
第1回　１９８４年８月１２日　長野県民文化会館　

長野西高 『ＲＡＴＳ』　（演劇班／作）

木曽高 『瓜子姫とアマンジャク』　（木下順二／作）

伊那北高 『奇跡の人』　（ギブソン／作　演劇部／脚色）

◎ 篠ノ井高 『べっかんこ鬼』　（さねとうあきら／作）

第２回　１９８５年８月１０・１１日　長野県民文化会館　　

上田高 『瓶詰のナポレオン』　（野田秀樹／作）

赤穂高 『しんしゃく源氏物語』　（榊原政常／作）

◎ 蘇南高 『おさん幻想』　（伊東隆弘／作）

飯田風越高 『初めの一歩』　（演劇部／作）

長野高 『学校』　（井関義久／作）

長野吉田高 『半霊界脱出記』　（山本秀行／作）

第３回　１９８６年８月９・１０日　駒ヶ根文化会館　　　　　

赤穂高 『女王陛下とクーデター』　（町井陽子／作）

野沢北高 『さざんがきゅう』（佐藤良和／作）

須坂高 『ＤＯＬＬ』　（如月小春／作）

皐月高 『山の動く日』　（町井陽子／作）

◎ 蘇南高 『山月記・異聞』　（森一生／作）

飯田風越高 『アンネの日記』　（アンネ・フランク／作）

伊那弥生丘高 『探しものは何ですか』　（西之園至郎／作）

第４回　１９８７年８月１９・２０日　上田文化センター

上田高 『葉桜と魔笛』　（太宰治／原作　舞沢智子／潤色）

長野吉田高 『神様、お願い！』　（外戸陽子／原作　遠藤紀子／改作）

松本蟻ヶ崎高 『いつか見た夏の思い出』　（市堂令／作）

伊那西高 『Ｄｅａｄ　Ｅｎｄ』　（岡部淳／作）

飯田風越高 『夕しぐれ』　（演劇部／作）

◎ 長野中央高 『のら犬』　（壅岡裕美子／作）

上田染谷丘高 『立春譜』　（一柳俊邦／作）

第５回　１９８８年８月１９・２０日　長野市民会館　　　

長野高 『又寝ると明日たいね』　（水野一成／作）

◎ 野沢北高 『ＧＲＡＤＵＡＴＩＯＮ‐卒業‐』　（宮本星美／作）

飯田長姫高 『食欲のないおはなし』　（佐々俊之／作）

上伊那農業高 『人家にははや電灯のともり』　（佐々俊之／作）

長野西高 『物語威風堂々』　（市堂令／作）

松本県ヶ丘高 『はなまぼろし』　（大谷駿雄／作）

諏訪二葉高 『祭りよ、今宵だけは哀しげに』　（加藤純・清水洋史／作）

野沢南高 『袋の女』　（榊原政常／作）

第６回　１９８９年８月５・６日　松本市民会館　　

木曽高 『ひかりごけ』　（武田泰淳／作）

◎ 野沢北高 『まほうつかいのでし』　（横内謙介／作　演劇班／潤色）

高遠高 『かざぐるま』　（安梅宏美／作）

長野西高 『不思議なクリスマスのつくりかた』　（成井豊／作）

諏訪二葉高 『二千四百秒の蛍』　（村元督／作）

上田染谷丘高 『女王陛下とクーデター』　（町井陽子／作）

篠ノ井高 『Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ』　（演劇部／作）

飯田風越高 『ＧＲＡＤＵＡＴＩＯＮ‐卒業‐』　（宮本星美／作）

松本美須々丘高 『第一精神病棟』　（斉藤洋／作）

第７回　１９９０年８月１１・１２日　県伊那文化会館　

◎ 赤穂高 『此処はお国を何百里』　（城倉隆／作）

野沢北高 『未来のたまご』　（演劇班／作）

