
呉地区高等学校総合演劇大会のあゆみ

○優秀校 ＊創作

第８回までは資料がないため不明

第 ９ 回（１９６１）本願寺会館

広 地鳴り 林黒土
呉宮原 日本の河童 伊藤貞助

○呉三津田 おきあがりこぼし 福寿勝子
呉豊栄 娘たち 長谷川行勇

○清水ヶ丘 しあわせ 田中わこ

第１０回（１９６２）呉市民会館

○広 若い炎 辻合敏明
呉宮原 笛 田中三夭夫
呉三津田 山小屋にて 長谷川行勇

○呉豊栄 蚊遣火 林黒土
清水ヶ丘 開幕三十分前 小幡欣治

（休演：呉商業）

第１１回（１９６３）本願寺会館

○広 叱られ娘 久栄達郎
呉宮原 氷雨 宮崎反三

○呉三津田 春雷 林黒土
呉豊栄 向い風 岡野奈保美

○清水ヶ丘 うその皮 高橋彰子
○呉商業 三年寝太郎 木下順二

（県大会は広と呉三津田が出場）

第１２回（１９６４）広高校講堂

広 姉の言葉 八木隆一郎
（ ）呉宮原 白い晴着 作者不詳

○呉三津田 夕鶴 木下順二
○呉豊栄 月食 長谷川行勇
清水ヶ丘 赤い雪 高橋彰子
呉商業 若年 佐々俊之

※呉豊栄は中四国大会へ出場

第１３回（１９６５）広高校講堂

広 母の誇り 久坂栄二郎
呉宮原 筑豊の少女 林黒土

Ｅ．オニール○呉三津田 鯨
○呉豊栄 壁 原博
清水ヶ丘 静かなる朝 原博
呉商業 父と娘 辻合敏明

※呉三津田は中四国大会へ出場

第１４回（１９６６）広高校講堂

○広 若い炎 辻合敏明
呉宮原 かげぼうし幻想 内木文英
呉三津田 振子 青江舜二郎

○呉豊栄 外向一六八 榊原政常
清水ヶ丘 向い風 岡野奈保美
呉商業 広島の女 長谷川行勇

第１５回（１９６７）広高校講堂

○広 黒い太陽 林黒土
呉宮原 黒い太陽 林黒土
呉三津田 しがまの嫁コ 民話

○呉豊栄 桜川 柴田北彦
○清水ヶ丘 いやいやながら医者にされ

モリエール
呉商業 旅人 寺島アキ子

（県大会は広と清水ヶ丘が出場）

第１６回（１９６８）広高校講堂

広 新しい人でありたい 鶴田康己
呉宮原 太陽のない島 長谷川行勇
呉三津田 消えてなくなる話 黒川喜七

○呉豊栄 埴生の宿 榊原政常
○清水ヶ丘 夕鶴 木下順二
○呉商業 母と娘 津留達児

（県大会は呉商業と呉豊栄が出場）
※呉商業は中四国大会へ出場

第１７回（１９６９）広高校講堂

○広 母ちゃん、あれが街の灯だ
中野俊二

呉三津田 雨上がりの朝 ＊高本正樹
呉豊栄 色は匂へど 田村倫彦
清水ヶ丘 墨東記 阿坂卯一郎

湘南女子高校○呉商業 ある群れ

（休演：呉宮原）

第１８回（１９７０）広高校講堂

ギュンター・アイヒ○広 夢
呉宮原 青いくつ下 石塚雄康

（ ）呉三津田 天国椅子 作者不詳
○呉豊栄 氷雪の門 宮崎衡
清水ヶ丘 ピエール・バトラン先生

鈴木力衛
呉商業 才女ありて 町井陽子



