
沿　革
昭和 ５１．　９．　１ 県央地区相模原方面校設立準備室（教育長管理部総務室内）開設
昭和 ５２．　１．　１ 神奈川県立上鶴間高等学校（県立麻溝台高等学校内）設置　井原周済初代校長に就任
昭和 ５２．　３．２３ 相模原市上鶴間２５７９番地の仮設校舎に移転
昭和 ５２．　４．　５ 第１回入学式挙行　入学者　男１２１名　女５７名　計１７８名
昭和 ５３．　４．　５ 第２回入学式挙行　入学者　男１０３名　女７７名　計１８０名
昭和 ５４．　３．２０ 新校舎（中央棟、北棟、体育館）を現在地に建設　竣工
昭和 ５４．　３．２７ 仮設校舎より移転
昭和 ５４．　４．　６ 第３回入学式挙行　入学者　男１５８名　女１５９名　計３１７名
昭和 ５５．　３．　１ 第１回卒業式挙行　卒業者　男１２１名　女５８名　計１７９名
昭和 ５５．　３．　１ 南棟竣工（全校舎完成）
昭和 ５５．　３．２４ 第４回入学式挙行　入学者　男２６７名　女２７３名　計５４０名
昭和 ５５．　４．　７ 井原周済校長　県立鎌倉高等学校に転任

高橋済第２代校長　県立清水が丘高等学校より着任
昭和 ５５．１０．　９ 校舎落成記念式典挙行
昭和 ５６．　３．　１ 第２回卒業式挙行　卒業者　男１０３名　女７７名　計１８０名
昭和 ５６．　４．　７ 第５回入学式挙行　入学者　男２４４名　女２９５名　５３９計名
昭和 ５６．１２．１４ 中庭多目的コート落成
昭和 ５７．　３．　１ 第３回卒業式挙行　卒業者　男１５７名　女１５３名　計３１０名
昭和 ５７．　４．　６　 第６回入学式挙行　入学者　男１９５名　女２５４名　計４４９名
昭和 ５８．　３．　１ 第４回卒業式挙行　卒業者　男２５７名　女２７０名　計５２７名
昭和 ５８．　４．　６ 第７回入学式挙行　入学者　男２６０名　女２７６名　計５３６名
昭和 ５９．　３．　１ 第５回卒業式挙行　卒業者　男２３０名　女２９７名　計５２７名
昭和 ５９．　４．　１ 高橋済校長　県立野庭高等学校に転任

石井英吉第３代校長　県立川崎高等学校より着任
昭和 ５９．　４．　６ 第８回入学式挙行　入学者　男２６３名　女２７６名　計５３９名
昭和 ６０．　３．　１ 第６回卒業式挙行　卒業者　男１９１名　女２５４名　計４４５名
昭和 ６０．　４．　６ 第９回入学式挙行　入学者　男２７１名　女２６９名　計５４０名
昭和 ６１．　３．　１ 第７回卒業式挙行　卒業者　男２５７名　女２７８名　計５３５名
昭和 ６１．　４．　７ 第１０回入学式挙行　入学者　男２６５名　女２７４名　計５３９名
昭和 ６１．１０．　４ 創立１０周年記念式典挙行
昭和 ６２．　３．　１ 第８回卒業式挙行　卒業者　男２６１名　女２７４名　計５３５名
昭和 ６２．　３．３１ 石井英吉校長退職
昭和 ６２．　４．　１ 新倉重延第４代校長　県立湘南高等学校より着任
昭和 ６２．　４．　７ 第１１回入学式挙行　入学者　男２６５名　女２９７名　計５６２名
昭和 ６３．　３．　１ 第９回卒業式挙行　卒業者　男２６８名　女２６６名　計５３４名
昭和 ６３．　４．　６ 第１２回入学式挙行　入学者　男２８３名　女２８２名　計５６５名
平成 　１．　３．　１ 第１０回卒業式挙行　卒業者　男２６５名　女２７１名　計５３６名
平成 　１．　３．２９ 自転車置き場増設工事完成（１４０台分）
平成 　１．　４．　６ 第１３回入学式挙行　入学者　男２７５名　女２８５名　計５６０名
平成 　２．　３．　１ 第１１回卒業式挙行　卒業者　男２６２名　女２９７名　計５５９名
平成 　２．　３．３１ 新倉重延校長退職
平成 　２．　４．　１ 青木裕正第５代校長　県立上鶴間高等学校教頭より昇任
平成 　２．　４．　６ 第１４回入学式挙行　入学者　男２６３名　女２７７名　計５４０名
平成 　３．　３．　１ 第１２回卒業式挙行　卒業者　男２７９名　女２７８名　計５５７名
平成 　３．　４．　６ 第１５回入学式挙行　入学者　男２１９名　女２１９名　計４３８名
平成 　４．　３．　１ 第１３回卒業式挙行　卒業者　男２７４名　女２８１名　計５５５名
平成 　４．　３．１８ プール完成
平成 　４．　４．　７ 第１６回入学式挙行　入学者　男１７０名　女１８０名　計３５０名
平成 　５．　３．　１ 第１４回卒業式挙行　卒業者　男２５８名　女２７６名　計５３４名
平成 　５．　３．３１ 青木裕正校長退職
平成 　５．　４．　１ 続橋仁子校長　県立上溝高等学校より着任
平成 　５．　４．　６ 第１７回入学式挙行　入学者　男１４０名　女１８０名　計３２０名
平成 　６．　３．　１ 第１５回卒業式挙行　卒業者　男２１８名　女２１７名　計４３５名
平成 　６．　４．　６ 第１８回入学式挙行　入学者　男１４８名　女１７２名　計３２０名
平成 　７．　３．　１ 第１６回卒業式挙行　卒業者　男１５９名　女１７４名　計３３３名
平成 　７．　３．３１ 続橋仁子校長退職
平成 　７．　４．　１ 落合正男第７代校長　県立上鶴間高等学校教頭より昇任
平成 　７．　４．　６ 第１９回入学式挙行　入学者　男１６３名　女１５７名　計３２０名
平成 　８．　３．　１ 第１７回卒業式挙行　卒業者　男１３６名　女１７７名　計３１３名
平成 　８．　４．　６ 第２０回入学式挙行　入学者　男１４０名　女１４１名　計２８１名
平成 　８．１０．　５ 創立２０周年記念式典挙行
平成 　９．　３．　１ 第１８回卒業式挙行　卒業者　男１４６名　女１７２名　計３１８名