豊科高 『PUPPET‐あやつり人形‐』　（渡辺茂／作　演劇班／改作）

松本県ヶ丘高 『銀河旋律』　（成井豊／作）

阿南高 『血の薔薇』　（演劇部／作）

上田染谷丘高 『黒い太陽』　（林黒土／作）

屋代高 『大人になれない子供たちのために』　（水川裕雄／作）

長野南高 『この夢のような‐瞬間を』　（成田穂澄／作）

諏訪二葉高 『赤ずきん‐ザ・紙芝居‐』　（榊原政常／作）

第８回　１９９１年８月１０・１１日　上田市文化センター　　　

☆印は全国大会出場校，◎印は関東高校演劇研究大会出場校，◇印は創作脚本賞‐第10回発表会より‐

長野県高等学校演劇合同発表会のあゆみ



野沢北高 『天使は瞳を閉じて』　（鴻上尚史／作）

諏訪実業高 『生きる者たちへ』　（演劇部／作）

皐月高 『夢みしものは』　（山口厚美／作）

松本美須々丘高 『百万年ピクニック』　（成井豊／作）

松本蟻ヶ崎高 『黒いスーツのサンタクロース』　（田窪一世／作）

長野高 『町に人間がいなくなった日』　（演劇班／作）

飯田女子高 『続・人形館』　（渡辺茂／作）

伊那弥生丘高 『悪魔のいるクリスマス』　（在間ジロ／作）

◎ 野沢南高 『砂の砂漠へ』　（大太郎／作）

上田東高 『ＤＥＡＲ　ＦＲＩＥＮＤＳ』　（水瀬碧菜／作）

第９回　１９９２年８月８・９日　長野県民文化会館

野沢南高 『寿歌』　（北村想／作）

須坂東高 『こんにちはかぐや姫』　（北野茨／作）

須坂高 『来たれ演劇部員！』　（演劇部／作）

下諏訪向陽高 『瀬戸際族の反乱』　（坊丸一平／作）

◎ 松本松南高 『悪魔のいるクリスマス』　（在間ジロ／作）

塩尻高 『寿歌』　（北村想／作）

飯田女子高 『鼓動』　（菅村敬次郎／作）

上田染谷丘高 『ナツヤスミ語辞典』　（成井豊／作）

伊那北高 『祭りよ、今宵だけは哀しげに』　（加藤純・清水洋史／作）

◎ 長野西高 『遙かなる時を越えて』　（演劇班／作）

第１０回　１９９３年７月３１日・８月１日　大町文化会館　　

上田染谷丘高 『魚、歩きなさい』　（吉田美彦／作）

辰野高 『いつもの小宇宙』　（上柳愛／作）

野沢南高 『世界樹のほとりで』　（大太郎／作）

長野南高 『銀河旋律』　（成井豊／作）

◎ 松本松南高 『センチメンタル・アマレット・ポジティブ』　（前川麻子／作）

中野西高 『コミュニケーション・スクランブル』　（演劇部／作）

◎ 諏訪二葉高 『赤い扉』　（坂下恵／作）

飯田高 『戦の夜の夢‐夏野夢子の冒険‐』　（北野茨／作）

豊科高 『スパイ物語』　（別役実／作）

◇『コミュニケーション・スクランブル』　（中野西高演劇部／作）

第１１回　１９９４年７月３０・３１日　岡谷市カノラホール

須坂東高 『いしぶみ』　（本多千賀子／作）

◎ 田川高 『ＭＯＲＡＬ』　（如月小春／作）

上田染谷丘高 『祭りよ、今宵だけは哀しげに』　（加藤純・清水洋史／作）

岡谷南高 『大人になれない子供たちのために』　（水川裕雄／作）

豊科高 『ある日、ぼくらは夢の中で出会う』　（高橋みつを／作）

辰野高 『ＬＯＮＧ　ＬＯＮＧ　ＴＩＭＥ　ＡＧＯ』　（伊東由美子／作）

飯田女子高 『ゴジラ』　（大橋泰彦／作）

