
1/2 ソコナイ図 dracom 鎌田菜都美

1/6 ハイスクール天守物語
兵庫県立姫路工業高等学
校演劇部

上川泰生

1/7
話すのなら、今ここにないもののことを話した
かった。今ここにないものの話ばかりしようと
思った。

Recycle缶の階 太田宏

1/9 演劇と歌声と１０個くらいのいいたいこと。 べろべろガンキュウ女 進信也

1/10 杉沢村のアポカリプティックサウンド イエティ 土佐和成

1/10 橙色の中古車 FUKAIPRODUCE羽衣 深井順子

1/11
机上の空論（ワタシタチハタダコレカラノコトヲ
カンガエテイタ）

劇団太ロウ 小濱健太郎

1/11 旅猫リポート 演劇空間WEAVE CUBE 川田恵三

1/14 恋人がビッグフット 無名劇団 島原夏海

1/15 夕空はれて～よくかきくうきゃく～ カラ／フル 三品佳代

1/16 クラウドエンド 激団リジョロ 星野桃子

1/16 タンバリン 劇団go to 笹本順子

1/17 対ゲキだヨ！全員集合
短距離男道ミサイル×オレ
ンヂスタ×コトリ会議

小濱昭博

1/19 火曜日のゲキジョウ
これはこれブラザーズ×
オッドテーラーズ

槌谷直樹

1/20 風桶 梅棒 Na☆

1/20 OMG 梅棒 櫻井竜彦

1/21 軽くフィクション team B シザーブリッツ 大塚愛菜

1/21 APOFES 福地教光 福地教光

1/22 ハイアガール 夕暮れ社 弱男ユニット 中西柚貴

1/23 楽園 劇団ずぼら 中西侑平

1/23 アップ・ダディ・ダウン
SHASEN×ステージタイ
ガー×淀川工科高等学校
演劇部

アミジロウ

1/24 もう音はいらない 劇団サニー 花園渉子

1/26 火曜日のゲキジョウ
daisei minori×カヨコの大
発明

大山果

1/28 ソドムの紅い月 ～やっぱ、すっきゃねん～ 大阪ゲキバカ 山咲和也

1/29 TOUCHABLES
メイシアター×ホルマリン
兄弟

久保田浩

1/29 想い出パレット ～乙女の戦、なにわ場所～ 大阪ゲキバカ 松永のりこ

1/30 私は、捨て犬だった ikiwonomu 黒木夏海

1/30 明烏 一ひめ二たろう 西田美咲

1/31 人魚伝説 エクステ 徳山博飛

1/31 真夜中すべての白を MicroToMacro 小谷地希

2/5 正義のミカタ　正義の都合 劇団ゴサンケ 下浦貴士

2/6 居坐りのひ 劇団N2 木村聡太

2/6 正義のミカタ　悪の理想 劇団ゴサンケ 門石藤矢

2/7 無名稿　機械
無名劇団（大大阪舞台博
覧会）

西田美咲

2/10 SQUARE AREA 劇団壱劇屋 小刀里那

2/10 これっぽっちの。 南船北馬 橋本浩明

2/11 錆色の瞳、黄金の海 劇団ショウダウン 飯嶋松之助

2/11 しょうてん魂 MousePiece-ree 大沢めぐみ

2/12 叫べ。決意と、今と、 劇団未踏座 むーみん

2/13 お家族 大名 まつなが

2/13 チョコレートタウンとトラブルカカオ 激団しろっとそん 大牧ぽるん

2/15 SQUARE AREA 劇団壱劇屋 竹村晋太朗

2/16 朝まで生ゴヅラ 笑の内閣 横田絢

2/16 火曜日のゲキジョウ
月曜劇団×オパンポン創
造社

池下敦子

2/18 水底平家 劇団コケオドシ イトー。

2/19 星空発電所 彗星マジック 村井友美

2/20 OPEX 匿名劇壇 芝原里佳

2/20 小林まゆみ10周年記念企画 小林まゆみ 小林まゆみ

2/21 night way 遊劇舞台二月病 松原佑次

2/21 CRONY A 劇団Pinocchio 内田美咲

