定

佳作 ３学年 比嘉優月

2月9日 島産業プロジェクト「肉の日」３学年

2月12日 第３７回新春全沖縄学級合唱発表会

ハートフルクラス賞 ２年１組

2月14日 ３学年 島立ちの森記念植樹

2月17日 第５６回全沖縄児童生徒書き初め展

銀賞 １学年 宮城菜々美，大城かの

銀賞 ３学年 玉城栄美花，志良堂茄南

銅賞 ２学年 照屋葵，内間藍

銅賞 崎浜輝星，照屋琴実

3月9日 第70回卒業式 男子17 女子28 計45

3月23日 修了式・離任式

3月28日 離任職員見送り式

平成30年度
4月1日 第２７代校長 新垣博文 就任

４月１日 第34回成田山全国競書大会

秀作金剛賞

1学年 玉城叶望、宮城梨里香

2学年 宮城菜々美

4月1日～2日 English Camp

参加者 1年生3名、2年生3名、3年生2名、計8名

4月9日 入学式

新入生 男子26名、女子24名、計50名

4月14日 伊江島1周マラソン（部活動単位で参加）

中学生の部 3位 大城緋乃

後夜祭ステージ三線披露 2年生 橋口翔

4月15日 民謡ライブイオン名護店

ステージ三線披露 2年生 橋口翔

4月21日 芳魂之塔平和祈願祭

生徒会役員（2年生 玉城志将

3年生 平良勇樹、大城緋乃）黙とう、献花

4月22日 第23回ゆり祭ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ司会



3年生 内間藍、上間直葉

4月28日 第32回海洋博公園ﾏｰﾁﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

吹奏楽部 優秀賞

4月28日 老人ホームいえしま浜下りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

陸上部（ｴｲｻｰ披露、ｹﾞｰﾑや世話）

4月28日 第23回ゆり祭イベント民謡大会

2年生 照屋月美、橋口翔

4月28日 第23回ゆり祭イベント琉球舞踊披露

2年生 知念優利亜、島袋花鈴、上間仁来、山城乃天

5月3日 第40回OTV杯争奪全沖縄相撲選手権大会

団体3位

2年生 新川将吏、島袋偉海、

1年生 上田隼大、知念康史、長嶺銀大

5月4日 三線進級ライブ出演

2年生 橋口翔

5月4日 第23回ゆり祭イベントステージフラダンス

1年生 名嘉山茉耶、八巻愛波、泉川友奈

2年生 新垣星怜

5月19日～20日 第40回沖縄県中学校陸上競技選手権大会

1年女子 砲丸投げ 1位 友寄桜香

2･3年男子 四種競技 1位 照屋隆翔

2･3年女子 四種競技 1位 上間直葉

1年女子 砲丸投げ 2位 大城りいあ

2･3年男子 三段跳 2位 大城凪海

2･3年男子 棒高跳び 2位 大城凪海

男子共通4×100R 2位

大城心､橋口翔､照屋隆翔､大城凪海

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 3位 大城桃

5月20日 沖縄麦生産組合主催沖縄小麦の収穫祭

沖縄麦うまちーフラダンス出演

2学年 新垣星怜

6月2日～10日 第45回国頭地区中学校夏季総体体育大会

野球部 準優勝

3学年 与那城琉斗 敢闘賞

6月16日 HAAHEOｼﾞｬﾊﾟﾝﾂｱｰﾌﾗﾀﾞﾝｽｽﾃｰｼﾞ出演

2学年 新垣星怜

6月19日 2018年度第1回実用英語技能検定

＜5級合格＞

1学年 内間朱里、名嘉山茉耶

2学年 島袋優生、島袋琉世、新垣星怜、大城心暖

＜4級合格＞

2学年 照屋月美

3学年 島袋愛彩、嵩原安尊、赤嶺優奈、並里奏

照屋妃香、与那城琉斗、大城緋乃

＜３級（一次試験）合格＞

1学年 大城りいあ、与那城しちり

3学年 与那城茉莉花、知念航哉、内間藍、

照屋葵

＜準２級（一次試験）合格＞

2学年 大城心

3学年 平良勇樹

6月23日 第1回実用数学技能検定

＜５級二次合格＞

２学年 大城心

＜４級一次合格＞

１学年 知念律樹

２学年 玉城志将

＜５級合格＞

３学年 屋嘉比翔

＜４級合格＞

２学年 山城乃天、宮城尊樹

３学年 内間啓太、宮里桃子

＜３級合格＞

３学年 知念航哉

