
2019年6月 御園座公演　アンサンブル・キャストスケジュール

公演日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

開演時間 12:00 12:00 12:30 12:30 12:30 12:30 12:00 12:00 12:30 12:30 貸切 12:00 12:00 12:30 12:00

司教 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 増原英也 増原英也 増原英也 増原英也 増原英也 増原英也 増原英也

工場長 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治

バマタボア 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之

グランテール 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰

フイイ 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介

コンブフェール 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹

クールフェラック 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠

ジョリ 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介

プルベール 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基

レーグル 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太

バベ 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介

ブリジョン 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生

クラクスー 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴

モンパルナス 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 田川景一 田川景一 田川景一 田川景一 田川景一 田川景一 田川景一

ファクトリーガール 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織

買入屋 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実

かつら屋 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜

マダム 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子

宿屋の女将（女7） 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲
カフェオーナーの妻（女9） 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅

病気の娼婦（女5） 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜

鳩（女8） 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香

あばずれ（女6） 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 華花 華花 華花 華花 華花 華花 華花

若い娼婦（女10） みい みい みい みい みい みい みい みい 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳

開演時間 18:15 17:00 18:15 18:15 18:15 17:00 18:15 18:15 18:15 17:00 18:15

司教 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 増原英也 増原英也 増原英也 増原英也 増原英也

工場長 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 伊藤俊彦 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治

バマタボア 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之 宇部洋之

グランテール 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 川島大典 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰

フイイ 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 木暮真一郎 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介

コンブフェール 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 中井智彦 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹

クールフェラック 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 今井　学 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠

ジョリ 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介

プルベール 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 藤田宏樹 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基

レーグル 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太 染谷洸太

バベ 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介 町田慎之介

ブリジョン 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 佐々木淳平 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生

クラクスー 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 長尾哲平 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴

モンパルナス 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 田川景一 田川景一 田川景一 田川景一 田川景一

ファクトリーガール 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 島田　彩 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織

買入屋 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 廣野有紀 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実

かつら屋 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜 三上莉衣菜

マダム 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 湊　陽奈 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子

宿屋の女将（女7） 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 中村萌子 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲
カフェオーナーの妻（女9） 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅 篠崎未伶雅

病気の娼婦（女5） 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 桃菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜

鳩（女8） 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 五十嵐志保美 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香

あばずれ（女6） 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 小林風花 華花 華花 華花 華花 華花

若い娼婦（女10） みい みい みい みい みい みい 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳

※出演者及びキャストスケジュール変更の際はご了承ください。出演者変更の場合でも他日への変更、払い戻しは致しかねます。
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https://www.misonoza.co.jp/new/wp-content/uploads/2019/03/190607remize-principlecast190315.pdf