2/23 マナー講座星人の逆襲 劇団はみだしぼっち 飯室翔太

2/23 火曜日のゲキジョウ
ぶいぶいブタイ×ステージ
タイガー

白井宏幸

2/25 くるり、くゆりら あえか 山下拓朗

2/26 彷徨坊怪異譚　土蜘蛛の章 熊の宅急便企画 出田英人

2/27 野獣郎見参！～BEAST IS RED～ 劇団万絵巻 茶髪

2/28 きみが大好きだった、とおいいえ Sputnik. 川上立



2/28
名無しのサツキ！～ぶぶ漬けもう一杯くれ編
～

劇丼 竹内雪乃

2/28 あかり・ツキ・三日月
大阪アニメーションカレッジ
専門学校11期生声優学科
卒業公演

西尾美香

2/29 僕の國 劇団展覧劇場 カタール

3/4 エンプティブルー 夜光殺陣 田地翔太

3/5 楽猿祭
演劇ワークショッププレゼ
ンツ

てっちゃん

3/5 BALL 東洋企画 都呂路あすか

3/8 祭！2016 vol．3 足一 西田美咲

3/11 紡ぎ屋カラムと紅い糸 羊とドラコ 一瀬尚代

3/12 僕らはそこにいる STAR☆JACKS 下浦貴士

3/12 Yesterday 「　　　」 Tomorrow 水彩suisai 浅尾朱音

3/13 いつか みんな なかったことに ウミ下着 中西ちさと

3/13 MOON ユリイカ百貨店 野尻祈

3/17 骨から星へ プロジェクトKUTO-10 工藤俊作

3/18 CROCKERS 劇団ちゃうかちゃわん 酒井菜摘

3/18 THE　BEE 劇団六風館 東洋

3/19 NEXNEISIST 有馬九丁目ANNEX 海月

3/19 ニドメマシテ らぞくま 古川愛

3/21 THE GOODMAN - RETURNS- 演劇ユニットはなうたロック 久保健太

3/21 通天閣ブルース 劇団そとばこまち 嶋田典子

3/23 花かんざし・三人会 劇団KAZUMA 千咲大介

3/23 裸に勾玉 MONO 金替康博

3/25 アストライアー アマサヒカエメ 山咲和也

3/26 フツーニアルアシタ 追手門学院高校 演劇部 松岡創

3/26 アインザッツは鳴り止まない 箱庭計画 ことね

3/27 うめうめ。 837B かめ子

3/27 Wish Land （C） 劇団空組 植松友貴

3/30 ハローハローハロー
大阪府立桃谷高等学校
合同卒業公演

山根千尋

4/1 テノヒラサイズの人生大車輪 テノヒラサイズ 上野みどり

4/2
はやぶさものがたり　～宙（そら）翔けた軌跡
～　元服版

近藤綾香

4/3 飴男　チームS GOOOOO-TO-J つぼさかまりこ

4/6 LOVE17 べろべろガンキュウ女 黒田早香

4/21 Gliese ピヨピヨレボリューション 東理紗

4/24 スポチャンストリート 劇団SOLA 北川楓

4/28 真夜中の虹 劇団子供鉅人 山西竜矢

4/30 ～ゲキゲキがいっぱい～　B公演 劇団「劇団」 松田悠

5/1 おぼろおぼろ てんこもり堂 立川潤

5/1 ～ゲキゲキがいっぱい～　A公演 劇団「劇団」 小村七海

5/4
「Via Ethiopia」B、「シュガー、ミルク、スプー
ン、カップ、コーヒー、ダーリン」A

演り人知らズ ながたゆうか

5/5 「Via Ethiopia」A、「春の調べ」B 演り人知らズ 土江優理

5/5 ダークマスター 庭劇団ペニノ 井上和也

5/6 Mother ～母が残してくれたもの～ 荒金理香

5/7 メビウス ’16　澤井里依×為房大輔 劇団ショウダウン 澤井里依

5/7 暇だけどナニか？ 劇団暇だけどステキ 酉直純

5/8 メビウス ’16 水木たね×佐竹仁 劇団ショウダウン 水木たね

5/13 マンサク 四方香菜PRODUCE 葵郁美

