
ミュージカル『ミス・サイゴン』　アンサンブル キャストスケジュール　2022年9月9日(金)～19日(月・祝)　梅田芸術劇場メインホール

【2022.5.23現在】

公演日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

開演時間 12:00 12:00 13:00 13:00 13:00 13:00 12:00 12:00 12:00

有木真太郎 有木真太郎 有木真太郎 伊藤広祥 石毛美帆 石毛美帆 有木真太郎 有木真太郎 有木真太郎

石毛美帆 石毛美帆 石毛美帆 伊宮理恵 今村洋一 伊藤広祥 石毛美帆 石毛美帆 石毛美帆

伊藤広祥 伊藤広祥 伊藤広祥 植木達也 伊宮理恵 伊宮理恵 伊藤広祥 伊藤広祥 伊藤広祥

今村洋一 今村洋一 今村洋一 江崎里紗 植木達也 植木達也 今村洋一 今村洋一 今村洋一

伊宮理恵 江崎里紗 伊宮理恵 大津裕哉 江崎里紗 江崎里紗 伊宮理恵 伊宮理恵 伊宮理恵

植木達也 大久保徹哉 植木達也 岡本華奈 岡本華奈 大津裕哉 植木達也 江崎里紗 植木達也

江崎里紗 大津裕哉 大久保徹哉 川島大典 川島大典 小島亜莉沙 江崎里紗 大久保徹哉 大久保徹哉

大久保徹哉 大場陽介 大津裕哉 小島亜莉沙 小林風花 小林風花 大久保徹哉 大津裕哉 大津裕哉

大場陽介 岡本華奈 大場陽介 小林風花 齋藤信吾 齋藤信吾 大津裕哉 大場陽介 大場陽介

岡本華奈 川島大典 岡本華奈 齋藤信吾 佐々木淳平 佐々木淳平 大場陽介 川島大典 岡本華奈

川島大典 小林風花 川島大典 佐々木淳平 島田連矢 島田連矢 岡本華奈 小島亜莉沙 川島大典

小島亜莉沙 齋藤信吾 小島亜莉沙 島田連矢 鈴木満梨奈 鈴木満梨奈 川島大典 小林風花 小島亜莉沙

小林風花 島田連矢 小林風花 鈴木満梨奈 仙名立宗 仙名立宗 小島亜莉沙 齋藤信吾 小林風花

齋藤信吾 鈴木満梨奈 佐々木淳平 仙名立宗 田中奏 髙田実那 齋藤信吾 佐々木淳平 齋藤信吾

佐々木淳平 仙名立宗 島田連矢 髙田実那 田村允宏 田中奏 佐々木淳平 島田連矢 島田連矢

島田連矢 髙田実那 鈴木満梨奈 田中奏 土倉有貴 田村允宏 鈴木満梨奈 仙名立宗 鈴木満梨奈

仙名立宗 田中奏 田中奏 田村允宏 早川一矢 土倉有貴 仙名立宗 髙田実那 仙名立宗

髙田実那 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 春口凌芽 早川一矢 髙田実那 田中奏 髙田実那

