
ミュージカル『ミス‧サイゴン』 プリンシパル　キャストスケジュール

（2022.8.25 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。

★はプレビュー公演／☆はOpening Night

 エンジニア キム クリス ジョン エレン トゥイ ジジ

7月24日(日) 18:00 ★公演中止 駒田 一 昆 夏美 海宝直人 上野哲也 松原凜子 西川大貴 則松亜海

7月25日(月) 18:00 ★公演中止 東山義久 屋比久知奈 小野田龍之介 上原理生 知念里奈 神田恭兵 青山郁代

7月26日(火)休演日- - - - - - -

7月27日(水) 18:00 ★公演中止 伊礼彼方 昆 夏美 チョ‧サンウン 上野哲也 仙名彩世 西川大貴 則松亜海

7月28日(木) 18:00 ★公演中止 市村正親 高畑充希 小野田龍之介 上原理生 知念里奈 神田恭兵 青山郁代

7月29日(金) 18:00 ☆ 市村正親 高畑充希 小野田龍之介 上原理生 知念里奈 神田恭兵 青山郁代

7月30日(土) 13:00 公演中止 駒田 一 昆 夏美 海宝直人 上野哲也 仙名彩世 西川大貴 則松亜海

7月30日(土) 18:00 東山義久 屋比久知奈 チョ‧サンウン 上野哲也 松原凜子 西川大貴 則松亜海

7月31日(日) 13:00 伊礼彼方 昆 夏美 海宝直人 上原理生 知念里奈 西川大貴 青山郁代

7月31日(日) 18:00 貸切 駒田 一 高畑充希 小野田龍之介 上野哲也 仙名彩世 神田恭兵 則松亜海

8月1日(月) 13:00 市村正親 屋比久知奈 チョ‧サンウン 上野哲也 松原凜子 西川大貴 則松亜海

8月2日(火) 13:00 市村正親 屋比久知奈 海宝直人 上原理生 知念里奈 神田恭兵 青山郁代

8月2日(火) 18:00 伊礼彼方 高畑充希 チョ‧サンウン 上野哲也 松原凜子 西川大貴 則松亜海

8月3日(水) 13:00 東山義久 昆 夏美 チョ‧サンウン 上野哲也 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月3日(水) 18:00 市村正親 高畑充希 小野田龍之介 上原理生 仙名彩世 神田恭兵 青山郁代

8月4日(木)休演日- - - - - - -

8月5日(金) 13:00 市村正親 高畑充希 チョ‧サンウン 上野哲也 仙名彩世 神田恭兵 青山郁代

8月5日(金) 18:00 駒田 一 昆 夏美 海宝直人 上原理生 松原凜子 西川大貴 則松亜海

8月6日(土) 13:00 東山義久 屋比久知奈 チョ‧サンウン 上原理生 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月6日(土) 18:00 貸切 市村正親 昆 夏美 小野田龍之介 上野哲也 松原凜子 神田恭兵 青山郁代

8月7日(日) 13:00 貸切 伊礼彼方 屋比久知奈 海宝直人 上原理生 知念里奈 西川大貴 青山郁代

8月7日(日) 18:00 駒田 一 高畑充希 小野田龍之介 上野哲也 仙名彩世 神田恭兵 則松亜海

8月8日(月) 13:00 市村正親 昆 夏美 海宝直人 上原理生 仙名彩世 神田恭兵 青山郁代

8月9日(火) 13:00 東山義久 高畑充希 チョ‧サンウン 上原理生 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月9日(火) 18:00 市村正親 屋比久知奈 小野田龍之介 上野哲也 松原凜子 神田恭兵 青山郁代