5/13 ラジオドッグ KING＆HEAVY 濱辺緩奈

5/14 リクルートウォーズ 劇団走馬灯 押谷崇史

5/14 ダークマスター 庭劇団ペニノ FOペレイラ宏一朗

5/15 どろどろどるーんぷらすてぃっく 劇団カメハウス 神原真理

5/20 LEFT ～榛名ベース到れる～ 遊劇舞台二月病 寺井幸菜

5/20 THE KING OF THEATER がっかりアバター 松下あゆみ

5/21 Re：狐の嫁入り 何色何番 村井春奈

5/22 チョコレートの楽しみかた 演劇ユニットエストロゲン キム・チゲ子

5/24 Social walk VOGA 渡辺綾子

5/27 アタシたちには明日しかない Cheeky☆Queens 畠山薫

5/27 ごんべい ゲキバカ 中山貴裕

5/28 ペチカとエトランジェ 劇団冷凍うさぎ 鈴木幸重



5/28 the game 崖淵五次元 都美佳

5/29 偽フェスティバル5 劇団壱劇屋 小刀里那

5/29 モノクローム・ダイアリー 劇団ほどよし 北口果歩

6/2 ランニングホーム ステージタイガー 谷屋俊輔

6/3 翼とクチバシもください クロムモリブデン 渡邉とかげ

6/4 魔女が詠うは、とある娘の御伽噺。 Noisy Bloom 悠衣

6/4 ものわかりのいい病院 かのうとおっさん 藤谷以優

6/5 ルービックキューブ ThE 2VS2 澤井里依

6/8 歓呼の纏・またしたな 劇団KAZUMA 龍美佑馬

6/10 無名稿　機械 無名劇団 西田美咲

6/11 屋根のない城 ムーンビームマシン 松木賢三

6/11 Popcooorn!! 演劇畑ハッピーナッツ 岡田英樹

6/16 COACHES OF OVAL THE ROB CARLTON 隈本晃俊

6/18 3years 劇団空組 細野江美

6/18 父が愛したサイクロン DOORプロデュース 早川丈二

6/19 WORK OUT Y2P チャレンじ つぼさかまりこ

6/19 迷路 劇団大阪新選組 大城戸洋貴

6/22 ただしヤクザを除く　桜組 笑の内閣 髭だるマン

6/23 THE END '16
吉本新喜劇　佐藤太一郎
企画

山本誠大

6/25 ベリーショート しろみそ企画 初沢タケシ

6/25 ゼクシーナンシーモーニングララバイ 片岡自動車工業 加藤智之

6/26
旅路の果て～妄想プロデュースの妄想をし
てみた～

妄想プロデュース 山田百合香

6/27 ただしヤクザを除く　菊組 笑の内閣 下楠絵里

7/1 SERVICE 万博設計 畑中咲菜

7/2 梓巫女C子の無謀な賭け
アカル×大熊隆太郎（壱劇
屋）プロデュース

中井隆平

7/2 変調・三人吉三巴白浪 カン劇cockpit 唐木ふとし

7/7 ゆるりゆらり あみゅーず・とらいあんぐる せせらぎよし子

7/8 日々雑景　夜 七月ハリケーン 小林嵩平

7/9 13～招かざる客～RADICAL Artist Unit イカスケ 浅田武雄

7/9 ヤだなコワいななんかヘンだな イエティ 中川晴樹

7/10 虫のなんたるか 劇団第一主義 熊谷香月

7/14 箱根八里の半次郎 劇団KAZUMA 龍美佑馬

7/15 JACK 劇団ハネオロシ 成瀬サキ

7/16 或いは魂の止まり木 A級MissigLink 林田あゆみ

7/16 天守物語 劇団￥おやのすねかじり 藤岡靜奈

7/17 Qbic!! Aブロック
社会人劇団短編上演フェ
スティバル

土江優理

7/17 Qbic!! Bブロック
社会人劇団短編上演フェ
スティバル

ふろむ

7/17 お犬騒動 劇団明朗会計 萩原有見

7/18