６月２３日～２４日 第６４回全日本中学校通信陸上競技(沖縄)大会

1年女子 砲丸投 1位 友寄桜香

共通男子4×100ｍＲ 2位

嵩原安遵 橋口翔 照屋隆翔 大城凪海

共通女子 四種競技 2位 上間直葉

共通男子 棒高跳 3位 大城凪海

共通男子 四種競技 3位 照屋隆翔

1年女子 100m 3位 大城乃笑

6月27日 日本漢字能力検定

＜5級合格＞

内間裕丸

7月7日 第28回北部地区吹奏楽コンクール

吹奏楽部 銀賞

7月8日 第24回琉球民謡伝統協会民謡芸能際

＜優秀賞＞

1学年 古堅広空、知念珠音、名嘉山茉耶、与

那城しちり、成田琴乃

2学年 島袋優生、田本七海、照屋月美

＜新人賞＞

1学年 黒川真帆

7月14日～15日 第38回沖縄県中学校夏季陸上競技大会

男子低学年100mH 1位 橋口翔

男子共通 三段跳1位 大城凪海

女子低学年4×100ｍR1位

荻堂椎菜、大城乃笑、藤本マリア、長嶺涼風

男子共通４×100mR 2位 橋口翔

男子共通4×100mR 2位

橋口翔、照屋隆翔、大城凪海、嵩原安遵

男子共通 棒高跳3位 大城凪海

女子共通100mH3位 上間直葉

女子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｳﾛｰ3位 大城桃

7月15日 題60回沖縄県中学校相撲協議大会

団体戦3位

2学年 新川将吏、与那城沢磨、島袋偉海

個人戦 4位 島袋偉海（九州大会派遣）

7月18日 第1回実用技能英語検定

＜3級二次試験合格＞

1学年 大城りいあ、与那城しちり、

3学年 与那城茉莉花、知念航哉、内間藍

照屋葵

＜準2級二次試験合格＞

2学年 大城心

3学年 平良勇樹

8月7日 平成30年度B&Gマリンスポーツ沖縄県大会

25m自由形１位、50m自由形1位

２学年 新垣星怜



８月９日～１０日 第40回九州中学校陸上競技大会【佐賀県】出場

共男三段跳・共男4×100mR 大城凪海

共男4×100mR 照屋隆翔、嵩原安遵、島袋翔琉

橋口翔、儀保賀丸

低男100mH【決勝進出】橋口翔

低女4×100mR 長嶺涼風、荻堂椎菜、名城羽佑

大城乃笑、藤本マリア、大城 桃

８月１０日～１２日 2018アジアユース人材育成・ネットワーク形

成事業アジア高校生との文化語学交流伊江島プ

ログラム

１学年 黒川真帆、大城りいあ、棚原夢愛、

宮城梨里香、八巻愛波、上地亮緯、友寄桜香

２学年 玉城志将、宮城菜々美

８月１８日 北部地区ソロコンテスト

トランペット 銀賞 ３学年 東江樹奈

８月２１日 沖縄県委託事業平成30年度子供化学技術人材育

成事業サイエンス・リーダー育成講座中学生プ

ロジェクト

２学年 玉城志将

９月１日～２日 沖銀杯第49回全沖縄ジュニア陸上競技大会

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ1位 与那城琉斗（全国大会出場）

110mJH 2位 阿波根大河

110MH 3位 橋口翔

走り幅跳び 3位 橋口翔

９月４日 第33回「少年の主張」国頭地区大会

優良賞 ３学年 知念航哉

９月１５日 高円宮杯英語弁論国頭地区英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ

最優秀賞 ３学年 赤嶺優奈（県大会出場）

優良賞 ３学年 島袋愛彩

９月２２日 第45回国頭地区中学校陸上競技大会

総合優勝 男子2位、女子2位

女子共通200Ⅿ １位 長嶺涼風

女子共通100Ⅿ 1位 照屋葵

女子1年100M １位 大城乃笑

女子2年100M １位 長嶺涼風

女子共通100MH１位 上間直葉

男子共通110MH１位 橋口翔

男子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ１位 与那城琉斗

男子2年100M １位 橋口翔

女子共通Bﾊﾟｰﾄ4×100MR 1位

阿慶田空南、照屋葵、知念美明、上間直葉

女子1年Bﾊﾟｰﾄ4×100MR 1位

島袋愛琉好、大城乃笑、大城桃、藤本ﾏﾘｱ

女子２年Bﾊﾟｰﾄ4×100MR 1位

兼謝名沙帆、長嶺涼風、名城羽佑、荻堂椎菜

