
防府市立華陽中学校 沿革の概要 

 
昭和 23年度  ４月１日開校 校区(中関中学校・向島中学校及勝間中学校区の一部) 
 
昭和 29年度  ４月 特殊学級設置(１学級) 10月 校舎改築第１期工事 30年 9月 

 第２期工事 
昭和 32年度  ７月 本館落成     12月 21日 本校創立１０周年記念式挙行 
昭和 37年度  ５月 体育館竣工   ３月 校門建設 
昭和 39年度     華陽中教育後援会設立  技術室１棟竣工 
昭和 41年度     ＮＨＫ合唱コンクール山口県１位(２年連続) 中国地区第１位 
昭和 42年度  ９月 県健康優良学校として表彰される(連続４か年) ２月 創立２０ 

周年記念式典挙行 
昭和 44年度  ２月 「美しい心」の碑の建設 除幕式挙行 
昭和 53年度  ３月 防音校舎工事竣工 54年 11月 新校舎竣工式 
昭和 54年度  ４月 生徒指導研究推進校指定 (文部省) 55年 10月同研究成果発 
          表 
昭和 56年度  ８月 バレーボール男子中国大会２位 全国大会出場 
昭和 57年度  ８月 バレーボール男子全国大会出場  
昭和 58年度  ５月 職員室拡張工事 10月 中四国技術・家庭科研究大会会場校 
昭和 59年度  ２月 よい歯の学校として山口県教育長賞(16回目) 
昭和 60年度  ８月 バレーボール部女子全国大会出場 卓球部男子全国大会出場 
昭和 61年度  ４月 数学科学習指導実験校 (山口県教委) ３月 北門の門扉完成 
昭和 62年度  ２月 創立 40周年記念式典挙行 ３月 校舎増築工事竣工 
昭和 63年度  ９月 校舎正面に校章装着 ２月 校訓碑建立 除幕式挙行 
 
平成２年度   ４月 運動部活動研究推進校指定 (文部省)  
平成４年度   ８月 柔道個人中国大会出場 剣道女子団体・個人全国大会出場 
平成５年度   ８月 剣道男子団体、柔道女子個人中国大会出場 卓球男子団体中国 

大会、全国大会出場 
平成６年度   ８月 軟式野球 ソフトボール 水泳個人 柔道個人中国大会出場 
           剣道男女個人全国大会出場 団体卓球男子(団体・個人)全国大 
          会出場 
平成７年度   ８月 バレーボール女子(中国大会１位全国大会出場) ソフトボール 

中国大会出場 
          剣道男女団体中国大会出場 剣道男女個人全国大会出場 
平成８年度   ６月 講堂竣工記念式典 
               ８月 剣道女子(中国大会１位全国大会出場） 剣道男子(中国大会３ 

位) 
卓球男子中国大会出場 

        ９月 全国中学校駅伝県予選女子１位 12月全国中学校駅伝大会女子 
11位 

平成９年度   11月 創立 50周年記念式典 12月全国中学校駅伝大会女子９位 
平成 11年度  ８月 剣道女子全国大会出場 柔道個人(全国大会５位) バドミント 

ン(中国大会３位) 
平成 12年度  ８月 陸上競技個人全国大会出場 剣道女子個人中国大会出場 卓球 

男子個人中国大会出場  陸上競技個人中国大会出場  
ソフトボール中国大会出場 



平成 13年度  ８月 ソフトボール中国大会１位 全国大会出場  ソフトテニス男子 
団体中国大会出場 

          陸上競技個人全国大会出場 剣道女子個人(全国８位)  
        ３月  卓球男子団体全国大会出場 
平成 14年度    ８月  柔道男子個人中国大会、全国大会出場 ソフトボ－ル（中国大 

会３位） 
                    卓球男子団体中国大会出場 バレ－ボ－ル男子中国大会出場 
                    バドミントン女子個人・団体中国大会出場 ソフトテニス男子個 

