
2022 「住所まちがい」 (謎の女性 役) [世田谷パブリックシアター、兵庫県立芸術文化センター・中ホール、他]

「M.バタフライ」 (ガリマールの妻・ヘルガ 役) [新国立劇場・小劇場、シアター・ドラマシティ、他]

「サロメ奇譚」 (主演：サロメ 役) [東京芸術劇場 シアターイースト、シアター・ドラマシティ]

「INTO THE WOODS」 (継姉ルシンダ 役) [日生劇場、梅田芸術劇場]

2021 「C’est Fantastique！　～素晴らしき時をあなたと共に～」 [東京會舘]

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース「近松心中物語」 (お亀の母・お今 役) [KAAT神奈川芸術劇場、兵庫県立芸術文化センター・中ホール、他]

寺田瀧雄 没後20年メモリアルコンサート「All His Dreams "愛" 」 [Bunkamuraオーチャードホール、梅田芸術劇場]
「エリザベート TAKARAZUKA20周年 スペシャル・ガラ・コンサート」 (ルドルフ 役) [梅田芸術劇場、東急シアターオーブ]※出演：東京公演のみ

こまつ座 第135回公演「日本人のへそ 」 (アナウンサー 役) [紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA、新歌舞伎座、他]

2020 こまつ座 第134回公演「私はだれでしょう 」 (主演：川北京子 役) [紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA、他]

「アナスタシア」 (リリー 役) [東急シアターオーブ、梅田芸術劇場]

2019 越路吹雪40回忌公演「Après Toi ～アプレ・トワ」 [中野サンプラザ]

こまつ座 第129回公演「日の浦姫物語」 (主演：日の浦姫 役) [紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA]

「ドキュメンタリー・ミュージカル　わたるのいじらしい婚活」 （朝海ひかる 役） [DDD青山クロスシアター、宝塚バウホール]

「𠮷﨑憲治＆岡田敬二　ロマンチックコンサート 」 [梅田芸術劇場]

新国立劇場2018/2019シーズン演劇「かもめ」 (アルカージナ 役) [新国立劇場・小劇場、兵庫県立芸術文化センター・中ホール、他]

「ベルサイユのばら45　～45年の軌跡、そして未来へ～」 [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

2018 「Jubilant　～新しい時代へ 元タカラジェンヌの歌声に乗せて～」 [東京會舘]

ミュージカル「TOP HAT」 (マッジ 役) [東急シアターオーブ、梅田芸術劇場]

「黄昏」　 (チェルシー・セイヤー・ウェイン 役) [紀伊國屋ホール、兵庫県立芸術文化センター・中ホール、他]

「黒蜥蜴」　 (家政婦ひな 役) [日生劇場、梅田芸術劇場]

2017 「ローマの休日」　 (アン王女 役) [シアター・ドラマシティ、世田谷パブリックシアター]

女優10周年記念ツアー「ｗｉｌｌ」 [よみうり大手町ホール、ナレッジシアター、イズミティ21・小ホール]

リーディングドラマ「シスター」 [CBGKシブゲキ!!]

こまつ座第116回公演「私はだれでしょう」 (主演：川北京子 役) [紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA、他]

2016 「エリザベート TAKARAZUKA20周年 スペシャル・ガラ・コンサート」 (ルドルフ 役) [梅田芸術劇場、Bunkamuraオーチャードホール]

「幽霊」 (主演：ヘレーネ・アルヴィング 役) [紀伊國屋ホール、兵庫県立芸術文化センター・中ホール]

「シカゴ」 (ロキシー・ハート 役) [KAAT神奈川芸術劇場、デビッド・H・コーク・シアター(NY)

、東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

「御宿かわせみ」 (麻生七重 役) [明治座]

ミュージカル「DNA‐SHARAKU」 (小紫 役) [新国立劇場・中劇場、シアターBRAVA!、キャナルシティ劇場]

2015 こまつ座第111回公演「國語元年」 (南郷光 役) [紀伊國屋サザンシアター、兵庫県立芸術文化センター・中ホール、他]

「アドルフに告ぐ」 (由季江 役) [KAAT神奈川芸術劇場、他]

「Golden Songs」 [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

「ボンベイドリームス」 （ラニ 役） [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

2014 リーディングドラマ「Re:」～Session 5～ [CBGKシブゲキ!!]

「シカゴ」 (ロキシー・ハート 役) [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場、他]

「ASAMI LIVE」THE LEGENDARY LADIES OF HOLLYWOOD　ハリウッドの伝説の女優たち [シアタートラム、シアター・ドラマシティ]

「熱海五郎一座」 (清水音奈 役) [新橋演舞場]

「宝塚歌劇100周年 夢の祭典『時を奏でるスミレの花たち』」 [宝塚大劇場]

ミュージカル 「おもひでぽろぽろ」（再演） (主演：タエ子 役) [シアターBRAVA！、東京エレクトロンホール宮城]

2013 「DREAM,A DREAM」 [東急シアターオーブ、梅田芸術劇場]

「源氏物語」女の怨み～六条御息所と葵上 第２部 読み語り [川口リリア音楽ホール]

「天翔ける風に」 （主演：三条英 役） [シアタークリエ、シアター・ドラマシティ]

｢DREAM LADIES｣ ゲスト出演　 [イズミティ21･大ホール]

リーディングドラマ｢辻仁成 その後のふたり｣ [銀河劇場、兵庫県立芸術文化センター・中ホール]

第24回成人の日コンサート2013 [サントリーホール]

