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DANCE CLUB CHAMPIONSHIP(全国高等学校ダンス部選手権) 全国高校ダンス部の頂点を決める大会!!  DCC

は漢字 2 文字の「テーマ」をダンスでどれだけ表現できるかを競い合う，表現の王者を決めるダンス大会です！ 

不羈

ふ き

とは・・・何ものにも縛られず，自由なことです！！ 

DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 

第８回全国高等学校ダンス部選手権 

優勝 

 チーム 不羈
ふ き

 

 第 13 回  

日本高校ダンス部選手権 

冬の公式大会 

東日本大会 2020  

準優勝 

不羈メンバー

不羈メンバー不羈メンバー

不羈メンバー 

  

 

 3R4 吉岡 憂香(七北田中出身)，3R5 柴田 菜那実(増田中出身)，2R2 鈴木 麻理香(岩切中出身) 

 2R3 小野 海洋(仙台第二中出身)，2R3 宮下 陽奈(東向陽台中出身)，2R5 鈴木 楓華(利府⻄中出⾝) 

 2T3 遠藤 虹(石巻中出身)，1R1 吉田 希良(増田中出身)，1R3 菊池 瑠希(しらかし台中出身) 
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 2R3 小野 海洋(仙台第二中出身) 

 2R5 鈴木 楓華(利府⻄中出⾝) 

 2T3 遠藤 虹(石巻中出身)， 

  

 

 

探究科３年 

 

吉岡 憂香 さん 

（七北田中出身） 

 

 大変な時期が続 

いていた中，様々な 

大会に挑戦しました。目標に向かって練習

を頑張っていたので結果がついてこなか

ったときは悔しい思いをしましたが，最後

の大会では全国優勝という結果を残すこ

とができて嬉しかったです。仲間と声を掛

け合いながら，同じ気持ちになって取り組

んでいくのは難しい事だったけれど，私は

この選抜メンバーだったからこそ最後まで

乗り越えて頑張って行くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

探究科３年 

 

柴田 菜那実 さん 

  （増田中出身） 

 

 3 年間で計 8 回も 

全国大会に出場する 

ことができ，そのラスト 

を優勝という形で締めくくることができて本当に

良かったです。今年は殆どの大会がオンラインで

行われることになり，例年通りとはいかず，とても

悩みました。DCC 以外の大会にも 2 回出場しま

したが，どちらも全国では納得のいく結果が出せ

ず，何度ももうやめたいと思いました。ですが，最

後に優勝という結果を出せたのは今年の 2 回も

含め，今までの大会の経験があったからだと思い

ます。周りの方々からたくさんの応援をいただき，

仙台城南高校ダンス部として過ごした 3 年間は幸

せでした。感謝してもしきれないです。本当にあり

がとうございました。 

  

探究科２年 

 

小野 海洋さん 

 （仙台第二中出身） 

 

 12月28日東京で

開催された東日本

大会 3on3 に参加

し，準優勝という結

果を残せました。 

コロナ禍の現状下において大会を開催する

のも困難なはずなのに私たちのために徹底

的に踊りやすい会場作りをしてくださった運

営さん。一緒に参加してくれた仲間。引率し

てくれた熊谷先生、大会に参加することを承

諾してくれた学校，そして心配しながらも送

り出してくれた家族に本当に感謝していま

す。優勝という結果を持ち帰ることができな

かったのは残念でした。次の大会では必ず

優勝します。 

 

少人数部門オーディエンス審査 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アート・ミーツ・アーキテクチャー・ 

コンペティション(AAC)」 入選 
 

科学技術科 3 年 

情報デザインコース 

細谷 大樹 さん 

 （山田中出身） 

 

 AAC の告知・宣伝ポスターの作成・

募集を，全国の学生限定で「AAC ポ

スターコンペ」として開催。ほとんどの

作品が専門学校生や大学生による中、見事高校生で入選しました。

空に浮かぶ雲を字に見立てて私たち学生の無限の可能性を表現しま

した。 

 

JOCジュニアオリンピックカップ カデ ⼥⼦フルーレ 

 17 才以下 4 位 アジア フェンシング選手権大会 

日本代表に内定!! 
探究科 1 年 

千葉 穂波 さん 

 （萩荘中出身） 

 

 JOC で入賞することでアジア選手権

大会の出場権を獲得することができま

したが，アジア選手権大会はコロナ禍のため中止となりました。

世界はまだまだコロナと戦う中，今大会の JOC にて実戦がで

きましたこと，大会を主催していただいた日本フェンシング協会

始め，大会出場の許可をいただきました本校の応援に深謝い

たします。国内ランキング上位選手対象に絞られた貴重な今大

会で得た課題は次につながる収穫です。上位大会で冷静に勝

ち抜く強い精神力は日々の鍛錬の積み重ねの中でしか培えま

せん。 

この活躍が本校への恩返しとなりますようさらなる高みを目指

します。 

頑張れ! 受験生諸君!! 

推薦等入試&合格発表 
1 月 13 日(水)に、本校を会場に入学選抜試験が行われました。 

  

 

冷たい北風の中、緊張した面持ちの受験生が登校し、試験に全

力で取り組む姿が見られました。15 日(金)には本校ホームペー

ジ上で合格者が発表となりました。 

合格した皆さんおめでとうございま

す!! 

 ２月２日（火），４日（木）には本校の

前期一般入試が行われます。まだまだ

受験シーズンは続きます。受験生の皆

さんの健闘をお祈りします。 

 

 

 1 月 15 日(金)翌日から始まる大学共通テストを受

験する 3 年生 42 名を激励する会が行われました。共

通テストは，昨年までのセンター試験に代わって大学

入試を受験する多くの人が共通して受ける大規模な

試験です。 

 18 日（月）に受験生全員で自己採点を行い、希望

する大学への受験に手応えを感じていました。 

   ２⽉の⾏事予定 
 1 日(月) 臨時休校 

 2 日(火) 前期一般入試 A 日程 

 4 日(木) 前期一般入試 B 日程 

 8 日(月) T24 クラフトマン 21 

    追試②指導 

         〜追試②10 日（水）まで 

11 日(木) 建国記念の⽇ 

12 日(⾦) RT12 漢字検定 

15 日(月) 短縮 

19 日(⾦) 短縮 

     3 年登校⽇ 

22 日(月) 後期期末試験〜26 日(⾦) 

23 日(火) 天皇誕生日 

25 日(木) 国⽴⼤前期〜26 日(⾦) 

 

 

 

 

26 日(⾦)  

  3 年卒業式予⾏ 

     大掃除 

3 月 1 日 (月) 

  第 58 回卒業証書授与式 

 

今年度ものこり 2 ヶ月弱 

頑張りましょう︕ 

 

S︓特進科，R︓探究科，T:科学技術科， 

数字は学年 

 




