
〒905-0424 沖縄県今帰仁村字仲尾次540番地-1

TEL:(0980)56-2401  FAX:0980(56)-3726

北山高等学校 部活動紹介

軽音部
部長：上原サクラ(今帰仁中出身)

副部長：真栄田星花海(今帰仁中出身)

生物部
顧問：北村崇明
部長：伊豆原滉一朗(上本部中出身)

ボランティア部
部長：渡具知李音(名護中出身)
副部長：金城聖羅(上本部中出身)

ハワイアンフラ部

部長：仲里香蓮(今帰仁中出身)

副部長：金城咲良(今帰仁中出身)

家庭クラブ
部長：仲里紅(今帰仁中出身)

副部長：島袋貴穂(大宮中出身)

４月 入学式・校内実力テスト①・部紹介・新入生歓迎球技大会

５月 生徒総会・PTA総会・三者面談・中間考査

６月 県高校総体・高校野球県大会・期末考査

７月 オープンスクール・遠足・終業式

９月 始業式・校内学校説明会・校内実力テスト②・北山祭（文化祭）

１０月 中間考査・県新人大会

１１月 インターンシップ（１年）・理科野外実習（１年）・県駅伝大会

１２月 校内ロードレース大会・芸術鑑賞・終業式

１月 始業式・卒業考査（３年）・センター試験・県新人駅伝

２月 ダンス発表大会（１・２年）・予餞会・学年末考査・進路の日

３月 卒業式・校内大清掃・終了式・離任式・新入生オリエンテーション

学校行事

【活動経歴・内容】

・８月 ： １日お兄さんお姉さん事業
・９月,２月 ： 今帰仁村社会福祉協議会のふれあいまつり

新春もちつき大会
・４月 ： 古宇利島マジックアワーRUN in 今帰仁村

【活動アピール】

地域の行事にボランティアスタッフとして関わり、各行事多くの方と
交流できます。部員大募集中なので、ぜひ入部してみて下さい。

【活動経歴】
・H27 同好会から部活動に昇格

ガクアル主催高校生ダンスコンテスト（特別賞）
・H28 伊江島ユリ祭りに出演
・H29 ホテルモトブオリオン野外ステージに出演
・H30 ｱﾛﾊﾋﾟｸﾆｯｸ2018犬猫ﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄに出演

いいな運天港いちゃり場まつりに出演
【活動アピール】
私達は、県内唯一のハワイアンフラ部です。主に地域のお祭り
やイベント、学校行事などに出演しています。少人数ですが、
1人1人の個性が強く楽しい部活です。北山高校でしかできない
青春を味わいませんか？

【指導経歴】
・全国高等学校総合文化祭出場（５年連続） ※文化庁長官賞受賞
・九州大会出場（４回） ※優良賞受賞・日本学生科学賞（入選２回） ・OIST主催SCORE!（３位・４位入賞）
・全国野生生物保護実績発表大会出場（日本野鳥連盟会長褒賞）
・真和志高校環境科学部顧問、宮古高校生物部顧問、辺土名高校ｻｲｴﾝｽ部顧問
【部活実績】
・H30九州高等学校理科教育研究発表大会 佐賀大会 研究発表 生物部門 優良賞
「今帰仁村内の河川調査Ⅱ ～瀬切れ現象からの水生生物の回復過程について～」
・沖縄青少年科学作品展 主催：沖縄電力㈱ 環境奨励賞
・H30高校生による生物科学展 優秀賞 ・沖縄科学技術教育シンポジウム2018 ポスター発表 奨励賞
･日本環境化学会高校生ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：研究発表「今帰仁村内の河川調査」、「北山高校周辺の水質調査」共に敢闘賞
・世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦2018）学生会議 ポスター発表 ・SCORE！（主催：OIST）：英語で研究発表
・沖縄生物学会 ポスター発表
･なごｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ2019：ブース出展【北山高校生物部ﾎﾟｽﾀｰ展示・発表「沖縄の川と生き物について」 奨励賞
【現在の部員数】・2年生2人、1年生4人
【活動内容】・北山高校近隣河川（志慶真川、大井川）において、ｵｵｳﾅｷﾞを中心とした水生生物調査を実施中
・大井川の瀬切れについて研究中 ・校内の野鳥観察を実施中（北山高校生物カレンダー作成を検討中）

