
3月18日 日 P1 18:00

3月19日 月

3月20日 火 P2 18:00

3月21日 水 P3 18:00

3月22日 木 P4 18:00

3月23日 金 P5 18:00

3月24日 土 P6 12:00

3月25日 日 17:00

13:00 平原綾香 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

18:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

3月27日 火

13:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

18:00 平原綾香 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 島田歌穂 パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ もう中学生 亀山めい 大前優樹

13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 渡邉おとは 加藤憲史郎

18:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 岡 菜々子 竹内彰良

3月30日 金 13:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

12:00 平原綾香 柿澤勇人 駒田一 木村花代 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ もう中学生 渡邉おとは 加藤憲史郎

17:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 浅沼みう 坂野佑斗

4月1日 日 12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 木村花代 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

13:00 平原綾香 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

18:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

4月3日 火

13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 浅沼みう 坂野佑斗

18:00 平原綾香 柿澤勇人 駒田一 木村花代 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 渡邉おとは 加藤憲史郎

13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 亀山めい 大前優樹

18:00 平原綾香 柿澤勇人 駒田一 木村花代 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

4月6日 金 13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ もう中学生 浅沼みう 坂野佑斗

12:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 三森千愛 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

17:00 平原綾香 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

4月8日 日 12:00 平原綾香 柿澤勇人 駒田一 三森千愛 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 渡邉おとは 加藤憲史郎

13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

18:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 もう中学生 亀山めい 大前優樹

4月10日 火

13:00 平原綾香 大貫勇輔 駒田一 木村花代 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

18:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 山路和弘 三森千愛 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 小野田龍之介 亀山めい 大前優樹

13:00 平原綾香 大貫勇輔 駒田一 木村花代 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 渡邉おとは 加藤憲史郎

18:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 浅沼みう 坂野佑斗

4月13日 金 13:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ もう中学生 亀山めい 大前優樹

12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 もう中学生 浅沼みう 坂野佑斗

17:00 平原綾香 柿澤勇人 駒田一 木村花代 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

4月15日 日 12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

13:00 平原綾香 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ もう中学生 亀山めい 大前優樹

18:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 小野田龍之介 渡邉おとは 加藤憲史郎

4月17日 火

13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 島田歌穂 パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ もう中学生 浅沼みう 坂野佑斗

18:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 小野田龍之介 岡 菜々子 竹内彰良

13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 亀山めい 大前優樹

18:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 渡邉おとは 加藤憲史郎

4月20日 金 18:00 平原綾香 柿澤勇人 駒田一 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 亀山めい 大前優樹

12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

17:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 大前優樹

4月22日 日 12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 木村花代 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 浅沼みう 坂野佑斗

13:00 平原綾香 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 亀山めい 大前優樹

18:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 木村花代 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 坂野佑斗

4月24日 火

13:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

18:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 渡邉おとは 坂野佑斗

13:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 亀山めい 大前優樹

18:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 木村花代 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 浅沼みう 坂野佑斗

4月27日 金 13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

12:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 三森千愛 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 小野田龍之介 浅沼みう 坂野佑斗

17:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 木村花代 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ もう中学生 渡邉おとは 大前優樹

12:00 平原綾香 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 岡 菜々子 竹内彰良

17:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 木村花代 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 浅沼みう 坂野佑斗

4月30日 月 12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 亀山めい 大前優樹

5月1日 火

13:00 平原綾香 柿澤勇人 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ 小野田龍之介 岡 菜々子 竹内彰良

18:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 もう中学生 亀山めい 大前優樹

12:00 平原綾香 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

17:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 浅沼みう 坂野佑斗

12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 もう中学生 亀山めい 大前優樹

17:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ 小野田龍之介 岡 菜々子 竹内彰良

12:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田一 三森千愛 鈴木ほのか パパイヤ鈴木 久保田磨希 小野田龍之介 浅沼みう 坂野佑斗

17:00 平原綾香 柿澤勇人 山路和弘 木村花代 島田歌穂 パパイヤ鈴木 浦嶋りんこ もう中学生 岡 菜々子 竹内彰良

5月6日 日 12:00 濱田めぐみ 柿澤勇人 駒田一 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ もう中学生 亀山めい 大前優樹

5月7日 月 12:00 平原綾香 大貫勇輔 山路和弘 三森千愛 島田歌穂 パパイヤ鈴木 久保田磨希 小野田龍之介 浅沼みう 坂野佑斗

3月28日 水

メリー・ポピンズ バート ジョージ・バンクス

休

3月26日 月

休

4月7日 土

3月29日 木

3月31日 土

4月2日 月

休

4月4日 水

4月5日 木

4月18日 水

4月9日 月

休

4月11日 水

4月12日 木

4月14日 土

4月16日 月

休

4月19日 木

4月21日 土

4月23日 月

4月29日 日

休

5月2日 水

4月25日 水

4月26日 木

4月28日 土

日にち 公演時間

5月4日 金

5月5日 土

5月3日 木

休

ミュージカル『メリー・ポピンズ』　東京公演　キャスト出演スケジュール

劇場：東急シアターオーブ　期間：〈プレビュー公演〉3月18日(日)～24日(土)　／　〈本公演〉3月25日(日)～5月7日(月)

ジェーン・バンクス マイケル・バンクス

※傘マークの公演は、出演キャストが決まり次第、発表いたします。

ウィニフレッド・バンクス
バードウーマン

ミス・アンドリュー
ミセス・ブリル

ブーム提督
頭取

ロバートソン・アイ