INDEPENDENT：3rd Season Selection 大阪
公演

中嶋久美子

7/18 一家団欒 魚クラブ 上田耽美

7/19 メロメロたち 悪い芝居 石塚朱莉

7/22 凛笑バースデー 劇団KAZUMA 千咲凛笑

7/22
Z ～一度ならずも二度も手にとってしまった
アレの話

HPF高校演劇祭　箕面・豊
島高等学校

増山友惟

7/23 小さな妹の大きな夢 オセロット企画 川北唯

7/24 ティル・ナ・ノーグ～太陽の系譜～ 劇団ZTON 前田郁恵

7/25 僕たちの好きだった革命
HPF高校演劇祭　金蘭会
高等学校

江川美乃里

7/26 十二人の怒れる女たち
HPF高校演劇祭　大谷高
等学校

吉田莉子

7/27 熱海殺人事件　売春捜査官
HPF高校演劇祭　北摂つ
ばさ高等学校

小山桃佳

7/28 悩殺ハムレット
HPF高校演劇祭　北かわち
皐が丘高等学校

福田桃花

7/29 たゆたう
HPF高校演劇祭　堺西高
等学校

橋本佳美

7/30 ここは洋式トイレです。
HPF高校演劇祭　大阪女
学院高等学校

趙美恵

8/1 追う女追われる男
HPF高校演劇祭　箕面東
高等学校

鳥喰楓

8/2 Be honest
HPF高校演劇祭　工芸高
等学校

松澤日葉里

8/4 THE FIRST CAUSE 爆劇戦線 和田謙二 しゃくなげ謙治郎

8/5 ウソを数えて108つ 劇団暇だけどステキ 原千博



8/6 石ころとテイラー・スウィフト DanieLonely 神藤恭平

8/6 まつりのあらし 劇団カメハウス 上久保梓

8/7 三人どころじゃない吉三 少年社中 鈴木拡樹

8/7 ピエロどうもありがとうピエロ 努力クラブ 大石英史

8/9 ここも誰かの旅先 空晴 河野洋一郎

8/9 ただ夜、夜と記されて 空の驛舎 イトウエリ

8/11 トランス 演劇集団よろずや 赤穂神惟

8/12 飛んで散れ -sacrifice pundemic judgement- crashrush 紫月璃奈

8/14 うちの犬はサイコロを振るのをやめた
ポップンマッシュルームチ
キン野郎

CR岡本物語

8/14 アワーベイビー 三好大貴プロデュース 太立健

8/19 寿歌 カイテイ舎 つぼさかまりこ

8/20 10分間 2016　～タイムリープが止まらない～ 中野劇団 延命聡子

8/21
カゲロウのような夏の日を、シャボン玉にうつ
る華の燈を

ステラポンテ ほし☆あつこ

8/21 撃鉄の子守唄 劇団ショウダウン 中路輝

8/22 狼は鎖をもて繋ぐ 東洋企画 茶髪

8/26 夏のランナー STAR☆JACKS 兵頭祐香

8/28 最悪なきのうともう無いあした べろべろガンキュウ女 中筋捺喜

8/28 un mask ing 演劇ゆにっと卯号室 羽田兎桃

9/2 カラカラ コンブリ団 はしぐちしん

9/3 水いらずの星 壁ノ花団 内田淳子

9/3 真夏 no 夜 no 夢！ いるかHOTEL 能祖かなみ

9/4 みかんせいのくだもの プラズマみかん 金沢沙耶

9/7 モンタージュ　はじまりの記憶 土×村 Contondo 村田千晶

9/9 For スマイル
プロデュースユニットなな
め45゜ 白木原一仁ソロマイ
ム公演

白木原一仁

9/9 芸人コンティニュー スクエア 北村守

9/10
七人の語らい（ワイフ・ゴーズ・オン）・笑の太
字

アガリスクエンターテイメン
ト

鹿島ゆきこ

9/10 わが町 劇団六風館 堀田彩花

9/11 熱き心に ～センチメンタルレクイエム～
街のトリカブト屋さん、
GEKITOSTU公演

マナカ

9/11 革命少年 劇団レトルト内閣 鈴木洋平