【活動内容】

・新入生オリエンテーションで、全入学生に手作りクッキーを
プレゼントしました。
・月に２～３回程度保育園に行き子どもたちと交流しています。
（16:30～17:30）
・お菓子や料理等の各種コンクールに出品します。
・地域の郷土料理の習得を目指します。

【現在の部員数】 5人

【活動経歴】
・後夜祭、予餞会への出演 ・村内イベント出演 ・ガクアルライブ
・他学校主催ライブ

【活動内容】 主に個人練習。イベント前にバンドとして練習をします。

【活動アピール】
部員全員で一つのバンドを組んでいます。自分の好きなジャンル・曲を、

みんなで練習して楽しく演奏しています。ほとんどが初心者からのスター
トなので、初めての方でも大歓迎です！

生徒会執行部

会長：仲嶺眞虎 (東中出身)
副会長：渡具知李音(名護中出身)

嘉手納樹京(県外出身)

吹奏楽部
部長：玉城紗和 (伊江中出身)
副部長：神里天音 (東江中出身)

【活動アピール】

少人数ですが、音楽が好きで集まった仲間です。

個人で吹くのも楽しいですが、みんなで合奏すると楽しさも

倍です。コンクールやコンテストはもちろん、文化祭や地域行事

への参加、学校行事でも活躍できますよ。

【活動内容】

生徒会は学校行事などで活動します。

主に新入生歓迎球技大会、北山祭後夜
祭、予餞会などで裏方として活躍してい
ます。これから北山高校の行事を盛り上
げたい人、あつまれ～！！

【定例会】 毎週火曜日（週１回）

【現在の部員数】 ２１人



運動系部活動（11）、文化系部活動（９）

自己を鍛錬し、充実した学校生活を送り、文武両
道を目指します。

男子バスケットボール部
顧問：新川優(H29～)
部長：山田陽(上本部中出身)

女子バスケットボール部
部長：金城聖羅(上本部中出身)

副部長：新城安紀(羽地中出身)

野球部
監督：津山嘉都真 顧問：中本昌弥

部長：宮里光(今帰仁中出身)

陸上部

顧問：仲宗根尚二 部長：新里正汰
(名護中出身)

駅伝部

顧問：大城昭子
部長：仲井間タイ剣人(国頭中出身)

女子部長：新城クリッサジェーン(国頭中出身)

サッカー部

部長：池間優亮（羽地中出身）
副部長：新垣宗舞(羽地中出身)

男子ソフトテニス部
主将：瑞慶山隼人(今帰仁中出身)

副主将：勝連偉琉 (羽地中出身)

女子ソフトテニス部
主将：我喜屋春華(名護中出身)

副主将：與那嶺寿枝(今帰仁中出身)

男子ホッケー部
部長：上里真斗(大宮中出身)
副部長：岸本恵夏(今帰仁中出身)

女子ホッケー部
部長：與那嶺愛海 (今帰仁中出身)

放送部

部長：藤野和音(今帰仁中出身)

副部長：嘉手納樹京(県外出身)

演劇部

部長：大城夢夏(屋部中出身)

副部長：玉城美空(今帰仁中出身)

【指導経歴】 大城昭子
・県高校駅伝大会優勝（９回）・準優勝（５回）
・県高校新人駅伝大会優勝（６回）・準優勝（３回）
・全国高校駅伝大会出場（９回）※最高順位34位
・全国都道府県対抗女子駅伝監督（H20～H28）
・県高体連駅伝専門委員長（H23～H29）
【部活実績】
・県高校駅伝 男子優勝９回・準優勝５回、女子優勝４回
・県新人駅伝 男子優勝２回・準優勝６回、女子優勝１回
【現在の部員数】 24人
【主な卒業生】島袋太佑（日本体育大学1年）