平成 　９．　４．　１ 落合正男校長　県立茅ヶ崎北陵高等学校に転任
乾　敏雄　第８代校長　県立磯子工業高等学校より着任

平成 　９．　４．　７ 第２１回入学式挙行　入学者　男１４２名　女１２４名　計２６６名
平成 １０．　３．　２ 第１９回卒業式挙行　卒業者　男１５７名　女１５６名　計３１３名
平成 １０．　４．　７ 第２２回入学式挙行　入学者　男１２９名　女１１１名　計２４０名
平成 １１．　３．　１ 第２０回卒業式挙行　卒業者　男１３４名　女１３７名　計２７１名
平成 １１．　４．　６ 第２３回入学式挙行　入学者　男１１３名　女１２５名　計２３８名
平成 １２．　３．　２ 第２１回卒業式挙行　卒業者　男１３０名　女１１９名　計２４９名
平成 １２．　３．３１ 乾　敏雄　校長退職
平成 １２．　４．　１ 細川光宏第９代校長　県立藤沢北高等学校より着任
平成 １２．　４．　６ 第２４回入学式挙行　入学者　男１１４名　女１２３名　計２３７名
平成 １３．　３．　３ 第２２回卒業式挙行　卒業者　男１２７名　女１０８名　計２３５名
平成 １３．　４．　６ 第２５回入学式挙行　入学者　男１１３名　女１２３名　計２３６名
平成 １４．　３．　３ 第２３回卒業式挙行　卒業者　男１１０名　女１２１名　計２３１名
平成 １４．　４．　８ 第２６回入学式挙行　入学者　男１１５名　女１２１名　計２３６名
平成 １５．　３．　３ 第２４回卒業式挙行　卒業者　男１０９名　女１２３名　計２３２名
平成 １５．　３．３１ 細川光宏校長退職
平成 １５．　４．　１ 彌永利勝第１０代校長　県立新磯高等学校より着任
平成 １５．　４．　８ 第２７回入学式挙行　入学者　男１１４名　女１２４名　計２３８名
平成 １６．　３．　２ 第２５回卒業式挙行　卒業者　男１１４名　女１１８名　計２３２名
平成 １６．　４．　６ 第２８回入学式挙行　入学者　男１２１名　女１１５名　計２３６名
平成 １７．　３．　３ 第２６回卒業式挙行　卒業者　男１１５名　女１１８名　計２３３名
平成 １７．　３．３１ 彌永利勝校長退職
平成 １７．　４．　１ 鈴木清第１１代校長　県立寒川高等学校より着任
平成 １７．　４．　６ 第２９回入学式挙行　入学者　男１２３名　女１１４名　計２３７名
平成 １８．　３．　３ 第２７回卒業式挙行　卒業者　男１０７名　女１１９名　計２２６名
平成 １８．　４．　６ 第３０回入学式挙行　入学者　男１２７名　女１０９名　計２３６名
平成 １８．１１．　９ 創立３０周年記念式典挙行
平成 １９．　３．　３ 第２８回卒業式挙行　卒業者　男１１９名　女１１０名　計２２９名
平成 １９．　４．　６ 第３１回入学式挙行　入学者　男１１５名　女１２３名　計２３８名
平成 ２０．　３．　３ 第２９回卒業式挙行　卒業者　男１２０名　女１０８名　計２２８名
平成 ２０．　３．３１ 鈴木清校長退職
平成 ２０．　４．　１ 保坂政一第１２代校長　県立上矢部高等学校より着任
平成 ２０．　４．　８ 第３２回入学式挙行　入学者　男１４２名　女１３７名　計２７９名
