
2019年6月 御園座公演　プリンシパル・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

バルジャン 福井晶一 福井晶一 吉原光夫 吉原光夫 吉原光夫 吉原光夫 福井晶一 福井晶一 吉原光夫 佐藤隆紀 佐藤隆紀 佐藤隆紀 佐藤隆紀 吉原光夫 吉原光夫

ジャベール 伊礼彼方 伊礼彼方 川口竜也 川口竜也 伊礼彼方 川口竜也 伊礼彼方 川口竜也 伊礼彼方 伊礼彼方 伊礼彼方 上原理生 伊礼彼方 上原理生 上原理生

ファンテーヌ 二宮　愛 濱田めぐみ 二宮　愛 濱田めぐみ 二宮　愛 二宮　愛 濱田めぐみ 二宮　愛 濱田めぐみ 知念里奈 濱田めぐみ 知念里奈 濱田めぐみ 濱田めぐみ 知念里奈

エポニーヌ 昆　夏美 昆　夏美 唯月ふうか 昆　夏美 唯月ふうか 昆　夏美 唯月ふうか 唯月ふうか 昆　夏美 昆　夏美 昆　夏美 昆　夏美 昆　夏美 屋比久知奈 屋比久知奈

マリウス 三浦宏規 海宝直人 三浦宏規 三浦宏規 三浦宏規 三浦宏規 三浦宏規 三浦宏規 海宝直人 内藤大希 内藤大希 内藤大希 内藤大希 海宝直人 海宝直人

コゼット 熊谷彩春 熊谷彩春 小南満佑子 小南満佑子 熊谷彩春 小南満佑子 熊谷彩春 小南満佑子 熊谷彩春 生田絵梨花 熊谷彩春 生田絵梨花 熊谷彩春 生田絵梨花 生田絵梨花

テナルディエ 斎藤　司 斎藤　司 駒田　一 斎藤　司 斎藤　司 駒田　一 橋本じゅん 橋本じゅん 駒田　一 KENTARO 斎藤　司 斎藤　司 KENTARO 駒田　一 駒田　一

マダム・テナルディエ 森公美子 鈴木ほのか 朴　璐美 鈴木ほのか 鈴木ほのか 朴　璐美 森公美子 朴　璐美 鈴木ほのか 森公美子 鈴木ほのか 森公美子 森公美子 鈴木ほのか 森公美子

アンジョルラス 相葉裕樹 小野田龍之介 相葉裕樹 小野田龍之介 小野田龍之介 相葉裕樹 相葉裕樹 相葉裕樹 小野田龍之介 上山竜治 小野田龍之介 上山竜治 小野田龍之介 小野田龍之介 上山竜治

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

バルジャン 吉原光夫 吉原光夫 福井晶一 福井晶一 福井晶一 吉原光夫 佐藤隆紀 吉原光夫 吉原光夫 吉原光夫 佐藤隆紀

ジャベール 川口竜也 川口竜也 伊礼彼方 伊礼彼方 川口竜也 川口竜也 上原理生 上原理生 上原理生 伊礼彼方 伊礼彼方

ファンテーヌ 濱田めぐみ 濱田めぐみ 濱田めぐみ 二宮　愛 濱田めぐみ 二宮　愛 知念里奈 濱田めぐみ 知念里奈 濱田めぐみ 知念里奈

エポニーヌ 唯月ふうか 唯月ふうか 昆　夏美 唯月ふうか 昆　夏美 昆　夏美 屋比久知奈 屋比久知奈 屋比久知奈 屋比久知奈 昆　夏美

マリウス 海宝直人 海宝直人 海宝直人 海宝直人 海宝直人 海宝直人 内藤大希 海宝直人 海宝直人 海宝直人 内藤大希

コゼット 小南満佑子 小南満佑子 小南満佑子 熊谷彩春 小南満佑子 小南満佑子 生田絵梨花 熊谷彩春 生田絵梨花 熊谷彩春 熊谷彩春

テナルディエ 駒田　一 橋本じゅん 橋本じゅん 駒田　一 橋本じゅん 駒田　一 KENTARO 駒田　一 KENTARO 駒田　一 KENTARO

マダム・テナルディエ 鈴木ほのか 朴　璐美 森公美子 森公美子 朴　璐美 鈴木ほのか 森公美子 鈴木ほのか 鈴木ほのか 鈴木ほのか 森公美子

アンジョルラス 小野田龍之介 相葉裕樹 小野田龍之介 相葉裕樹 相葉裕樹 小野田龍之介 上山竜治 小野田龍之介 上山竜治 小野田龍之介 上山竜治

※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-ensemblecast190315.pdf