男子共通Bﾊﾟｰﾄ4×100MR 1位

橋口翔、大城凪海、嵩原安遵、照屋隆翔

男子共通400M 2位 照屋隆翔

男子共通200M 2位 嵩原安遵

男子共通棒高跳 2位 大城凪海

男子共通走幅跳 2位 阿波根大河

男子2年走高跳 ３位 島袋翔琉

女子共通走幅跳 ３位 照屋葵

女子共通800M ３位 大城緋乃

男子共通100M ３位 大城凪海

男子2年Bﾊﾟｰﾄ4×100MR ３位

島袋翔琉､大城心､儀保賀丸､与那城沢磨

８月３１日 龍賓書道會第十八回龍賓学生誌上展

特選 ２学年 宮城菜々美

金賞 １学年 上地亮緯、宮城梨里香

２学年 大城かの

３学年 内間藍

９月２５日 離島フェア２０１８絵画コンクール

入賞「夕暮れの城山」

2年 下門美優菜

１０月６日 高円宮杯第70回全日本中学校英語弁論大会

沖縄県大会

優良賞 ３学年 赤嶺優奈

１０月１２日～１３日 第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会2018

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ出場 与那城琉斗

１０月２０日 第６０回沖縄県中学校陸上競技大会

男子2年100ｍ 2位 橋口翔

男子共通110MH ３位 橋口翔

男子共通４×100ｍ 3位

嵩原安遵・大城凪海・橋口翔・照屋隆翔

女子1年４×100ｍ 3位 大城乃笑

男子共通棒高跳び 3位 大城凪海

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 3位 与那城琉斗

１０月２１日 第10回学校対抗英語Spelling contest嘉手納町

１学年 大城りいあ、与那城しちり、黒川真帆

２学年 大城かの、上間仁来、与那城沢磨

１０月２８日 第２回実用数学技能検定

＜３級合格＞大城凪海

＜４級合格＞嵩原安貴、大城心暖、内間朱里

＜３級一次＞内間啓太、嵩原安遵、上間直葉、照屋葵

１０月２９日 沖縄ﾀｲﾑｽ社主催「第６６回全琉小・中・

高図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ」

＜図画の部＞

優秀賞 ２学年 与那城沢磨

佳作 １学年 玉城叶望

２学年 上間仁来、３学年 上間直葉

＜書道の部＞

佳作 １学年 玉城叶望、大城りいあ

２学年 宮城菜々美、大城かの

３学年 照屋葵

１１月４日 第１９回創造ｱｲﾃﾞｨｱﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ沖縄

県中学生大会

＜基礎部門＞

１位 １学年 上地亮緯（九州大会出場決定）

３位 １学年 儀間敦聖

＜映像部門＞

審査員賞 前川優太、玉城志将（九州大会出場決定）

１１月１４日 第２回実用英語技能検定

＜５級合格＞

１学年 橋口優、成田琴乃、儀間敦聖、大城乃笑,

赤嶺喬也、赤田雅透、山城建次、宮城梨々香、

藤本ﾏﾘｱ、照屋翔希、知念稀琉、榎本美海、

内間新、石川美葉、新川静香、阿慶田空海

２学年 長嶺涼風、仲宗根旋、知念優利阿、

儀保賀丸、兼謝名莉夢、荻堂椎菜、屋嘉比美波



比嘉音羽、比嘉桜人、橋口翔、知念俊幸、

知念駿翔、田本七海、島袋花鈴、兼謝名沙帆

３学年 知念龍玖、阿波根大河

＜４級合格＞

１学年 松川莉穂、玉城叶望,内間朱里,八巻愛波

２学年 宮城菜々美、前川優太、嵩原安貴、

島袋琉世、宮城尊樹、玉城志将、大城心暖

３学年 玉城祐希、志良堂清賀、内間啓太、

東江樹奈、小橋川玲華、照屋隆翔

＜３級合格＞

２学年 照屋月美、上間仁来、山城乃天、与那城沢磨、名城羽佑

３学年嵩原安遵、赤嶺優奈、島袋愛彩、並里奏,宮里桃子、並里祐輔

＜準２級合格＞

2学年 大城かの

11月14日 第26回国頭地区小中学校児童生徒童

話お話し意見発表会

優秀賞 2学年 与那城沢磨、島袋花鈴

11月18日 第24回国頭地区中学校総合文化祭

＜舞台の部＞

■琉球舞踊「ゼイ」 ＊県中文祭出場決定

2学年 知念優利亜、島袋花鈴、上間仁来、山城乃天

■英語弁論[to be a welcomgnchu]