9/12 モンタージュ　はじまりの記憶　土×寺 Contondo 寺井幸菜

9/14 モンタージュ　はじまりの記憶　木×浦 Contondo 木村美憂

9/17 For clickclock 西村陽子

9/17
PANDORA -Op.5 最終章・はじまりの章- 母
の記憶編

Project UZU 西田美咲

9/18
PANDORA -Op.5 最終章・はじまりの章- 悪
魔の心編

Project UZU 稲森誠

9/18 Яeverse
大阪大学劇団ちゃうかちゃ
わん

市川萌

9/19 次は、終点 アマサヒカエメ 松原一純

9/19 すすきのはらの童たち 劇団有馬九丁目 海月

10/7 米元の変 2025 劇団SHINKOUJI 奥田さぶりな美樹てぃー

10/8 -Hana- 赤猫プロジェクト 空山知永

10/8
猿川方程式の誤算あるいは死亡フラグの正
しい折り方

劇団ジャブジャブサーキッ
ト

なかさかあきこ

10/9 ウサギ小屋裁判 RandomEncount 藍田透子

10/10 壁の中の鼠
エイチエムピー・シアターカ
ンパニー

立川潤

10/14 いつかの夏は シバイシマイ 片彩眞璃

10/16 最果てクロニクル 関西大学劇団万絵巻 夜王

10/16 宇宙の人々 劇団925 土井隆

10/21 さきっちょ 劇団チェリーボーイズ 砂押健太

10/21 Nice To Meet You, My Old Friend. Aチーム 競泳水着 西村花織

10/22 frascoの海 猟奇的ピンク 海月

10/22 コインランドリー べろべろガンキュウ女 フランチャイズ黒田

10/23 ロイドと 劇団ガバメンツ 佐々木ヤス子

10/23 サイレントナイト 椿project 浜崎茉優

10/26 GLOVER 梅棒 NANOI

10/29 蟷螂襲短編集
JUIMARCとパプリカン・ポッ
プ友情企画

森口直美

10/29 永久の神憑き 箱庭計画 下野佑樹

10/30 わたしたちの永遠 劇団ほどよし 北口果歩



10/31 独鬼 -hitorioni-
竹村晋太朗presents 劇団
壱劇屋

竹村晋太朗

11/2 蓮池温泉 極楽ランド 仏団観音びらき 岩切千穂

11/3 あしたは全力モンキー 超人予備校 尾松由紀

11/4 ANCHOR 劇団うんこなまず 浦長瀬舞

11/6 EXTRA FOREVER? 劇団ヴァダー 友田かずを

11/9 地獄谷温泉　無明ノ宿 庭劇団ペニノ 辻孝彦

11/14 メガネニカナウ iPpei 濱辺緩奈

11/17 フェスティバル#2 A プロトテアトル 西琴美

11/18 フェスティバル#2 B プロトテアトル 小山亜衣

11/19 かもめ　－海に囲まれた物語－ ノアノオモチャバコ 森口美香

11/19 煩悩がやってくる かのうとおっさん 河口仁

11/20 降月～月降り姫のお話～ しろみそ企画 中山明菜

11/20 だるまかれし
第66回　大阪府高等学校
演劇研究大会府大会　桃
谷高校文芸部ドラマ班

山根千尋

11/23 王妃の肖像 演劇ユニット有職文様 石川信子

11/24 聖女 A組 少女都市 吉本尚加

11/25 潜脳ロリーナ／Floral tribute n-project ム

11/26 survive 遊劇舞台二月病 三村優里花

11/26 無人島 劇団　身体言語 森田鮎

11/27 らん・らら・るん 物忌み団 江藤美南海

11/28 ポートエレン 東洋企画 岸鮭子

11/30 イヤホンマン ピンク地底人 あまのあきこ

12/9 メビウス　三浦求×澤井里依 劇団ショウダウン 澤井里依


