
2023 峰さを理追悼 チャリティコンサート 「愛の旅立ち」 ［宝塚バウホール、東京宝塚劇場］

Cosmos 25th Special Concert「明日へのエナジー」 ［よみうり大手町ホール、宝塚バウホール］

2022 「Christmas Dinner Live Special Night -Dance mix-」 [東京會舘]

 朗読劇「青空」 ［銀座博品館劇場］

「8人の女たち」 (ギャビー役) ［サンシャイン劇場、シアター・ドラマシティ］

地球ゴージャス　音楽劇「クラウディア」 (神親殿役) ［東京建物 Brillia HALL、森ノ宮ピロティホール］

ミュージカル「INTO THE WOODS」 (継姉フロリンダ役) ［日生劇場、梅田芸術劇場メインホール］

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

「BROADWAY MUSICAL LIVE 2021」 ［東京建物 Brillia HALL］

ミュージカル「オープニングナイト」 (校長役) ［日本青年館、新国立劇場・中劇場］

柚希礼音ソロコンサート「REON JACK 4」 ゲスト出演 ［梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ ］

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」 [梅田芸術劇場、東急シアターオーブ]

音楽劇「蜜蜂と遠雷」～ひかりを聴け～ ［KAAT神奈川芸術劇場、博多座］

2020 「1st Christmas Dinner Live-Special Night-」 [東京會舘]

浪漫舞台「走れメロス～文豪たちの青春～」 (マダム雪子役) ［ヒューリックホール東京、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、他 ］

地球ゴージャス二十五周年祝祭公演「星の大地に降る涙 THE MUSICAL」 (メリュー役) ［舞浜アンフィシアター、フェスティバルホール］

2019 湖月わたる 舞台生活30周年記念 Thanks Dinner Live 「Clutch！」 [東京會舘]

Le petit prince「星の王子さま」 ［六本木トリコロールシアター］

越路吹雪40回忌公演「Après Toi ～アプレ・トワ」 [中野サンプラザ]
湖月わたる 舞台生活30周年記念公演「Song & Dance」 ［草月ホール、ナレッジシアター］
「蜜蜂と遠雷」リーディング・オーケストラコンサート～ひかりを聴け～ ［Bunkamuraオーチャードホール］

音楽劇「トムとジェリー 夢よもう一度」 (天使ガブリエル役) ［御園座、Bunkamuraオーチャードホール］
湖月わたる 舞台生活30周年記念公演 VOL.1ドキュメンタリー・ミュージカル ［DDD青山クロスシアター、宝塚バウホール］

「わたるのいじらしい婚活」

「雪まろげ」 (アンナ役） ［新歌舞伎座、博多座、御園座　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ホールC、梅田芸術劇場メインホール］

2018 「座・ALISA Reading Concert vol.Ⅱ　キセキのうた　～私たちの「今」を歌おう～」 ［セルリアンタワー能楽堂、サンケイホールブリーゼ、ウインクあいち 大ホール］

宝塚歌劇団OG×LE VELVETSスーパー・パフォーマンス「SHOW STOPPERS!!」 ［東京国際フォーラムホールC、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ］

「雲のむこう、約束の場所」 （富澤常子役） ［東京国際フォーラム ホールC、NHK大阪ホール］

ミュージカル「舞妓はレディ」 （里春役） ［博多座」
「蜜蜂と遠雷」リーディング・オーケストラコンサート～コトダマの音楽会～ ［Bunkamuraオーチャードホール、森ノ宮ピロティホール］

2017 Cosmos Symphony「Pukul(プクル）」-時を刻む鼓動- ［日本青年館ホール、シアター・ドラマシティ］

音楽喜劇 「のど自慢」 （赤城しずか役） ［東京国際フォーラム ホールC、新神戸オリエンタル劇場、中日劇場］

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

「雪まろげ」 (アンナ役) [シアター１０１０、シアタークリエ　他]
ブロードウェイミュージカル『シカゴ』宝塚歌劇OGバージョン (ヴェルマ・ケリー役) [KAAT 神奈川芸術劇場、NY デビット・H・コーク・シアター、