平成 ２１．　３．　３ 第３０回卒業式挙行　卒業者　男１２１名　女１０６名　計２２７名
平成 ２１．　４．　７ 第３３回入学式挙行　入学者　男１７３名　女１０７名　計２８０名
平成 ２２．　３．　２ 第３１回卒業式挙行　卒業者　男１０８名　女１１９名　計２２７名
平成 ２２．　３．３１ 保坂政一校長退職
平成 ２２．　４．　１ 岡部佳文第１３代校長　民間人校長として着任　
平成 ２２．　４．　６ 第３４回入学式挙行　入学者　男１７９名　女１４０名　計３１９名
平成 ２３．　３．　１ 第３２回卒業式挙行　卒業者　男１３８名　女１３３名　計２７１名
平成 ２３．　４．　６ 第３５回入学式挙行　入学者　男１４２名　女１３８名　計２８０名
平成 ２４．　３．　１ 第３３回卒業式挙行　卒業者　男１６６名　女１０４名　計２７０名
平成 ２４．　４．　６ 第３６回入学式挙行　入学者　男１６６名　女１４７名　計３１３名
平成 ２５．　３．　９ 第３４回卒業式挙行　卒業者　男１７０名　女１３６名　計３０６名
平成 ２５．　４．　８ 第３７回入学式挙行　入学者　男１７１名　女１４６名　計３１７名
平成 ２６．　３．　３ 第３５回卒業式挙行　卒業者　男１３９名　女１３３名　計２７２名
平成 ２６．　４．　８ 第３８回入学式挙行　入学者　男１８９名　女１６９名　計３５８名
平成 ２７．　３．　２ 第３６回卒業式挙行　卒業者　男１６０名　女１４１名　計３０１名
平成 ２７．　４．　１ 岡部佳文校長　県立元石川高等学校に転任

宮地淳第１４代校長　県立西湘高等学校より着任　
平成 ２７．　４．　７ 第３９回入学式挙行　入学者　男１９０名　女１６７名　計３５７名
平成 ２８．　３．　１ 第３７回卒業式挙行　卒業者　男１６９名　女１４０名　計３０９名
平成 ２８．　４．　６ 第４０回入学式挙行　入学者　男１９５名　女１２２名　計３１７名
平成 ２９．　３．　１ 第３８回卒業式挙行　卒業者　男１６９名　女１６２名　計３３１名
平成 ２９．　４．　１ 宮地淳校長　県立希望ヶ丘高等学校に転任

塩浦健吾第15代校長　県立上鶴間高等学校副校長より昇任
平成 ２９．　４．　６ 第４１回入学式挙行　入学者　男１６８名　女１５２名　計３２０名
平成 ３０．　３．　１ 第３９回卒業式挙行　卒業者　男１８１名　女１６２名　計３４３名
平成 ３０．　４．　６ 第４２回入学式挙行　入学者　男２０４名　女１５４名　計３５８名
平成 ３１．　３．　１ 第４０回卒業式挙行　卒業者　男１８５名　女１１３名　計２９８名
平成 ３１．　４．　１ 塩浦健吾校長　県立秦野総合高等学校に転任

小林芳明第16代校長　県立横浜旭陵高等学校より着任
平成 ３１．　４．　５ 第４３回入学式挙行　入学者　男１８２名　女１７６名　計３５８名



令和 　２．　３．　１ 第４１回卒業式挙行　卒業者　男１６３名　女１４２名　計３０５名
　２．　６．　２ 第４４回入学式挙行　入学者　男１４１名　女１４２名　計２８３名　（４月８日

から延期）