3学年 赤嶺優奈

■フラダンス「シンカヌチャ」

1学年 名嘉山茉耶、泉川友奈、八巻愛波、石川美葉

2学年 新垣星怜

＜展示の部＞

■書道部門

1学年 玉城叶望、上地亮緯

2学年 大城かの、宮城菜々美

11月18日 国頭地区数学オリンピック

優勝

3年 大城凪海、知念航哉

2年 大城心

11月18日 国頭地区中学校音楽発表会

全校生徒合唱「時の旅人」

3学年合唱「ＣＯＳＭＯＳ」

11月20日 平成30年度中学生の「税について」の作文

沖縄県納税貯蓄組合連合会 優秀賞

3学年 知念美明「命の税金」

与那城茉利花「あなたの税金が未来を作る」

北部青色申告納税貯蓄組合 組合長賞

3学年 内間希羽「税を納める意味とは」

11月30日 第38回全国中学校人権作文ｺﾝﾃｽﾄ沖縄県大会

奨励賞 1年生 内間朱里

12月1日～2日 第20回創造ｱｲﾃﾞｨｱﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ九州

地区中学生大会鹿児島大会

基礎部門 優勝

1学年 上地亮緯、知念康史、儀間敦聖、照屋翔希

映像部門 敢闘賞

1学年 黒川真帆

2学年 前川優太、玉城志将

12月9日 沖縄県中学校総合文化祭国頭地区代表

琉球舞踊「ゼイ」

2学年 知念優利亜、島袋花鈴、上間仁来、山城乃天

【全国大会出場決定2019年8月富山県開催】

12月10日 第72代生徒会役員選挙

会 長 上間仁来

副会長 新川将吏、宮城菜々美

議 長 与那城沢磨、橋口優

書記・会計 玉城志将、知念康史

1月5日 第65回全国少年新春書道展

入選（半切部門）１学年 玉城叶望

１月１２日 第１５回国頭地区中学校新人相撲大会

団体優勝

１学年 上田隼大、知念康史、長嶺銀大

個人の部 準優勝

１学年 知念康史

ベスト８

１学年 上田隼大、長嶺銀大

１月１４日 第３８回新春全沖縄合唱発表会

２年１組

１月２６日 第１９回全国中学校創造ものづくり教育フェア

パソコン入力コンクール

つくば科学万博記念財団理事長賞

２学年 大城かの

優秀賞

山城乃天、宮城菜々美

基礎部門

優秀賞

１学年 知念康史、上地亮緯、儀間敦聖、照屋翔希

2月16日 伊江村福祉祭418（よい歯）の表彰

１５年間虫歯ゼロ治療ゼロ生徒

良い歯で賞 3学年 宮里桃子

健康川柳 最優秀賞 古堅広空

優秀賞

1学年 黒川真帆、与那城しちり

2月16日 第17回創造ｱｲﾃﾞｨｱﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ沖縄

県中学生新人大会

基礎部門

優勝 1学年 黒川真帆

準優勝 1学年 コ・ジェスン

2月17日 第57回全沖縄児童生徒書き初め展

銀賞 1年 玉城叶望

銅賞

1年 上地亮緯、大城りいあ、宮城梨里香

2年 宮城菜々美、大城かの

3年 照屋葵

平成31年度（令和１） 第35回成田山全国競技大会（書道）

4月2日 秀作金剛賞

３学年 大城かの

２学年 大始祖りいあ、上地亮井、玉城叶望

１学年 崎浜輝光

4月13日 第27回伊江島1周マラソン

中学生男子の部2位 3学年 具志堅輝翔

中学生女子の部3位 3学年 宮城菜々美

4月20日 第22回ﾎﾃﾙゆがふいんおきなわ杯争奪

国頭地区中学校野球大会

伊江２－１久志



4月21日 芳魂の塔平和祈願祭

3学年 上間仁来、宮城菜々美、玉城志将

2学年 橋口優

4月25日 2019年度海外短期留学派遣決定者

3学年 上間仁来、名城羽佑、与那城沢磨

2学年 与那城しちり、上地亮井

4月27日 第22回ﾎﾃﾙゆがふいんおきなわ杯争奪

伊江中２－０屋部中

伊江中０－６今帰仁 （伊江中3位）

第54回地区中学校春季バスケット大会

【男子】伊江中３１－７０東江

【女子】伊江中２２－４４東

第30回地区中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ個人選手権

比嘉・知念０－４宜野座

新垣・屋嘉比０－４宜野座

兼謝名・大宮中１－４名護

第59回全沖縄中学校ﾊﾞﾚｰ選手権大会

伊江中２－０桑江中

伊江中０－２小禄中

第28回地区中学校春季サッカー大会