東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

ミュージカル「グランドホテル」 (スペシャルダンサー役) [赤坂ＡＣＴシアター、愛知県芸術劇場大ホール、梅田芸術劇場]

2015 「CHICAGO THE MUSICAL」 (ヴェルマ・ケリー役) [東急シアターオーブ、梅田芸術劇場]

「岩谷時子　メモリアルコンサート～アンコール～」 [中野サンプラザ]

「SUPER GIFT!　from Takarazuka stars」 [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

「“麗人 REIJIN -Showa Era-”CD発売記念コンサート」 [渋谷公会堂]

「LAFFOO charity concert in Osaka Vol.12」 [ホテル日航大阪]

「台所太平記」 [明治座]
「CHIKYU GORGEOUS 20th Anniversary GALA CONCERT」 [舞浜アンフィシアター]

「Golden Songs」 [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

「麗人”REIJIN”CD発売記念コンサート」 [メルパルクホール]

「Au Revoir TOKYO KAIKAN ～また逢う日まで～」 [東京會舘]

「東京キューバンボーイズ結成65周年記念コンサート」 [メルパルクホール東京]

2014 「CHICAGO」 (ヴェルマ・ケリー役) [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場、他]

DANCE LEGEND vol.2「Argentango アルジェンタンゴ」 [青山劇場、梅田芸術劇場、他]

～BAD GIRLS meets TANGO BOYS～

「セレブレーション100！宝塚～この愛よ永遠に～」 [青山劇場、梅田芸術劇場、他]
「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]

地球ゴージャスプロデュース公演 Vol.13「クザリアーナの翼」 (スワン元帥役・グース役) [赤坂ACTシアター、愛知県芸術劇場、キャナルシティ劇場、梅田芸術劇場]

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

「BROADWAY MUSICAL LIVE 2013」 [東京国際フォーラムC]

「DREAM LADIES」 [梅田芸術劇場、東京国際フォーラムC、地方公演]

2012 「エリザベート　スペシャル　ガラ・コンサート」 (ルキーニ役) [東急シアターオーブ、梅田芸術劇場]

「BADGIRLS meets BADBOYS」 [東京国際フォーラムC、シアター・ドラマシティ、愛知、広島]

「DANCIN’ CRAZY ２」 [梅田芸術劇場、オーチャドホール]

「カラミティ・ジェーン」（再演） (主演：カラミティ・ジェーン役) [ル テアトル銀座、シアター・ドラマシティ]

2011 「ブルース・イン・ザ・ナイト」 [銀河劇場]

「エレクトリック・シティ」（ダンス公演） [東京国際フォーラムC]

「愛と青春の宝塚～恋よりも生命よりも～」（再演） [青山劇場]

舞　　台



2010 TSミュージカル 「ディアナ」 [東京芸術劇場]

ダンスミュージカル 「絹の靴下－Silk Stockings－」 [青山劇場、シアター・ドラマシティ]

DANCE GALAXY vol.2 「ROSE ADAGIO」 [銀河劇場、シアター・ドラマシティ]

2009 Musical　Review 「レザネ・フォール」 [東京厚生年金会館、地方公演]

ミュージカル 「COCO」 (ノエル役) [ル テアトル銀座、他]

SUPERLIVE vol.2 「LOVE LEGEND」 [新国立劇場、梅田芸術劇場]

「T４ファーストコンサート」　 [東京国際フォーラムC]

2008 「愛と青春の宝塚～恋よりも生命よりも～」 (主演：嶺野白雪役) [新宿コマ劇場、全国公演]

湖月わたるライブ 「Re-Birth」 [品川プリンスホテル　クラブex、他]

湖月わたるディナーショー 「A Live」 [ホテルグランヴィア広島]

20周年記念公演 「ACHE－疼き－」　 主演 [ル テアトル銀座]

「カラミティ・ジェーン」 (主演：カラミティ・ジェーン役) [ル テアトル銀座、他]

DANCE GALAXY vol.1 「GILLE」 (アルト役) [銀河劇場]

湖月わたるディナーショー 「A Live」 [東京パレスホテル、ホテル阪急インターナショナル]