◎ 長野西高 『ぜんまい仕掛けの、おさかな』　（演劇班／作）

☆ 野沢北高 『シスター・シスター・シスター』　（田中みゆき／作　演劇班／潤色）

東海大学第三高 『ＤＯＬＬ』　（如月小春／作）

◇『いしぶみ』　（須坂東高教・本多千賀子）

第１２回　１９９５年１１月３・４日　松本市民会館　

須坂高 『はじまりの終わり』　（田中美也子／作）

◎ 上田染谷丘高 『炎のシグナル』　（井口俊司／作）

下伊那農業高 『アンナはどうして飛べないの』　（一柳俊邦／作）

中野実業高 『満月だよ！チャーリー』　（赤間幸人／作）

岡谷東高 『戦の夜の夢‐夏野夢子の冒険‐』　（北野茨／作）

松本松南高 『篭の中の傾向と対策』　（演劇部／作）

伊那弥生丘高 『満州哀歌』　（山岸美香／作）

蓼科高 『ＯＬＤ』　（大川七瀬／作）

赤穂高 『広くてすてきな宇宙じゃないか』　（成井豊／作）

◎ 豊科高 『青木さん家の奥さん』　（内藤裕敬／作）

飯田風越高 『青い地球　りんごの木の下で』　（北野茨／作）

東海大学第三高 『拝啓、研一先輩』　（演劇部／作）

◇『満州哀歌』　（伊那弥生丘高・山岸美香）

第１３回　１９９６年１１月２・３日　上田市民会館

飯田風越高 『とことん優しくそばにいて』　（水川裕雄／作）

上田千曲高 『星の砦』　（芝田勝茂／作）

須坂高 『劇』（山岸一磨／作）



軽井沢高・小諸高 『見つけた！！』　（横前光・軽井沢・小諸商業演劇部／作）

長野清泉女学院高 『ＯＵＴ　ＯＦ　ＣＯＮＴＲＯＬ』　（大倉マヤ／作）

岡谷東高 『又寝ると明日たいね』　（水野一成／作）

松本蟻ヶ崎高 『ボクサァ』　（高橋いさお／作）

長野西高 『きらきらぼし』　（演劇部／作）

◎ 伊那西高 『椅子』　（古沢良一／作）

◎ 明科高 『マーチ・オブ・３６５ｓｔｅｐｓ』　（たかのけんじ／作）

（◇　該当作品無し）

第１４回　１９９７年１１月１・２日　駒ヶ根市文化会館

松本深志高 『バルカン動物園』　（平田オリザ／作）

飯田女子高 『戦争は終わらない』　（照屋洋／作）

上田高 『俺たちの甲子園』　（石原哲也／作）

須坂高 『高嶺の花は誠得難く』　（牧定昌／作）

上田東高 『Ａマイナー』　（石原哲也／作）

長野日本大学高 『Ｉ’ｌｌ　ＢＥ ＴＨＥＲＥ』　（奈央‐Hisako Mashino‐／作）

赤穂高 『ポプコーンの降る街』　（み群杏子／作　演劇部／潤色）

◎ 中野西高 『根っこ』　（アーノルド＝ウェスカー／作　演劇部／脚色）

諏訪二葉高 『ｍｙｓｅｌｆ』　（玉村徹／作　演劇部／脚色）

◎ 田川高 『唇に聞いてみる』　（内藤裕敬／作）

◇『アダチル村のゲートボール』　（岡谷東高教・百瀬慎一）

第１５回　１９９８年１１月７・８日　長野県民文化会館　

明科高 『ラビリンス・メイズ』　（たかのけんじ／作）

長野西高 『ＤＯＬＬ』　（如月小春／作）

◎ 長野日本大学高 『ＧＨＯＳＴ』　（奈央／作）

伊那弥生丘高 『一瞬はガラス細工のように』（西沢美佳／作）

岩村田高 『夏の庭‐Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄ』　（湯本香樹実／作　土屋千尋／脚色）