準決勝 伊江中２－１羽地中

決勝 伊江中１－７大宮中 （伊江中準優勝）

優秀選手賞 3学年 嵩原安貴

第33回海洋博マーチングfestival

吹奏楽部 優秀賞

4月28日 第70回沖縄県陸上競技選手権大会兼

国民体育大会選考会

男子B100M 第3位 11秒38

3学年 橋口翔

琉球民謡伝統協会第25回民謡ｺﾝｸｰﾙ

（三線の部）

最高賞

3学年 照屋月美

2学年 成田琴乃、名嘉山茉耶、与那城しちり

知念珠音

5月3日 第41回OTV杯沖縄県相撲選手権大会

団体優勝

3学年 島袋偉海、与那城沢磨、新川将吏

2学年 長嶺銀太

5月11日 第30回全国都道府県中学校相撲選手

権大会沖縄県1次予選

個人戦優勝

3学年 島袋偉海

第36回新報北部ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会

伊江２－０伊豆見・名護

東江２－０伊江（北部ﾍﾞｽﾄ８）

5月19日 第41回沖縄県中学校陸上競技選手権

大会

男2，3年三段跳 1位 3学年 島袋翔琉

女2，3年１００M 2位 3学年 長嶺涼風

男2，3年１００M 1位 3学年 橋口翔

女2，3年走り幅跳 4位 3学年 名城羽佑

女2，3年砲丸 5位 2学年 友寄桜香

共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸスロー 6位 2学年 友寄桜香

男2，3年400M 7位 3学年 儀保賀丸

女2，3年走り幅跳 7位 1学年 八前華

女2，3年砲丸投 8位 2学年 大城りいあ

男子400MR4位

3学年 大城心、橋口翔、島袋翔琉、儀保賀丸

女子400MR7位

3学年 兼謝名沙帆、長嶺涼風、荻堂椎菜

2学年 大城乃笑

6月1日 第46回地区中体連夏季総体体育大会

野球部

①伊江３－２久志

②伊江0－８名護

敗者復活戦 伊江１－２大宮

女子ﾊﾞﾚｰ部

①屋部２－０伊江

女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部団体

①伊江２－１国頭

②名護３－伊江

5・6位決定戦 大宜見２－０伊江

7位決定戦 金武２ー０伊江

女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部個人戦

比嘉・知念３－０今帰仁

比嘉・知念０－３屋部

屋嘉比・新垣３－０名護

屋嘉比・新垣０－３大宮

サッカー部＊県大会出場

①ｼｰﾄﾞ伊江４－０宜野座

②伊江２－３羽地 （伊江3位入賞）

男子バスケット

①伊江２７－４１本部

女子バスケット

①伊江２８－５１本部

6月9日 令和元年度デンタルフェア

よい歯の子 3学年 田本七海

6月15日 国頭地区英語ストーリーコンテスト

奨励賞 3学年 大城かの、上間仁来

6月15日～ 第65回全日本中学校通信陸上競技大会

16日 男子共通200M 1位 3学年 橋口翔

男子3年100M 1位 3学年 橋口翔

共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 3位 3学年 島袋翔琉

男子共通４×100MR 4位

3学年 橋口翔、島袋翔琉、儀保賀丸、大城心

共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 5位 2学年 友寄桜香

女子2年100M 5位 2学年 大城乃笑

女子2年100M 7位 2学年 島袋愛琉好

男子共通棒高跳 7位 3学年 大城心

男子共通400M 7位 3学年 儀保賀丸

女子共通砲丸投 8位 2学年 友寄桜香

6月15日 第30回全国都道府県中学生相撲選手

権大会沖縄県二次予選

2位 3学年 島袋偉海（全国大会派遣）

6月19日 第1回実用英語検定合格者

準２級1次 ３学年 上間仁来

２学年 与那城しちり

３級1次 3学年 宮城菜々美

2学年 内間朱里、八巻愛波



４級 ３学年 島袋優生、下門美優菜、

2学年 内間新

５級 ２学年 平良真暉、棚原夢愛

１学年 知念和空、島袋美羽、大城泰士

7月4日 第1回日本漢字能力検定

3級 3学年 与那城沢磨