人中国大会出場 
平成 15年度   ８月 卓球女子団体（中国大会３位 全国大会出場） 

平成 16年度    ４月 「学力向上支援事業指定校」（文科省） 

               ８月 バレ－ボ－ル男子（中国大会２位 全国大会出場）  
バレ－ボ－ル女子中国大会出場 

                    柔道女子個人（中国大会３位） 柔道男子個人中国大会出場 
                    軟式野球中国大会出場 バスケットボール男子中国大会出場 

平成 17年度    ６月 「確かな学力育成のための実践研究指定」（文科省） 

               ８月  卓球女子団体中国大会出場  ソフトボ－ル中国大会出場 
平成 19年度    ８月  ソフトボール中国大会出場  バドミントン男子シングルス中国 

大会出場 
               11月 アイデアロボットコンテスト中・四国大会出場 

平成 20年度    ８月  軟式野球中国大会３位  卓球男子団体中国大会出場     

                    バドミントン男子シングルス中国大会出場 
               ９月  「ごはん・お米とわたし」作文コンクール  文部科学大臣賞           
                    第 11回自転車競技愛好会全国競技大会１ｋｍタイムトライアル 

（全国大会２位） 
               ２月  バレーボール男子（中国新人大会３位） 
          アイデアロボットコンテスト（全国大会 優秀賞）   

平成 21年度   ８月  全日本吹奏楽コンクール中国大会出場  陸上競技男子個人中国 

大会場 

                    第 12回自転車競技愛好会全国競技大会１ｋｍタイムトライアル 

（全国大会１位） 

              11月 アイデアロボットコンテスト中国大会出場              

平成 22年度    ８月  ソフトボール中国大会出場 

   10月 全国中学生人権作文コンテスト（全国大会） 

              12月 アイデアロボットコンテスト中・四国大会出場   

平成 23年度   ８月  陸上競技男子個人 剣道女子個人  水泳女子個人中国大会出場 

平成 24年度   ８月  陸上競技男子個人中国大会出場 水泳女子個人中国大会出場 

              12月 アイデアロボットコンテスト中・四国大会出場 

平成 25年度   ８月  軟式野球中国大会出場 卓球男子団体･個人中国大会出場 

          陸上競技男子個人(中国大会３位 全国大会出場) 

平成 26年度   ８月  陸上競技男子個人(中国大会４位 ７位)  陸上競技男子個人全国 

大会出場 

平成 27年度   ８月  卓球男子中国大会出場 陸上競技男子個人中国大会出場 



                    全日本吹奏楽コンクール中国大会出場 

平成 28年度   ８月  陸上競技男子個人中国大会出場 水泳男子団体・個人中国大会 

出場 

                   全日本吹奏楽コンクール中国大会出場   

10月 日本学校合奏コンクール全国大会出場 

              ２月 中国中学校選抜卓球大会出場  

  全日本アンサンブルコンテスト中国大会出場 

              ３月 全国中学校選抜卓球大会出場 

平成 29年度   ８月  陸上競技男子個人中国大会出場  

                 水泳男子団体中国大会（400mR２位・400mR３位）・個人３位 

                   水泳男子団体・個人全国大会出場 

全日本吹奏楽コンクール中国大会（金賞） 

             10月  全日本吹奏楽コンクール全国大会（銀賞） 

              ２月  全日本アンサンブルコンテスト中国大会（金賞） 

平成 30年度   ８月 水泳男子団体中国大会出場・個人（１位･３位）全国大会出場 

          全日本吹奏楽コンクール中国大会（金賞） 卓球男子中国大会出 

          場 

             11月  日本学校合奏コンクール 2018全国大会グランドコンテスト(金 

賞) 

              ２月  全日本アンサンブルコンテスト中国大会(金賞) 

 

令和元年度    ８月 全日本吹奏楽コンクール中国大会（金賞） 

             11 月 日本学校合奏コンクール 2019 全国大会グランドコンテスト(金

賞) 

              ２月  全日本アンサンブルコンテスト中国大会木管打８重奏(金賞) 

令和２年度   11月 日本管楽合奏コンテスト中学校 A部門優秀賞・ブレーン賞 

           日本学校合奏コンクール 2020全国大会グランドコンテスト銀賞 

          全日本アンサンブルコンテスト中国大会管打８重奏・クラリネッ 

          ト四重奏（金賞） 

              ３月  全日本アンサンブルコンテスト管打８重奏全国大会出場 

 


