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ダンス部に訪問しました！ （令和 2 年 6 月 24 日（水）アリーナ 1 階にて） 

 やっと城南高校に部活に専念する生徒たちのかけ声が聞こえてきました。仙台

市も梅雨入りし，雨が降ったりやんだり。外気は肌寒い中，アリーナ 1 階のサブ

アリーナでは熱気ムンムンで，外の寒さは全く感じられず！⻘春の汗が飛び散り，

元気の良い気合いの入ったかけ声が耳に飛び込んできました。今日は城南高校が

誇る部活動の中でも 1，2 を争うダンス部の練習風景などをお届けします！ 

ちょうどお邪魔したときは基礎練の真最中でした。ダンス部は 

部員

部員部員

部員：

：：

：３年生１１人、２年生１３人，１年生１５人 

    （そのうち初心者３年生８割，２年生２人，１年生３人） 

活動日

活動日活動日

活動日：

：：

：週３⽇１６時４５分〜１９時 

    （そのあとは 20 時まで自主練，大会が近づくと火・木も自主練！） 

１日の練習スケジュール：

１日の練習スケジュール：１日の練習スケジュール：

１日の練習スケジュール： 

  

 

  ①体力作り・筋トレ１時間 

  ②基礎練１時間 

  ③大会の振り付け・確認に１時間 自主トレは個人的に行っている！ 

 

しっかり休息をとり，勉学にも励めるようにと週３の活動日にしている。外部

のダンススクールに所属している生徒たちもお休みの日があるので予定を組みや

すい。学年の分け隔てなく，部員全員が新しい技術や情報を活発に交換し，切磋

琢磨している。（なんとコロナで活動自粛中もダンスリーダーさんを中心にズー

ムでオンライン練習をしていたそうです。）部活動としての活動時間は短くて

も，城南高校ダンス部としてやるときはやる，集中して全力で気持ちを込めて踊

る！ことを常に意識させているそうです。基本的にダンスを組み立てたり，合わ

せる曲をイメージしたり，⾐装などは全て部⻑（キャプテン）・ダンスリーダー

を中心に全部生徒さんたちの手で行っている！（←またまたびっくり） 

 

そして，OB，OG たちの作り上げた仙台城南高校のダンス部の伝統をしっか

り受け継いで部員全員が心を一つにしているとのこと（顧問の熊谷先生談）。 

顧問の先生のお話を伺いながら，練習を見せていただきましたが，楽しそうに 

一生懸命，キャプテンを中心に一丸と踊る様子に感動しっぱなしでした！！  

部長さんへ Q＆A 

Q

QQ

Q キャプテンとして心がけていることは？

キャプテンとして心がけていることは？キャプテンとして心がけていることは？

キャプテンとして心がけていることは？ 

  

 

A：人それぞれ個性があり，いろいろな思いもあるので全てをくみ上げようとすると無理が生じるけど，（ダンスが）上手下手や先輩

後輩で決めるということはなく，みんなで意見を出し合って，協力し，ベストな方法を選択できるようにこころがけています。 

Q

QQ

Q 毎日ダンスのことばかり？

毎日ダンスのことばかり？毎日ダンスのことばかり？

毎日ダンスのことばかり？ 

  

 

A：はい。ダンスのことばかり考えていて，気持ちが悪くなります（笑い） 

Q

QQ

Q 大会に向けて

大会に向けて大会に向けて

大会に向けて 

  

 

A；大会へ出場出来る選抜チームは部員全員の気持ちを背負って戦います。絶対に勝ちます。 

城南部活動本格始動！

左：顧問の熊谷先生 

右：部⻑の柴⽥奈那実さん（増⽥中学校出⾝）



2019 年度 ダンス部活動履歴 
４月 ・対面式（校内） 

・トヨタ感謝祭ステージパフォーマンス（夢メッセみやぎ） 

５月 ・第 1 回日本高校ダンス部対抗 

・5on5 Crew Battle 東北予選第１位（イオンモール天童イオンホール） 

・全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2019   

・東北大会 HIP HOP 男女混成スモール部門 第 2 位（元気フィールド仙台） 

６月 ・第 7 回日本ダンス大会 全国大会出場（カルッツかわさき） 

・門松敏夫ＬＩＶＥ出演バックダンサー（東京エレクトロンホール宮城） 

７月 

 

・第 9 回全日本高等学校チームダンス選手権大会 東北予選 第 1 位通過 （仙台 PIT）  

・第 12 回日本高校ダンス部選手権 東北予選 第 1 位通過 （東京エレクトロンホール宮城） 

・塩釜港まつりステージパフォーマンス ゲストダンス 

・第

・第・第

・第 1

11

1 回日本高校ダンス部対抗

回日本高校ダンス部対抗回日本高校ダンス部対抗

回日本高校ダンス部対抗 

  