◎ 田川高 『ホテルカリフォルニア　私戯曲県立厚木高校物語』　（横内健介／作）

下伊那農業高 『マリア』　（宮本宏司／作）

上田染谷丘高 『遠い日の子守歌』　（林真樹子／原作　馬場貴美／脚本）

皐月高 『Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ～見えない宝物～』　（演劇部／作）

諏訪二葉高 『オルゴール』　（香月麻友子／作　演劇部／脚色）

◇『ラビリンス・メイズ』　（明科高教・高野憲児）

第１６回　１９９９年１１月６・７日　塩尻市文化会館　    ※関東大会が岡谷会場のため、３校推薦　塩尻市文化会館　　※関東大会が岡谷会場のため、３校推薦

上田染谷丘高 『時のたまご』　（金澤和剛／作）

長野清泉女学院高 『森奏曲～小さ足跡～』　（倉本聰／原作　演劇班／潤色）

野沢北高 『ＤＯＭＩＮＯ』　（岡本薫子／作）

◎ 松本美須々丘高 『ペナルティ・マリア』　（ＥＭＩ／作）

田川高 『ジャップ・ドール』　（鄭義信／作）

中野西高 『イケてる大人になる方法』　（町田浩子／作）

伊那西高 『たんぽぽとかずのこ』　（畠田恭子・塚原政司／作　演劇部／潤色）

飯田高 『ペナルティ・マリア』　（ＥＭＩ／作）

◎ 諏訪二葉高 『星が流れた』　（広瀬邦仁／作）

◎ 長野日本大学高 『ボクのじゆうちょう』　（てらにしかつえ／作）

◇『ボクのじゆうちょう』　（長野日本大学高・寺西克江）

第１７回　２０００年１０月２８・２９日　東部町文化会館　

諏訪二葉高 『Ｏｚ』　（河合咲／作　太田雅美／潤色）

長野清泉女学院高 『Ｉ　ｗａｓ…？』　（湯本京／作）

野沢南高 『幻想曲』　（松村靖彦／作）

下伊那農業高 『終わらない夏～かっぱえびせんのむこうに～』　（斉藤泰弘／作）

◎ 須坂高 『１７歳のオルゴール』　（秋元正紀／作）

松本県ヶ丘高 『熱帯樹』　（三島由紀夫／作）

◎ 長野日本大学高 『空のハードル』　（ながみねひとみ／作　演劇部／潤色）

上田東高 『Ｔｗｏ』　（成井豊／作　演劇班／潤色）

田川高 『漱石とヘルン』　（坂手洋二／作）

上伊那農業高 『沈黙の陽炎』　（音喜田由紀子／作）

◇『ふたりの愛の国』　（松本筑摩高教・木村哲）

第１８回　２００１年１０月２７・２８日　県伊那文化会館　　

上田高 『雨降って固まった地』　（川瀬加奈子／作）

東海大学第三高 『Ｓｋｙ　Ｋｉｄ’ｓ‐スカイキッズ‐』　（尾崎仁美／作）

◎ 長野清泉女学院高 『２０‐Ｔｉｍｅ　Ｌｉｍｉｔ‐』　（井出佳耶乃／作）

◎ 田川高 『神々の国の首都』　（坂手洋二／作）

伊那西高 『丘の上の夏』　（演劇部／作）



松本美須々丘高 『Ｂｌｏｏｄ　Ｒｅｉａｔｉｏｎｓ』　（シャロン・ポーロック／作）

野沢南高 『鋼の雪』　（津田雅美／原作　早川美緒・村松靖彦・三石由香梨／脚本潤色）

飯田高 『前略、スナフキン様！』　（広瀬邦仁／作）

文化女子大長野高 『霊零‐Ｘ　ＤＡＹ‐』　（演劇部／作）

◇『ベルゲン・ベルゼンの空の下で』（松本深志高教・小川幸司）

第１９回　２００２年１１月２・３日　長野県民文化会館

赤穂・伊那弥生丘・
伊那北高合同

『星の河』　（マキノトモヲ／作）

野沢北高 『シスター・シスター・シスター』　（田中みゆき／作　演劇班／潤色）

◎ 塩尻志学館高 『海の楽園』　（太田薫／作　演劇部／潤色）

須坂高 『響』　（本多千賀子／作）

松本深志高 『冬の花火』　（太宰治／作　小川幸司／潤色）

◎ 長野日本大学高 『嗚呼、青春…。』　（傳田直子・金子幸江／作）

飯田女子高 『ガラクタ』　（林ひとみ／作）

小諸商業高 『アダチル里のゲートボール』　（百瀬慎一／作）

諏訪清陵高 『大きな桜の木の下で』　（河西美奈／作）

◇『大きな桜の木の下で』　（諏訪清陵高・河西美奈）

第２０回　２００３年１０月２４・２５日　東部町文化会館

飯田高 『夏芙蓉』　（越智優／作　広瀬邦仁・原史織／潤色）

小諸商業高 『明けない夜はない。』　（百瀬慎一／作）

上伊那農業高 『雪の降る季節に…』　（Ｓａｔｏｓｈｉ　Ｔｏｊｏ／作）

上田染谷丘高 『なつまつり』　（五十嵐英実／作）

長野清泉女学院高 『Ｓｅｌｆ　～これからの私へ～』　（大橋泰彦／原作　井上梓／脚色）

◎ 松本深志高 『南京の早春賦』　（小川幸司／作）

◎ 田川高 『くじらの墓標』　（坂手洋二／作）

東海大学第三高 『夏芙蓉』　（越智優／作）

須坂高 『放課後・しゃぼん玉』　（演劇部／作）

（◇　該当作品無し）