第１９回（１９７１）広高校講堂

○広 海の墓標 田中茂
湘南女子高校呉宮原 ある群れ

呉三津田 ろうそく 立道容子
呉豊栄演劇部呉豊栄 ＊I WAS BORN
清水ヶ丘演劇部清水ヶ丘 なかま ＊

○呉商業 魔女たちの会話 内木文英

※広は中四国大会へ出場

第２０回（１９７２）広高校講堂

○広 ＪＭＬＰ 阿坂卯一郎
呉三津田 秋の日 岡亨

○呉豊栄 私です 町井陽子
清水ヶ丘 巣立ち行く頃 岡亨
呉商業 開いた扉 近藤若菜

（休演：呉宮原・音戸）

第２１回（１９７３）広高校講堂

広 吾市は死んだ 田中茂
アンドレ・ジード呉宮原 田園交響楽

○呉三津田 春雷 林黒土
呉豊栄 髭・髯・鬚 神宮茂十郎

清水ヶ丘演劇部○清水ヶ丘 パン ＊
湘南女子高校呉商業 ある群れ

音戸 人間蒸発 芳地隆介

※呉三津田は中四国大会へ出場
（県大会での清水ヶ丘の演目は「隠れ家 ）」

第２２回（１９７４）広高校講堂

○広 マッチ売りの少女 別役実
呉宮原 少年と薔薇の花 西之園至郎
呉三津田 ある午後 岡野奈保美
呉豊栄 狂育白書 佐々俊之

○清水ヶ丘 狂育白書 佐々俊之
呉商業 試行錯誤 佐々俊之
音戸 父と娘 辻合敏明

※広は中四国大会へ出場
※広は開催県代表で全国大会へ出場
※清水ヶ丘は全国大会で素材上演

第２３回（１９７５）広高校講堂

○広 さすらい狂想曲 石山浩一郎
呉宮原 影ぼうし紀行 野辺由郎
呉三津田 さすらい狂想曲 石山浩一郎

○呉豊栄 女帝考 町井陽子
清水ヶ丘 こぶとり異聞 土屋弘光
呉商業 静かなる朝 原博
音戸 おちけん 榊原政常

第２４回（１９７６）呉商業高校体育館

広 私の上に降る雪は真綿のようであり
ました 佐藤充平

呉宮原 夕鶴 木下順二
呉三津田 時の坂道 石山浩一郎

○呉豊栄 牡鶏がときをつげる時 町井陽子
○清水ヶ丘 しんしゃく源氏物語 榊原政常
呉商業 長い長い橋の上で 内木文英
音戸 自縄自縛 佐々俊之

第２５回（１９７７）呉商業高校体育館

湘南女子高校○広 ある群れ
呉宮原 １１ぴきのネコ 木下順二
呉三津田 福原とし子A Picture

まつおただお○呉豊栄 遠山桜しらけ節
清水ヶ丘 蚊遣火 林黒土
呉商業 埴生の宿 石塚雄康
音戸 色は匂へど 田村倫彦

第２６回（１９７８）呉市民会館

アルベール・カミュ広 誤解
呉宮原 海の墓標 田中茂
呉三津田 少女と薔薇の花 西之園至郎

○呉豊栄 楽屋 清水邦夫
清水ヶ丘 送別会 田井洋子

○呉商業 かげぼうし幻想 内木文英
音戸 ＪＭＬＰ 阿坂卯一郎

第２７回（１９７９）呉市民会館

○広 黒い太陽 林黒土
○呉宮原 向い風 岡野奈保美
呉三津田 ある死神の話 内木文英
呉豊栄 傍観 金宮淑恵
清水ヶ丘 面接試験 石山浩一郎
呉商業 富士が見える 荘司存良
音戸 実験動物 井関義久