4級 2学年 上地亮井、古堅広空

7月6日 第29回北部地区吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ

銀賞

7月13日 第61回沖縄県中学校相撲競技大会

個人戦3位 3学年 島袋偉海（九州全国派遣決定）

団体戦4位 3学年 島袋偉海

2学年 上田隼大、知念康史、長嶺銀大

7月13日～ 第39回沖縄県中学校夏季陸上競技大会

14日 男女共通110MH 2位

3学年 橋口翔（全国大会出場決定）

男女共通三段跳 3位 3学年 島袋翔琉

男共通４×１００MR 3位

3学年 大城心、儀保賀丸、島袋翔琉、橋口翔

女共通４×１００MR 3位

3学年 荻堂椎菜、長嶺涼風邪

2学年 島袋愛琉好、大城乃笑

7月16日 第1回実用英語技能検定2次試験

準2級 3学年 上間仁来、2学年 与那城しちり

3級 3学年 宮城菜々美、2学年 内間朱里

7月20日 第53回沖縄県中学校サッカー競技大会

①伊江中０－９長嶺中

7月25日 第21回地区1年生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

男子

①伊江２８－３８久部

②伊江３１－３７宜野座

女子

①伊江３７－３５羽地

②伊江１７－３１今帰仁

準決勝 伊江１９－４９名護

7月29日 沖縄県吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ

奨励賞

8月3日 第23回地区中学校1，2年生ﾊﾞｽｹ大会

7月31日～ 男子

①伊江３９－４８屋我地

女子

①伊江１３－７１本部

8月4日 第58次沖縄豆記者団

3学年 玉城志将

8月1日 フレンドシップイン九州

2学年 橋口優

8月3日 第60回本部地区防犯青少年健全育成

野球大会

①伊江０－４今帰仁A

②伊江０－８本部B

第38回沖縄県中学校1年生バレー大会

①伊江０－２玉城

②伊江２－０具志川

8月6日 令和元年度B&Gﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ沖縄県大会

中学校男子２５M自由形 1位

1学年 新垣颯大

中学校男子５０M自由形 1位

1学年 新垣颯大

中学校女子２５M自由形 3位

3学年 新垣星怜

中学校女子５０M自由形 1位

3学年 新垣星怜

8月7日 第41回九州中学校陸上競技大会

１１０MH予選5位 3学年 橋口翔

8月8日 大47回九州中学校相撲競技大会

参加賞ﾍﾞｽﾄ16 3学年 島袋偉海

8月11日～ 第39回地区中学校新人野球大会

12日 ①伊江７－３上本部

②伊江１－８本部

8月16日～ 沖電工杯第53回沖縄県ｻｯｶｰ祭C組国

18日 頭地区 3位

予選ﾘｰｸﾞ①伊江１４－０宜野座

予選ﾘｰｸﾞ②伊江８－１国頭伊是名

2位ﾘｰｸﾞ①伊江８－０東江

2位ﾘｰｸﾞ②伊江１－０名護

8月17日～ 令和元年度全国中学校体育大会第49

18日 回全国中学校相撲選手権大会

個人予選2勝1敗 島袋偉海

決勝ﾘｰｸﾞ1回戦敗退 島袋偉海

8月22日 創造ｱｲﾃﾞｨｱﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ

活用部門3位 3学年 玉城志将

活用部門 3位、基礎部門 優勝

3学年 前川優太

活用部門 準優優勝、基礎部門 3位

2学年 知念康史

活用部門 優勝 2学年 儀間敦聖

基礎部門 準優勝 1学年 中村蓮

基礎部門 3位 1学年 林來愛

8月23日 第19回全国中学校総合文化祭沖縄県

代表琉球舞踊「ゼイ」

3学年 知念優利亜、島袋花鈴、山城乃天

上間仁来

8月24日 第46回全国中学校陸上競技選手権大

会出場

3学年 橋口翔

8月24日～ 第50回全沖縄ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権開会

25日 女少年B１００M 2位 3学年 長嶺涼風

女ABC共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 3位 2学年 友寄桜香

女ABC共通４×１００MR 4位