2007 「ALL SHOOK UP」 (ミス・サンドラ役) [青山劇場、シアターBRAVA！]

「夜叉ヶ池」 (主演：鐘楼守　晃役) [ル テアトル銀座、シアター・ドラマシティ、他]

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

「ダム ヤンキーズ」 (主演：ローラ役) [青山劇場]

◆テレビ

2018 うたコン「夢コラボ続々！うたコン文化祭'18」 【ＮＨＫ総合】

2015 「VS嵐」 ゲスト出演 【フジテレビ】

2014 「真夏のプレミア音楽祭～魅惑のコラボレーション～」 ゲスト出演 【TBS】

「おためしかっ！」 ゲスト出演 【テレビ朝日】

「ペケポン」 ゲスト出演 【フジテレビ】

「極上空間」 ゲスト出演 【BS朝日】

2013 「ペケポン」 ゲスト出演 【フジテレビ】

「CREAM QUIZ ミラクル9」 ゲスト出演 【テレビ朝日】

「おためしかっ！」 ゲスト出演 【テレビ朝日】

「VS嵐」 ゲスト出演 【フジテレビ】

2008 「笑っていいとも！」 ゲスト出演 【フジテレビ】

2007 「クイズモンスター」 ゲスト出演 【ＮＨＫ総合】

2019 ［中野サンプラザ］

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　 ローズルーム］

［西鉄グランドホテル］

［新国立劇場　中劇場］

［梅田芸術劇場メインホール］

2017 ［よみうり大手町ホール］

［恵比寿ガーデンホール、サンケイホールブリーゼ］

［赤坂ACTシアター］

［日生劇場］

[マグノリアホール]

[フェスティバルホール]

2015 [マグノリアホール]

真琴つばさトーク＆ライブツアー「X-TALK」　ゲスト出演 [今池ガスホール]

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]

[日比谷図書文化館]

聖心女子大学講演会「宝塚歌劇と私」 [聖心女子大学マリアンホール]

放送大学講演会 [大阪クラブ]

2013 放送大学創立30周年記念シンポジウム・パネリスト [ANAインターコンチネンタルホテル東京]

2008 航空自衛隊入間基地創立50周年「入間航空祭」トークショー

コーセーアンニュアージュトーク「花道一直線」湖月わたる VS 市川春猿 [恵比寿ザ・ガーデンホール]

「YOSAKOI ソーラン祭り」審査員

2007 「YOSAKOI ソーラン祭り」審査員

2005 第59回文化庁芸術祭　演劇部門　芸術祭優秀賞 「ロマンチカ宝塚 '04」 宝塚歌劇団 星組

2004 第58回文化庁芸術祭　演劇部門　芸術祭優秀賞 「王家に捧ぐ歌」（アイーダより）　宝塚歌劇団 星組

舞　　台

映　　像

受　賞　歴

イベント 他

演劇への入口講座第1回　湖月 わたるが語る－宝塚歌劇100周年と新たな挑戦『CHICAGO』

越路吹雪40回忌公演「Après Toi ～アプレ・トワ」

「座・ALISA Reading Concert vol.Ⅱ　キセキのうた　～私たちの「今」を歌おう～TALK&LIVE」

「湖月わたる スペシャルTALK and LIVE　-未来へ、TAKARAZUKA！-」

「ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2017」　ゲスト出演

小林一三没後60年記念「小林一三が愛したタカラヅカVol.1」～湖月わたる×白羽ゆり～

越路吹雪 三十七回忌 特別追悼公演「越路吹雪に捧ぐ」 

「姿月あさと 30th Anniversary リサイタル～宇宙（コスモス）～」ゲスト出演

ALISA MIZUKI-VINGT-CINQ ANS Reading Concert Vol.1 「25HEART❤」 ～少女は伝説になった～

「樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会in TOKYO～宝塚歌劇の名作を考える～」ゲスト出演

名倉ジャズダンススタジオ第23回公演「CAN’T STOP DANCIN’ 2018」

「越路吹雪に捧ぐ～トリビュートコンサート」