第２８回（１９８０）呉豊栄高校体育館

○広 風の吹いてる物語 別役実
湘南女子高校呉宮原 ある群れ

○呉豊栄 まい子たち 西之園至郎
清水ヶ丘 パン 久保田富子
呉商業 黒いゲーム 船津量平

金沢商業高校音戸 えんびあぶる

（休演：呉三津田）



第２９回（１９８１）呉豊栄高校体育館

広 闇は裂けよ地の底の 石山浩一郎
呉宮原 夕鶴 木下順二
呉三津田 瓜子姫とあまんじゃく 木下順二

○呉豊栄 菜切包丁 森瀬高明
清水ヶ丘 まぼろし ＊平川佐恵美

○呉商業 青春賛歌 重光透
音戸 困った人々 佐々俊之

第３０回（１９８２）呉豊栄高校体育館

ジュール・ルナール○広 にんじん
呉宮原 試行錯誤 佐々俊之
呉三津田 赤さび色の無言歌 松本直美

○呉豊栄 静かな海－いつか来た道 原博
清水ヶ丘 実験動物 井関義久
呉商業 赤ずきん ザ・紙芝居 榊原政常－
音戸 古時期 ＊海道美景－

※呉豊栄は中国大会へ出場

第３１回（１９８３）呉宮原高校体育館

○広 サロンには鍵をかけろ 福田薫
呉宮原 おしゃり 福田薫

湘南女子高校○呉豊栄 ある群れ
清水ヶ丘 狂育白書 佐々俊之
呉商業 夢みしものは 山口厚美
音戸 白雪姫のまま母物語 ＊海道美景

（休演：呉三津田）

第３２回（１９８４）清水ヶ丘高校体育館

広 黒い太陽 林黒土
○呉宮原 蚊遣火 林黒土

呉豊栄演劇部○呉豊栄 風車 ＊
清水ヶ丘 ピース症候群 ＊木下智栄子
音戸 うその皮 高橋彰子
呉工業 北村想THE SHELTER

（休演：呉三津田・呉商業）

第３３回（１９８５）清水ヶ丘高校体育館

○広 町のエチュード
～三月つぼみ～ 神宮茂十郎

○呉宮原 筑豊の少女 林黒土
呉三津田 ばらの木にばらの花咲く 関河惇
呉豊栄 人よ、されど魂を鎮め給へ

井上伸生
清水ヶ丘 再会屋 雑賀聖
呉商業 静かなる朝 原博
音戸 ある死神の話 内木文英
呉工業 ダム・ウェイター（料理昇降器）

ハロルド・ビンター

第３４回（１９８６）呉三津田高校体育館

広 不幸という名の鴎たち 石山浩一郎
呉宮原 悪魔のいるクリスマス 在間ジロ
呉三津田 うたかたの砦 一柳俊邦

呉豊栄演劇部○呉豊栄 最後のカイン ＊
～大地からのレクイエム～

清水ヶ丘 人形館 渡辺茂
Ｏ・ヘンリー音戸 最後の一葉

○呉工業 ある死神の話 内木文英

（休演：呉商業）

第３５回（１９８７）呉三津田高校体育館

広 いつか来た道 佐々俊之
○呉宮原 銀河鉄道の夜 北村想
呉三津田 かげぼうし幻想 内木文英

○呉豊栄 ガラスの瞬間 ＊岩佐宏（とき）
清水ヶ丘 はるかな森にひかりみちる時

開発宣子
呉商業 旅人 寺島アキ子

音戸高校ＯＧ音戸 卑弥呼
呉工業 彦市ばなし 木下順二

第３６回（１９８８）呉商業高校体育館

○広 みんな無くなって…
－祖母たちの青春－ ＊広演劇部

呉宮原 小山内春子By itself
呉三津田 かざぐるま 安梅宏美
呉豊栄 鬼桔梗 福田薫
清水ヶ丘 ニューヨークのくしゃみ 町井陽子
呉商業 夢みしものは 山口厚美