2012 「助太刀屋助六 外伝」 (美祢 役) [ル テアトル銀座]

「エリザベート スペシャルガラ・コンサート」 (ルドルフ 役) [東急シアターオーブ、梅田芸術劇場]

「しみじみ日本・乃木大将」 (はな/児玉源太郎 役) [彩の国さいたま芸術劇場・大ホール、地方]

「ＤＡＮＣＩＮ’ ＣＲＡＺＹ２」 [梅田芸術劇場、Bunkamuraオーチャードホール]

2011 「みんな我が子」 (アン・ディーヴァー 役) [新国立劇場・小劇場、サンケイホール ブリーゼ]

朗読劇 「星の牧場」 主演 [日本青年館、シアター・ドラマシティ]

「６月のビターオレンジ」 (森沢香織 役) [東京グローブ座、森ノ宮ピロティホール]

ミュージカル 「おもひでぽろぽろ」 (主演：タエ子 役) [銀河劇場]

2010 「DREAM TRAIL～宝塚伝説～」 ゲスト出演　 [青山劇場、シアター・ドラマシティ]

東宝ミュージカル 「エリザベート」 (主演：エリザベート 役) [帝国劇場]

「LOVE LETTERS」 20周年記念公演 [パルコ劇場]

「ローマの休日」　 (アン王女 役) [銀河劇場、シアター・ドラマシティ]

朝海ひかるDANCE ACT 「MATERIAL」 [銀河劇場、シアター・ドラマシティ]

2009 「暗くなるまで待って」 (主演：スージー 役) [東京グローブ座、シアター・ドラマシティ]

「シラノ」　 (ロクサーヌ 役) [日生劇場、他]

東宝ミュージカル 「エリザベート」 (主演：エリザベート 役) [梅田芸術劇場]

2008 東宝ミュージカル 「エリザベート」 (主演：エリザベート 役) [中日劇場、博多座、帝国劇場]

「Calli～炎の女カルメン～」 (主演：カルメン 役) [銀河劇場]

「トライアンフ オブ ラブ」 (主演：レオニード姫 役) [銀河劇場]

舞　　台



2007 朝海ひかるディナーショー 「KOM ｉｎ Ｍｕｓｉｃａｌ」 [東京パレスホテル、ホテル阪急インターナショナル]

「蜘蛛女のキス」　 (主演：オーロラ 役) [東京芸術劇場、梅田芸術劇場]

「黄金の刻」　 (主演：厨子王 役) [日本武道館]

「DANCIN' CRAZY」 [文京シビックホール、梅田芸術劇場、五反田ゆうぽうと]

朝海ひかるLIVE&ACT 「PRIMARY COLORS」 [ル テアトル銀座]

◆テレビ

2021 木曜ミステリー「遺留捜査」 川端葉子 役(メインゲスト出演) 【テレビ朝日】

2018 「宝塚プルミエール LIVE 2018」 【WOWOWライブ】

2016 オリジナル連続ドラマ 疫病神シリーズ「螻蛄」 稗田涼子 役 【BSスカパー！】

2015  「ようこそ櫻の国へ」古武術スペシャル ナビゲーター 【TOKYO MX】

2014  「ようこそ櫻の国へ」 ナビゲーター 【TOKYO MX】

2009 NHK金曜ドラマ 「派遣のオスカル」 八城さやか 役（レギュラー出演） 【NHK】

◆ラジオ

2018 「GINZA 4 STUDIO STAR SPECIAL」 ゲスト出演 【TOKYO FM】

2017 青春アドベンチャー「帝冠の恋」 マリー・ルイーゼ 役 【NHK-FM】

「ごごラジ！」 ゲスト出演 【NHKラジオ第一 】

2015 「ゆうちょ LETTER for LINKS」 ゲスト出演 【TOKYO FM】

「ラジオシアター～文学の扉」 ゲスト出演(朗読：ハムレット) 【TBSラジオ】

「横浜サウンド★クルーズ」 ゲスト出演 【NHK横浜放送局】

「ありがとう浜村淳です」 ゲスト出演 【MBS】

◆その他

継続中 みやぎ絆大使

2017～2022　ライスフォース　インフォマーシャル

2017 水稲新品種「東北210号」名称発表会

2014～2015　COVERMARK・サイト内掲載

2011～2021　朝海ひかる「ふるさと義援金」活動

◆イベント

2020 「安蘭けい＆朝海ひかる　トークショー」 司会：成瀬こうき 東京會舘

2018 National Theatre Live「フォリーズ」 スペシャル・アフタートーク 司会：中井美穂 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

イイノホール

2017 WOMAN EXPO TOKYO 2017 講演・セッション 東京ミッドタウン ホール

KITTE 1階 アトリウム

京成バラ園

2016 TOKYO MX「宝塚トークサロンイベント」 司会：中井美穂 日本プレスセンタービル

2014 宝塚歌劇100年展記念 東京展トークショー 東京国際フォーラム 展示ホール2

宝塚歌劇100年展記念トークショー 兵庫県立美術館

宮城県庁

2013 東京都「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」 上野駅

映　　像　・　他

イベント 他

東京都公益財団法人東京都スポーツ文化事業団主催「未来への道1000km横断リレー2014」

ローズフェスティバル2017「ベルサイユのばら　スペシャルトークショー」

TAKARAZUKA SKY STAGE 開局15周年記念 「15th Anniversary フェスタ in KITTE」

東日本大震災7年復興シンポジウム「復興7年の歩みと東北の明日」
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