 5on5 Crew 

5on5 Crew 5on5 Crew 

5on5 Crew Battle

BattleBattle

Battle 

  

 全国決勝大会

全国決勝大会全国決勝大会

全国決勝大会 

  

 準優勝

準優勝準優勝

準優勝 

  

 （

（（

（Zepp DiverCity(TOKYO)

Zepp DiverCity(TOKYO)Zepp DiverCity(TOKYO)

Zepp DiverCity(TOKYO)）

））

） 

  

 

８月 ・第 12 回日本高校ダンス部選手権 全国大会 第 25 位 （パシフィコ横浜） 

・美里町 えきフェス ハイスクールパフォーマンスコンテスト 出場 （JR 小牛田駅） 

・第５回文化部合同発表会 （宮城野区文化センター・パトナホール） 

９月 

 

・城南フェスティバル パフォーマンス （校内） 

・第

・第・第

・第 9

99

9 回全日本高等学校チームダンス選手権大会

回全日本高等学校チームダンス選手権大会回全日本高等学校チームダンス選手権大会

回全日本高等学校チームダンス選手権大会 

  

 全国決勝大会

全国決勝大会全国決勝大会

全国決勝大会 

  

 小編成部門

小編成部門小編成部門

小編成部門 

  

 第

第第

第 3

33

3 位（北九州メディアドーム）

位（北九州メディアドーム）位（北九州メディアドーム）

位（北九州メディアドーム） 

  

 

10 月 ・宮城刑務所 矯正展 ステージパフォーマンス （宮城刑務所） 

・第５回 TBG DanceEvent 2018RELATIONS 準優勝・特別賞（東北文化学園大学） 

・第 27 回宮城県ダンスフェスティバル優秀賞・奨励賞 （広瀬文化センター） 

11 月 ・第１５回秋の八木山フェスタ ステージパフォーマンス（八木山ベニーランド） 

・With you Japan Festa 小島よしおコラボパフォーマンス （楽天生命パーク宮城 イーグルスドーム） 

12 月 ・第７回朝全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール東北大会 ゲストダンス （多賀城文化センター） 

・第

・第・第

・第 12

1212

12 回

回回

回 

  

 日本高校ダンス部選手権

日本高校ダンス部選手権日本高校ダンス部選手権

日本高校ダンス部選手権 

  

 冬の公式大会

冬の公式大会冬の公式大会

冬の公式大会 

  

 東日本大会

東日本大会東日本大会

東日本大会 

  

 第３位

第３位第３位

第３位 

  

 （板橋区立文化会館・大ホール）

（板橋区立文化会館・大ホール）（板橋区立文化会館・大ホール）

（板橋区立文化会館・大ホール） 

２月 ・予餞会（校内） 

 

２０２０年度 ダンス部活動予定 
8 月 ・ダンススタジアム（第 1３回日本高校ダンス部選手権）in 横浜 

・ＤＣＣ（Dance Club Championship）初挑戦 

9 月 ・第 10 回全日本高等学校チームダンス選手権大会（目指せ 4年連続入賞！！） 

 

お知らせ 宮城県高校体育連盟は「県高校総合体育大会」に 

代わる県独自大会の開催を発表しました。 

  

 

 

競技 日程 

野球 ７/11(土)〜 

バスケットボール（男子） 10/16(⾦）・10/17(土）・10/18(日) 

バスケットボール（⼥⼦） 8/19(水）・8/20(木) 

ソフトテニス 8/1(土）・8/2(日) 

ハンドボール 7/23(木）・7/24(⾦）・7/25(土) 

バドミントン（男子） 8/8(土）・8/9(日) 

バドミントン（⼥⼦） 8/10(月)・8/11(火) 

テニス 7/23(木）・7/24(⾦）・7/25(土）・7/26（日） 

陸上 7/18(土)・7/19(日）・7/25(土) 

空手道 8/8(土)・8/9(日) 

卓球 ８月予定 

水泳 8/8(土)・8/9(日）・8/10(月) 

今年度の活躍も 

期待しています！ 

月間予定 
  3 日(⾦) 前期中間試験 

      ［〜８日(水)］  

 11 日(土) 数学検定 

 17 日(⾦)  RT1 年進路⾏事 

 18 日(土)  S1 年進学講演会 

 21 日(火) 短縮授業 

 23 日(木) 海の日 

 24 日(⾦) スポーツの日 

 31 日(⾦) 短縮授業・全校集会 

           RT2 年進路⾏事 

8/1 日(土) 夏期休業 

      ~8/18(火) 

   S:特進科 R:探究科 T:科学技術科 

8/1 日（土） オープンスクール 