○呉工業 河童退散 阿坂卯一郎

（休演：音戸）



第３７回（１９８９）呉市民会館

広 カオス ＊広演劇部
○呉宮原 黒い太陽 林黒土
呉三津田 うたかたの砦 一柳俊邦

○呉豊栄 隅田川～短編ドラマの試み～
榊原政常

清水ヶ丘 回転木馬 辰島幸夫
呉商業演劇部呉商業 独りぼっちが３人 ＊

音戸 魂は永遠に ＊大江奈緒

（休演：呉工業）

第３８回（１９９０）呉市民会館

○広 混沌 ＊広演劇部（カオス）
呉宮原 異端派 小林正良

呉三津田演劇部呉三津田 ＊Heart in Forest
○呉豊栄 ともだち 佐々俊之
清水ヶ丘 遁走曲 西沢周一（フーガ）

（休演：呉商業・音戸・呉工業）

第３９回（１９９１）呉市民会館

○広 伏流 ＊越智昭孝
呉宮原 来たるべき日のゴジラ 鈴木俊裕
呉三津田 かざぐるま 安梅宏美

○呉豊栄 静かなる朝 原博
清水ヶ丘演劇部清水ヶ丘 滝 ＊
呉商業演劇部呉商業 真実のお守り ＊

音戸 おばあちゃん ＊好川志穂
呉工業 天翔る少年

－風の伝説を信じるか－ 長山一宏

第４０回（１９９２）呉市民会館

○広 朝はそこに－若者への賛歌－
＊越智昭孝

呉宮原演劇部呉宮原 未来へ ＊
呉三津田 シスター・シスター・シスター

田中みゆき
呉豊栄演劇部○呉豊栄 子守木 ＊
清水ヶ丘演劇部清水ヶ丘 心象－霧の向こう側－ ＊
服部恵案・呉商業 猫になりたい ＊
呉商業演劇部

呉工業 炎のシグナル 井口俊司

（休演：音戸）

第４１回（１９９３）呉豊栄高校多目的ホール

○広 人よ、さらに深く ＊越智昭孝
呉宮原 ボーイ 高島克明

呉豊栄演劇部呉豊栄 －ここにいる ＊I'm here
○清水ヶ丘 滝－竜神様のおくりもの－

清水ヶ丘演劇部＊
呉商業演劇部呉商業 君はいつもそこにいた ＊

（休演：呉三津田・音戸・呉工業）

第４２回（１９９４）呉市民会館

広 壁 ＊桧垣真由美
○呉宮原 悪魔がいるクリスマス 在間ジロ
呉三津田 －親愛なる君 へ－Dear Myself （ぼく）

呉三津田演劇部＊
呉豊栄 逆光少女 北野茨

清水ヶ丘演劇部清水ヶ丘 硝子－少女たちの心－ ＊
呉商業演劇部呉商業 ＊Green Once More

○呉工業 一冊の台本 ＊峠千代（ほん）

（休演：音戸）

第４３回（１９９５）呉市民会館

○広 島よ、わがふるさとよ ＊越智昭孝
Loss of Memories呉宮原

（ぼく） 呉宮原演劇部～これからの君 へ ＊
○呉豊栄 消えたビー玉 小山賢治
清水ヶ丘 地球 ＊山崎照美
呉工業 題はまだない ＊渡辺能弘

（休演：呉商業）

第４４回（１９９６）呉豊栄高校多目的ホール

広演劇部・越智昭孝○広 私って何なの カオス ＊（ ）
呉宮原 黒いスーツのサンタクロース

田窪一世
○呉豊栄 まにまに 竹内貴子
清水ヶ丘 カーテン・コール ＊岡田隆一

、 。呉工業 父さん キャッチボールでもいいよ
おおもとひろあき～僕と息子の間に～ ＊

（休演：呉商業）

第４５回（１９９７）呉市民会館

○広 静かな海－いつか来た道 原博
○呉宮原 童話裁判 森本かおり
呉豊栄 ミッキー風船は耳からしぼむ

古谷泰三
清水ヶ丘 今日が誕生日－私の１８歳

清水ヶ丘演劇部＊

（休演：呉商業・呉工業）



第４６回（１９９８）呉市民会館

広 迷宮のシンデレラ ＊中島清志
呉宮原 医者よ自分を癒せ 岡部淳

○市立呉 終わらない夏 斉藤泰弘
～かっぱえびせんの向こうに

東中久美・丸子由美○清水ヶ丘 炎天の追憶 ＊

（休演：呉商業・呉工業）
（呉豊栄→呉市立呉へ校名変更）

第４７回（１９９９）呉市民会館

広 秋本正紀ILLUSION
○市立呉 割腹自殺（仮） 恵比寿平

東中久美・山﨑弥美○清水ヶ丘 未来 ＊
呉工業 呉工演劇舞台裏 ＊渡辺恵介

（休演：呉宮原）
（県大会へは市立呉に代わって広が出場）

第４８回（２０００）呉市民会館

○広 ＊中島清志RAINBOW
呉宮原 仮面の奥 勝鹿北星

○市立呉 ガーデン 宮本浩司
清水ヶ丘 ケータイ・ケータイ・コケコッコ

＊部谷岡真美
呉工業 ～在る男の人生My life

＊森本勇一

第４９回（２００１）呉市民会館

出来本泰史・広演劇部広 ＊YOU
○市立呉 うなばらの詩～サンダカン八番娼館

山崎朋子・竹内貴子
○清水ヶ丘 ドール～手作り人形やってます～

＊宇都宮茉由
呉工業 頭痛 ＊山根由裕

（休演：呉宮原）

第５０回（２００２）呉市民会館

広 マーメイドをさがして ＊池田美沙
○市立呉 七人の部長 越智優
○清水ヶ丘 忘れられた部屋 ＊宇都宮茉由
呉工業 劇が好き 山田哲也

（休演：呉宮原）

第５１回（２００３）呉市民会館

○広 アキラ ＊藤原真由
やまもとけいぞう○市立呉 シュガーレス

清水ヶ丘 分岐点～心のカケラ～ ＊比良友香
呉工業 娘よ～やり直せるなら～

＊小石裕子

（休演：呉宮原）

第５２回（２００４）呉市民会館

広 … ＊藤原真由We are
（セレナーデ） 中島清志・市呉演劇部○市立呉 蒼夜曲 ＊

○清水ヶ丘 半熟夢卵 ＊新宅梢
呉工業 ゴジラ 大橋泰彦

第５３回（２００５）呉市川尻公民館

市立呉 見送る夏 越智優
清水ヶ丘演劇部・○清水ヶ丘 うみ、ふたり ＊
岡田隆一
砂本量・真柴あずき○呉工業 郵便配達夫の恋