3000m 10000m 県高校記録保持者

・濱里正己※沖縄初の箱根駅伝出場者
（６区・区間４位）

・関口海月（旭化成陸上部）
※1500ｍ 5000ｍ 沖縄県記録保持者
【活動内容】 日曜日休日
・朝練習 6:00～7:30
・午後練習 16:20～18:30
①グランド整備は練習の一貫
②挨拶は大きく心を込めて丁寧に
③１回１回の練習を全力で
④練習の開始から終了まで止まらない
⑤練習は時間内に終了させる。

【活動実績】
・九州高等学校演劇コンクール出場

【現在の部員数】
・6人（役者4人 裏方2人）

【活動アピール】
一人一人の個性が豊かでにぎやかなメンバーです。
演劇に関しては皆素人ですが、「自分たちらしさ」を忘れず、
年に二回ある大会に向けて日々練習に励んでいます。

【部活実績】

・H28西日本６人制ホッケー選手権大会 高校生女子の部 優勝
・H28九州ウィンターカップホッケー大会 決勝トーナメント４位
・H29,30国民体育大会出場

【活動紹介】

・女子ホッケー部は県内に２校しかないため、合同で国体に出場したり

することができます。初心者でも楽しめる競技で、自分の実績にもつながり
ます。興味のある方は、ぜひ入部してみて下さいね。

【部活実績】
･H30県総体個人6位 全国・九州大会出場（我喜屋・與那嶺ペア）
・H30県新人大会個人4位 九州大会出場（我喜屋・與那嶺ペア）
・全沖縄高校対抗ソフトテニス大会 団体3位
・その他、多数の県大会でベスト8以上に進出

【活動紹介】
ラケット競技は難しいと感じる人は多いですが、コツをつかめば

上達の速い競技です。実際やってみると硬式に負けないぐらい楽し
いと思います。初心者でも大歓迎！一緒に県上位を目指しましょう。

【練習時間】
・放課後、校内や今帰仁村運動公園のコートで練習しています。

【部活実績】
・H29 全九州高等学校体育大会 出場
・H29 国民体育大会（九州ブロック大会ホッケー競技）出場
・H30 高校総体沖縄県大会準優勝
・H31 西日本リーグ(6人制) 決勝リーグ出場

【活動アピール】
みんなが初心者なので、高校から同じようにスタートをきる事ができます。

運動に自信がない人も自信がある人も皆同じことができるので、気軽に声
をかけて下さいね！

【活動内容】

・全体集会や行事での放送機器準備、音量調整などが主な仕事内容で
す。また、カメラマンとして校内行事の記録も行っています。

・村内だけでなく、今帰仁村内の祭りで浴衣コンテストの司会、船内アナ
ウンスもしています。

・今年は、NHK杯全国高校放送コンテストへの出場も考えています。

【中学生へ】
アナウンスに興味のある人、放送機器に興味がある人を募集して
います！

【指導者】 津山嘉都真監督（H27～） 中本昌弥（H30～）
【部活実績】 ※練習日：火曜日～日曜日
【部員数】 40名（選手37名・マネージャー3名）
・第100回沖縄県高等学校野球選手権大会 ベスト４

・第45回沖縄県高等学校野球新人北部地区大会 優勝
・第45回沖縄県高等学校野球新人大会 ベスト１６

･第68回沖縄県高等学校野球秋季大会 ベスト１６
･第43回沖縄県高等学校野球１年生大会 北部地区２位
・第43回沖縄県高等学校野球１年生大会 ベスト１６
･第66回沖縄県高等学校野球春季大会 ベスト４（第３シード獲得）
【活動アピール】「甲子園で勝つ」、チーム合言葉は「フルスイング」
・真剣に甲子園で勝つことを目標に取り組んでいます。

【活動実績】 H３０沖縄県高校総体（学校別男子総合得点3位）
・110mH（4位）…東江寬太（大宮中） ・110mH（4位）…志良堂茄南（伊江中）
・男子4×100mリレー（6位） 比嘉琉輝 新里正汰 仲村翔史 仲宗根尚
・女子4×400mリレー（６位）志良堂茄南 新城ｸﾘｯｻｼﾞｪｰﾝ 花田素佳 照屋琴実