8月10日(水) 13:00 貸切 伊礼彼方 高畑充希 チョ‧サンウン 上野哲也 知念里奈 西川大貴 青山郁代

8月10日(水) 18:00 貸切 市村正親 昆 夏美 海宝直人 上原理生 仙名彩世 神田恭兵 則松亜海

8月11日(木‧祝)休演日- - - - - - -

8月12日(金) 13:00 市村正親 昆 夏美 チョ‧サンウン 上原理生 仙名彩世 神田恭兵 則松亜海

8月12日(金) 18:00 貸切 駒田 一 高畑充希 海宝直人 上野哲也 松原凜子 西川大貴 青山郁代

8月13日(土) 13:00 市村正親 屋比久知奈 小野田龍之介 上原理生 松原凜子 神田恭兵 則松亜海

8月13日(土) 18:00 伊礼彼方 高畑充希 チョ‧サンウン 上野哲也 仙名彩世 西川大貴 青山郁代

8月14日(日) 13:00 駒田 一 昆 夏美 海宝直人 上原理生 知念里奈 西川大貴 青山郁代

8月14日(日) 18:00 貸切 市村正親 屋比久知奈 チョ‧サンウン 上野哲也 松原凜子 神田恭兵 則松亜海

8月15日(月) 13:00 伊礼彼方 高畑充希 小野田龍之介 上野哲也 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月16日(火) 13:00 東山義久 昆 夏美 海宝直人 上野哲也 仙名彩世 神田恭兵 青山郁代

8月16日(火) 18:00 市村正親 高畑充希 チョ‧サンウン 上原理生 松原凜子 西川大貴 則松亜海

8月17日(水) 13:00 駒田 一 昆 夏美 小野田龍之介 上原理生 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月17日(水) 18:00 市村正親 屋比久知奈 海宝直人 上野哲也 仙名彩世 神田恭兵 青山郁代

8月18日(木)休演日- - - - - - -

8月19日(金) 13:00 市村正親 昆 夏美 小野田龍之介 上野哲也 知念里奈 西川大貴 青山郁代

8月19日(金) 18:00 貸切 伊礼彼方 屋比久知奈 海宝直人 上原理生 松原凜子 神田恭兵 則松亜海

8月20日(土) 13:00 市村正親 高畑充希 チョ‧サンウン 上野哲也 知念里奈 西川大貴 青山郁代

8月20日(土) 18:00 駒田 一 屋比久知奈 海宝直人 上原理生 仙名彩世 神田恭兵 則松亜海

8月21日(日) 13:00 東山義久 高畑充希 チョ‧サンウン 上原理生 仙名彩世 神田恭兵 則松亜海

8月21日(日) 18:00 市村正親 昆 夏美 小野田龍之介 上野哲也 松原凜子 西川大貴 青山郁代

8月22日(月) 13:00 貸切 公演中止 駒田 一 屋比久知奈 海宝直人 上野哲也 松原凜子 神田恭兵 青山郁代

8月23日(火) 13:00 貸切 公演中止 市村正親 昆 夏美 チョ‧サンウン 上原理生 知念里奈 西川大貴 青山郁代

8月23日(火) 18:00 公演中止 東山義久 高畑充希 小野田龍之介 上野哲也 仙名彩世 神田恭兵 則松亜海

8月24日(水) 13:00 貸切 公演中止 市村正親 屋比久知奈 小野田龍之介 上野哲也 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月24日(水) 18:00 公演中止 伊礼彼方 高畑充希 海宝直人 上原理生 松原凜子 神田恭兵 青山郁代

8月25日(木)休演日-- - - - - - -

8月26日(金) 13:00 駒田 一 昆 夏美 小野田龍之介 上原理生 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月26日(金) 18:00 市村正親 高畑充希 チョ‧サンウン 上野哲也 仙名彩世 西川大貴 青山郁代

8月27日(土) 13:00 駒田 一 昆 夏美 小野田龍之介 上原理生 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月27日(土) 18:00 市村正親 高畑充希 チョ‧サンウン 上野哲也 松原凜子 西川大貴 青山郁代

8月28日(日) 13:00 貸切 東山義久 昆 夏美 チョ‧サンウン 上野哲也 松原凜子 西川大貴 青山郁代

8月28日(日) 18:00 市村正親 高畑充希 小野田龍之介 上原理生 仙名彩世 西川大貴 則松亜海

8月29日(月) 13:00 伊礼彼方 昆 夏美 チョ‧サンウン 上原理生 知念里奈 西川大貴 青山郁代

8月30日(火) 13:00 駒田 一 高畑充希 小野田龍之介 上野哲也 知念里奈 西川大貴 則松亜海

8月30日(火) 18:00 東山義久 高畑充希 チョ‧サンウン 上原理生 松原凜子 西川大貴 青山郁代

8月31日(水) 13:00 市村正親 昆 夏美 小野田龍之介 上野哲也 仙名彩世 西川大貴 則松亜海