3学年 兼謝名沙帆、長嶺涼風

2学年 島袋愛琉好、大城乃笑

女ABC共通砲丸投 7位 2学年 橋口優

女ABC共通４×１００MR 8位

3学年 荻堂椎菜

2学年 藤本ﾏﾘｱ、大城りいあ

1学年 八前華

男少年A１００M 1位 3学年 橋口翔

女少年B砲丸投 4位 2学年 友寄桜香

女少年C走り幅跳 6位 2学年 島袋愛琉好

男ABC共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 6位 3学年 島袋翔琉



9月１日 第55回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ東京大会聖火宿泊記

念久志駅伝大会

4区 3位 3学年 具志堅輝翔

9月12日 第34回「少年の主張」国頭地区大会

優良賞 3学年 兼謝名沙帆

9月14日 高円宮杯第71回全日本中学校英語弁

論大会沖縄県国頭地区予選大会

優良賞 1学年 キムテソン、島袋美海

9月28日 第46回国頭地区陸上競技大会

総合3位（女子2位、男子4位）

女子共通Bﾊﾟｰﾄ４×１００MR １位

3学年 兼謝名沙帆、荻堂椎菜

2学年 大城りいあ、長嶺涼風

男子共通Bﾊﾟｰﾄ４×１００MR 1位

3学年 与那城沢磨、橋口翔、嵩原安貴、島袋翔琉

女子1年Bﾊﾟｰﾄ４×１００MR 1位

大城琵那、八前華、崎浜輝光、大城香琳

女子2年Bﾊﾟｰﾄ４×１００MR 1位

大城桃、大城乃笑、藤本ﾏﾘｱ、島袋愛琉好

女子共通２００M 1位 3学年 長嶺涼風

女子共通１００M 1位 3学年 長嶺涼風

女子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 1位 2学年 友寄桜香

男子共通１００M １位 3学年 橋口翔

男子共通１１０MH 1位 3学年 橋口翔

男子2年走り幅跳 2位 2学年 内間裕丸

男子1年Bﾊﾟｰﾄ４×１００MR 2位

小那覇琉斗、大城泰士、島袋天晴、崎浜瑠翔

男子2年Bﾊﾟｰﾄ４×１００MR 3位

志良堂桜介、内間裕丸、仲村将太、山城建次

男子共通走り高跳 3位 3学年 島袋翔琉

女子共通１００MH 3位 2学年 島袋愛琉好

女子1年８００M 3位 名城来唯

男子1年１００M 3位 大城泰士

女子2年１００M 3位 大城乃笑

男子1年走り幅跳 3位 大城泰士

9月30日 令和元年度JA共済全国小中学生交通

安全ポスター地区ｺﾝｸｰﾙ

優秀賞 1学年 小那覇琉斗

優良賞 1学年 崎浜輝光、知念和空

2学年 上地亮井、友寄桜香、橋口優

3学年 儀保賀丸、屋嘉比美波、大城心、田本七海

令和元年度JA共済全国小中学生書道

地区ｺﾝｸｰﾙ

条幅の部 優秀賞

1年生 大城香琳

2年生 大城りいあ

3年生 大城かの

半紙の部 優秀賞

3学年 宮城菜々美

2学年 玉城叶望

半紙の部 優良賞

2学年 上地亮井、宮城梨里香

9月 第19回龍賓学生誌上展

特選 1年 大城香琳

銀賞 2年 上地亮井

10月11日 令和元年度青少年深夜徘徊未成年者

飲酒防止ポスター

優秀賞 2学年 金城千広、榎本美海

10月19日 第61回沖縄県中学校陸上競技大会

男共通１００M 1位 3学年 橋口翔

男共通１００MH 2位 3学年 橋口翔

男共通４×１００MR 国頭B 1位 橋口翔

女共通２００M 2位 3学年 長嶺涼風

女共通１００M 2位 3学年 長嶺涼風

女共通４×１００MR 国頭B ２位 長嶺涼風

女共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 8位 2学年 友寄桜香

女2年４×１００MR 国頭B 2位 大城乃笑

男1年４×１００MR 国頭B 2位 大城泰士

第36回琉球新報杯小中相撲大会

10月26日 中学校個人3位 島袋偉海

10月30日 第67回全琉小中高校図画作文書道コ

ンクール

書道佳作 3学年 大城かの 宮城菜々美

書道優良賞 2学年 玉城叶望

絵画優良賞

3学年 下門美優菜、与那城沢磨

11月2日 男子第44回女子第35回国頭地区中学

校駅伝大会（女子11位、男子12位）

11月4日 第20回創造ｱｲﾃﾞｨｱﾛﾎﾞｯﾄ沖縄県中学

生大会

基礎部門1位 2学年 儀間敦聖

基礎部門3位 1学年 中村蓮

活用部門1位 2学年 儀間敦聖

活用部門2位 2学年 上地亮井

活用部門3位 2学年 知念康史

活用部門3位 3学年 前川優太、玉城志将

1学年 中村蓮

応用部門3位 ２学年 儀間敦聖

１１月１３日 第２７回国頭地区中学校意見発表会

優秀賞 ２学年 古堅広空、玉城叶望

１１月１５日 日本PTA全国協議会年次表彰

令和元年度優良PTA文部科学大臣賞

令和元年度公益社団法人日本PTA全

国協議会会長賞

１１月２１日 令和元年度中学生の「税についての作文」

沖縄県納税貯蓄組合連合会優秀賞

３学年 大城かの

北部青色申告納税貯蓄組合優秀賞

３学年 大城心

１１月２３日 第４６回国頭地区中学校新人野球大会

伊江１－２屋部

１１月２４日 地区アンサンブルコンテスト銀賞

１学年 中村蓮、仲舛柚乃、林來愛、宮里紅葉、

２学年 八巻愛波、松川莉穂、泉川友奈、成田琴

乃、名嘉山茉耶、内間朱里、与那城しちり、

１１月３０日～ 第４６回国頭地区中学校新人ﾊﾞﾚｰ大会

１２月１日 ベスト８

優秀選手賞 阿慶田空南

１１月３０日 第４６回地区中学校バスケ大会

男子



①伊江４８－４２東

②伊江３３－６４羽地

女子

①伊江５－８５今帰仁

１２月１日 第４６回地区中学校新人サッカー大会３位

１２月７日 第５６回北部支部読書感想文・感想画ｺ

ﾝｸｰﾙ

優秀賞

３学年 前川優太 １学年 島袋美海

１２月１４日～ 第２１回創造ｱｲﾃﾞｨｱﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ九州

１５日 地区中学生大会

基礎部門優勝

２学年 儀間敦聖、上地亮井、知念康史

活用部門３位

２学年 上地亮井 １学年 林來愛、宮里紅葉

1月5日 第66回全国少年新春書道展半切部門

入選 1年 崎浜輝光

1月11日 第26回国頭地区中学校新人相撲大会

2年の部団体 優勝

上田隼大、長嶺銀大、知念康史

2年の部団体 準優勝

志良堂桜介、古堅広空、平良真暉

2年の部個人 優勝 上田隼大

2年の部個人 準優勝 長嶺銀大

2年の部個人 3位 知念康史

2年の部個人 4位 平良真暉

1年の部団体 優勝

大城泰士、松川陽斗、崎浜瑠翔、新垣颯太

1年の部団体 4位

島袋一惺、知念和夢、髙吉愛玖

1年の部 個人 優勝 蔵下琉己也

1年の部 個人 4位 大城泰士

１月１１日 第51回琉球新報旗争奪中学校新人バ

レーボール大会

1回戦シード 浦添２－０伊江

1月18日 第26回国頭地区中学校1年生野球大会

1回戦 伊江６ー１本部

1月25日 第1回阿部慎之助杯争奪国頭地区中

～26日 学校軟式野球大会

1回戦 久部３ー２伊江

第54回沖縄県中学校新人バスケットボ

ール選手権大会

女子1回戦 シード

女子2回戦 美里８２ー２０伊江

男子1回戦 シード

男子2回戦 古堅７８ー５２伊江

第23回国頭地区中学校春季バレーボ

ール大会

1回戦 羽地２ー１伊江

2回戦 伊江２ー０東江

3回戦 伊江２ー０伊豆見・名護

準々決勝 名護２－１伊江

☆優秀選手賞 阿慶田空南

第20回全国中学生ものづくり教育フェア

パソコン入力 優秀賞 2年 内閒朱里

ﾒｰﾙｺﾝﾃｽﾄ 全国中学校産業教育教材振興協会

長賞 2年 内閒朱里

優秀賞 3年 大城かの

優秀賞 2年 八巻愛波

創造ｱｲﾃﾞｨｱﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ

基礎部門 競技順位賞 １位

審査員特別賞

2年 上地亮緯、儀間敦聖、知念康史

2月1日～ OFA第53回沖縄県中学校（U-14）サッ

16日 カー大会

1回戦 伊江１－０港川

2回戦 伊江３ー３ PK４－３糸満

3回戦 伊江２－０潮平

4回戦 伊江

5回戦 伊江１－３長嶺

3位 北九州親善試合出場決定

2月13日 第56回全沖縄青少年読書感想文・感

想画コンクール

【中学校・自由】

最優秀賞 1学年 島袋美羽

3月7日 第72回卒業式

男子18名、女子19名、計37名

3月19日 修了式・離任式

3月27日 離任職員フェリー見送り