H３０沖縄県高等学校新人体育大会（トラック総合２位 男子総合3位）
・110mH(2位)…東江寛太（大宮中） ・400mH(3位)…比嘉琉輝
・ヤリ投げ(2位)…山内東生（） ・100mH(2位)…志良堂茄南（伊江中）
・ヤリ投げ(3位)…照屋琴美（伊江中） ・100m(8位)…新里正汰
・棒高跳び(4位)…比嘉紘平() ・ヤリ投げ(7位)…金城匠真

・男子4×100mリレー（6位） 根路銘志雄 仲井間タイ剣人 新里正汰 比嘉琉輝
・200m(2位)…花田素佳() ・100mH(8位)…比嘉朋佳
・400mH(5位)…志良堂茄南
・女子4×100mリレー（６位） 比嘉朋佳 志良堂茄南 照屋琴実 花田素佳
・女子4×400mリレー（６位） 志良堂茄南 花田素佳 照屋琴実 比嘉朋佳

【活動実績】
・2017年中北部大会3部1位 ･2018年県高校総体出場

【活動内容】
・体育館で練習しています。火・金はトレーニングです。

【活動アピール】

・男子バスケットボール部は、部員みんな仲が良く、優しく
頼もしいです。まだ大きな実績はありませんが、今年はメ
ンバーが揃っており上を目指せると思います。初心者でも

先輩が丁寧に教えてくれるので大丈夫です！ぜひ体育館
に足を運んでみて下さい。

【昨年の活動実績】

・高校総体県予選 初戦突破 ･全国選手権大会県予選出場
・新人体育大会県予選出場

【活動アピール】

・北山高校サッカー部は、部員は少ないですが、一人一人の質は高く、部員同士・マネー
ジャーも仲が良いです。数年前に再結成され、強豪校との合同練習、県外高校との練習
を重ね、強豪校とも渡り合えるレベルになりました。先輩方の伝統を守り、優勝に向けて
練習やトレーニングを行うなど、日々努力を続けています。

【部活実績】
･H30沖縄県高校総体 団体戦・個人戦出場
・H30沖縄県新人体育大会 団体戦・個人戦出場

【活動紹介】

練習は女子部と一緒に行っており、主に基礎練習を行って
います。ソフトテニスは、初めての人でもすぐに上達するこ
とができ、初心者でも楽しめるスポーツです。楽しい雰囲気
で体を動かすことができ、大会にも出場できるので、是非
ソフトテニス部に入部して一緒に頑張りましょう！！

【活動時間】
・放課後練習 16:20～18:30

【活動内容】
・県新人体育大会出場 ・小橋川杯出場
・中部・北部合同春季大会出場 ・高校総体出場

【活動アピール】
・2018年年度は少ない人数でしたが、外部コーチの指
導のもと日々の練習を頑張ってきました。2019年度は

新入部員も加わり、新たな目標に向け、全員で声を
かけ合いながら頑張っています。個性派揃いのメン
バーでとっても楽しい部活です。是非、女子バスケ部
に入部してみて下さい！！

【活動内容】
・月～土 主に基本走を中心として、補
強でウエイトトレーニングやメディシン
ボールを使った練習をしています。

【活動アピール】
・中学生の皆さん、陸上競技部を堅いイ
メージと思っていませんか？ですが北山
高校陸上競技部はすごくにぎやかで、個
性豊かなメンバーがそろっています。も
ちろん練習になると集中しておたがいの
意識を高め合っています。皆さんが持っ
ている潜在能力に挑戦！素晴らしい顧
問のご指導で、きっと速くなります!!

女子バレーボール部
主将：與那嶺つむぎ 副主将：新城沙恵

(今帰仁中出身) (今帰仁中出身)

【部活実績】
・第7回高体連中・北部支部バレーボールリーグ冬季大会 ４部優勝

MVP 島袋瑠音

・高体連北部支部新人体育大会バレーボール女子 BEST6島袋瑠音

【活動アピール】
昨年立ち上げた女子バレー部は今年で活動2年目になります。2年生7人と
いう少ない人数ですが、全員で心を一つに日々の練習に励んでいます。
昨年は1年生ながら、中北部リーグ4部で優勝し、今年度からは3部で戦うこと

になりました。明るく楽しいメンバーなので、初心者・経験者問わずとても入り
やすい雰囲気です！女子バレー部への入部お待ちしています。


