
ミュージカル『オリバー！』

大阪公演　キャストスケジュール
（ 2021.10.22 現在）

※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下さいませ。

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。

 
フェイギン ナンシー ビル‧サイクス ミスター‧バンブル ミセス‧コーニー 

ミスター‧サワベリー 

ミスター‧グリムウィグ 

ミセス‧サワベリー 

ミセス‧ベドウィン ミスター‧ブラウンロウ 

オリバー‧ 

ツイスト 

アートフル‧ 

ドジャー 

フェイギンの 

ギャング団 

救貧院の 

子どもたち 

12月4日(土） 12:30 市村正親 ソニン spi 小浦一優（芋洗坂係長） 浦嶋りんこ KENTARO 伊東えり 目黒祐樹 高畑遼大 佐野航太郎 ペッカム ベルグレヴィア

12月4日(土） 17:30 武田真治 濱田めぐみ 原 慎一郎 コング桑田 鈴木ほのか 鈴木壮麻 北村岳子 小野寺 昭 エバンズ隼仁 大矢 臣 ハック二― メイフェア

12月5日(日） 17:30 武田真治 ソニン 原 慎一郎 小浦一優（芋洗坂係長） 浦嶋りんこ 鈴木壮麻 北村岳子 目黒祐樹 越永健太郎 佐野航太郎 ハック二― メイフェア

12月6日(月） 17:30 市村正親 濱田めぐみ spi 小浦一優（芋洗坂係長） 鈴木ほのか KENTARO 伊東えり 小野寺 昭 小林佑玖 大矢 臣 ペッカム ベルグレヴィア

12月7日(火） 12:30 市村正親 ソニン spi コング桑田 浦嶋りんこ KENTARO 北村岳子 目黒祐樹 高畑遼大 川口 調 ハック二― メイフェア

12月7日(火） 17:30 武田真治 濱田めぐみ 原 慎一郎 小浦一優（芋洗坂係長） 鈴木ほのか 鈴木壮麻 伊東えり 小野寺 昭 エバンズ隼仁 佐野航太郎 ペッカム ベルグレヴィア

12月8日(水） 12:30 市村正親 濱田めぐみ spi コング桑田 浦嶋りんこ KENTARO 伊東えり 小野寺 昭 越永健太郎 酒井禅功 ペッカム ベルグレヴィア

12月8日(水） 17:30 市村正親 ソニン 原 慎一郎 小浦一優（芋洗坂係長） 鈴木ほのか 鈴木壮麻 北村岳子 目黒祐樹 小林佑玖 川口 調 ハック二― メイフェア

12月9日(木） 休演日                        

12月10日(金） 12:30 市村正親 ソニン 原 慎一郎 小浦一優（芋洗坂係長） 鈴木ほのか 鈴木壮麻 北村岳子 小野寺 昭 越永健太郎 佐野航太郎 ペッカム ベルグレヴィア

12月10日(金） 17:30 武田真治 濱田めぐみ spi コング桑田 浦嶋りんこ KENTARO 伊東えり 目黒祐樹 高畑遼大 酒井禅功 ハック二― メイフェア

12月11日(土） 12:30 市村正親 濱田めぐみ 原 慎一郎 コング桑田 鈴木ほのか 鈴木壮麻 北村岳子 小野寺 昭 エバンズ隼仁 川口 調 ハック二― メイフェア

12月11日(土） 17:30 武田真治 ソニン spi 小浦一優（芋洗坂係長） 浦嶋りんこ KENTARO 伊東えり 目黒祐樹 小林佑玖 大矢 臣 ペッカム ベルグレヴィア

12月12日(日） 12:30 市村正親 ソニン spi コング桑田 浦嶋りんこ KENTARO 北村岳子 小野寺 昭 高畑遼大 酒井禅功 ペッカム ベルグレヴィア

12月13日(月） 12:30 市村正親 濱田めぐみ 原 慎一郎 コング桑田 鈴木ほのか 鈴木壮麻 伊東えり 目黒祐樹 越永健太郎 大矢 臣 ハック二― メイフェア

12月13日(月） 17:30 武田真治 ソニン spi 小浦一優（芋洗坂係長） 浦嶋りんこ KENTARO 北村岳子 小野寺 昭 エバンズ隼仁 川口 調 ペッカム ベルグレヴィア

12月14日(火） 12:30 市村正親 濱田めぐみ 原 慎一郎 コング桑田 鈴木ほのか 鈴木壮麻 伊東えり 目黒祐樹 小林佑玖 酒井禅功 ハック二― メイフェア

フェイギンのギャング団

ハック二― ペッカム

チャーリー‧ベイツ 中村海琉 日暮誠志朗

ディッパー 河井慈杏 福田学人

ハンドウォーカー 山口俊乃介 山下光琉

スネイク 市村優汰 河内奏人

キング 入内島悠平 花井 凛

キャプテン 髙橋唯人 本田伊織

スティッチム 瀧澤拓未 杉本大樹

スパイダー 田中琉己 高田夏都

キッパー 田中誠人 平澤朔太朗

ニッパー 髙橋維束 渡邉隼人

救貧院の子どもたち 【メイフェア】

小川竜明、西口青翔、飯干梗凪、井上歩香、佐藤 凌、大門杏咲、髙橋杏月、土岐田 育、廣瀬健也、松浦歩夢、矢田美月、吉田梨湖、涌澤昊生

救貧院の子どもたち 【ベルグレヴィア】

磯田虎太郎、市川裕貴、浅井まひろ、伊勢夕莉、小川泉、大矢結姫、金澤果絵、木根彩呂花、高澤悠斗、土屋飛鳥、寺﨑柚空、平賀 晴、矢田陽輝