土倉有貴 春口凌芽 春口凌芽 早川一矢 樋口祥久 春口凌芽 土倉有貴 土倉有貴 田中奏

樋口祥久 樋口祥久 樋口祥久 春口凌芽 日向智法 日向智法 春口凌芽 春口凌芽 春口凌芽

広瀬斗史輝 広瀬斗史輝 広瀬斗史輝 日向智法 広瀬斗史輝 広瀬斗史輝 樋口祥久 広瀬斗史輝 樋口祥久

深堀景介 深堀景介 深堀景介 広瀬斗史輝 藤岡義樹 藤岡義樹 深堀景介 深堀景介 広瀬斗史輝

藤岡義樹 古川隼大 藤岡義樹 深堀景介 藤田宏樹 藤田宏樹 藤岡義樹 藤岡義樹 深堀景介

藤田宏樹 松本悠作 藤田宏樹 藤田宏樹 古川隼大 古川隼大 藤田宏樹 藤田宏樹 古川隼大

松本悠作 萬谷法英 古川隼大 松本悠作 松本悠作 松本悠作 古川隼大 古川隼大 松本悠作

萬谷法英 三浦優水香 松本悠作 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 松本悠作 萬谷法英

三浦優水香 宮野怜雄奈 萬谷法英 宮野怜雄奈 三浦優水香 三浦優水香 三浦優水香 三浦優水香 三浦優水香

宮野怜雄奈 村上貴亮 三浦優水香 村上貴亮 宮野怜雄奈 宮野怜雄奈 宮野怜雄奈 村上貴亮 宮野怜雄奈

森田茉希 森田茉希 宮野怜雄奈 森田茉希 村上貴亮 村上貴亮 村上貴亮 森田茉希 村上貴亮

横田剛基 横田剛基 森田茉希 横田剛基 森田茉希 横田剛基 森田茉希 横田剛基 横田剛基

蘆川晶祥 蘆川晶祥 横田剛基 蘆川晶祥 蘆川晶祥 蘆川晶祥 横田剛基 蘆川晶祥 蘆川晶祥

開演時間 18:00 17:00 17:00(貸切) 18:00 18:00 17:00 17:00

石毛美帆 石毛美帆 石毛美帆 有木真太郎 有木真太郎 石毛美帆 伊藤広祥

伊藤広祥 今村洋一 伊藤広祥 伊藤広祥 石毛美帆 伊藤広祥 今村洋一

今村洋一 伊宮理恵 伊宮理恵 今村洋一 伊藤広祥 今村洋一 伊宮理恵

伊宮理恵 植木達也 植木達也 伊宮理恵 今村洋一 伊宮理恵 江崎里紗

植木達也 大津裕哉 江崎里紗 植木達也 江崎里紗 植木達也 大津裕哉

江崎里紗 岡本華奈 大津裕哉 江崎里紗 大久保徹哉 江崎里紗 岡本華奈

大津裕哉 川島大典 岡本華奈 大久保徹哉 大津裕哉 岡本華奈 川島大典

川島大典 小島亜莉沙 川島大典 大津裕哉 大場陽介 川島大典 小島亜莉沙

小島亜莉沙 小林風花 小島亜莉沙 大場陽介 岡本華奈 齋藤信吾 小林風花

小林風花 齋藤信吾 齋藤信吾 岡本華奈 川島大典 佐々木淳平 佐々木淳平

齋藤信吾 佐々木淳平 佐々木淳平 小林風花 小島亜莉沙 島田連矢 島田連矢

佐々木淳平 島田連矢 島田連矢 齋藤信吾 小林風花 鈴木満梨奈 鈴木満梨奈

鈴木満梨奈 鈴木満梨奈 鈴木満梨奈 佐々木淳平 齋藤信吾 髙田実那 仙名立宗

仙名立宗 髙田実那 仙名立宗 島田連矢 島田連矢 田中奏 髙田実那

髙田実那 田中奏 髙田実那 鈴木満梨奈 鈴木満梨奈 田村允宏 田中奏

田中奏 田村允宏 田中奏 仙名立宗 仙名立宗 土倉有貴 田村允宏

田村允宏 土倉有貴 田村允宏 髙田実那 髙田実那 早川一矢 土倉有貴

土倉有貴 早川一矢 土倉有貴 田中奏 田中奏 樋口祥久 早川一矢

早川一矢 春口凌芽 早川一矢 樋口祥久 土倉有貴 日向智法 春口凌芽

春口凌芽 樋口祥久 春口凌芽 広瀬斗史輝 春口凌芽 広瀬斗史輝 樋口祥久

樋口祥久 日向智法 樋口祥久 深堀景介 樋口祥久 深堀景介 日向智法

日向智法 広瀬斗史輝 日向智法 藤岡義樹 広瀬斗史輝 藤岡義樹 広瀬斗史輝

藤岡義樹 深堀景介 深堀景介 藤田宏樹 深堀景介 藤田宏樹 深堀景介

藤田宏樹 藤岡義樹 藤岡義樹 古川隼大 藤岡義樹 松本悠作 藤岡義樹

古川隼大 古川隼大 藤田宏樹 松本悠作 古川隼大 萬谷法英 藤田宏樹

松本悠作 松本悠作 古川隼大 萬谷法英 松本悠作 三浦優水香 古川隼大

萬谷法英 宮野怜雄奈 萬谷法英 三浦優水香 宮野怜雄奈 宮野怜雄奈 松本悠作

三浦優水香 村上貴亮 三浦優水香 村上貴亮 村上貴亮 村上貴亮 萬谷法英

宮野怜雄奈 森田茉希 宮野怜雄奈 森田茉希 森田茉希 森田茉希 宮野怜雄奈

村上貴亮 横田剛基 村上貴亮 横田剛基 横田剛基 横田剛基 森田茉希

横田剛基 蘆川晶祥 蘆川晶祥 蘆川晶祥 蘆川晶祥 蘆川晶祥 横田剛基

※出演者並びにスケジュールに変更がありました場合には、何卒あしからずご了承くださいませ。出演者変更の場合でも他日へ変更、払い戻しは致しかねます。

※公演スケジュール・出演者は急遽変更になる場合がございます。劇場にお出かけの前には、梅田芸術劇場ホームページの「お知らせ」欄をご確認の上ご来場くださいませ。

※ドラゴンダンサー・練子隼人はアキレス腱断裂のため降板、同じくドラゴンダンサー・阿部絋大は諸般の事情により降板させていただきます。 
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