
ミュージカル『RENT』

Cast Schedule
キャストスケジュール

(2022.11.1 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。

 マーク ロジャー ミミ コリンズ エンジェル モーリーン 

3月8日(水) 18:30 平間壮一 甲斐翔真 八木アリサ SUNHEE RIOSKE 佐竹莉奈

3月9日(木) 18:30 花村想太 古屋敬多 遥海 加藤潤一 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月10日(金) 13:30 平間壮一 古屋敬多 八木アリサ 加藤潤一 RIOSKE 鈴木瑛美子

3月11日(土) 13:30 花村想太 甲斐翔真 遥海 SUNHEE 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月11日(土) 18:30 平間壮一 古屋敬多 八木アリサ 加藤潤一 RIOSKE 佐竹莉奈

3月12日(日) 13:30 花村想太 古屋敬多 八木アリサ SUNHEE RIOSKE 佐竹莉奈

3月12日(日) 18:30 貸切 平間壮一 甲斐翔真 遥海 加藤潤一 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月13日(月) 休演日 - - - - - -

3月14日(火) 13:30 平間壮一 甲斐翔真 八木アリサ 加藤潤一 百名ヒロキ 佐竹莉奈

3月14日(火) 18:30 花村想太 古屋敬多 遥海 SUNHEE RIOSKE 鈴木瑛美子

3月15日(水) 13:30 花村想太 甲斐翔真 遥海 SUNHEE RIOSKE 鈴木瑛美子

3月16日(木) 18:30 花村想太 古屋敬多 遥海 加藤潤一 百名ヒロキ 佐竹莉奈

3月17日(金) 13:30 平間壮一 甲斐翔真 遥海 加藤潤一 百名ヒロキ 佐竹莉奈

3月18日(土) 13:30 平間壮一 古屋敬多 遥海 SUNHEE RIOSKE 鈴木瑛美子

3月18日(土) 18:30 貸切 花村想太 甲斐翔真 八木アリサ 加藤潤一 RIOSKE 佐竹莉奈

3月19日(日) 13:30 花村想太 古屋敬多 八木アリサ 加藤潤一 百名ヒロキ 佐竹莉奈

3月19日(日) 18:30 平間壮一 甲斐翔真 遥海 SUNHEE 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月20日(月) 休演日 - - - - - -

3月21日(火‧祝) 13:30 貸切 平間壮一 甲斐翔真 遥海 加藤潤一 RIOSKE 佐竹莉奈

3月22日(水) 13:30 花村想太 甲斐翔真 八木アリサ SUNHEE 百名ヒロキ 佐竹莉奈

3月23日(木) 18:30 花村想太 古屋敬多 遥海 SUNHEE RIOSKE 鈴木瑛美子

3月24日(金) 13:30 平間壮一 古屋敬多 八木アリサ 加藤潤一 RIOSKE 鈴木瑛美子

3月25日(土) 13:30 花村想太 古屋敬多 八木アリサ SUNHEE 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月25日(土) 18:30 花村想太 甲斐翔真 遥海 加藤潤一 RIOSKE 佐竹莉奈

3月26日(日) 13:30 平間壮一 古屋敬多 遥海 SUNHEE 百名ヒロキ 佐竹莉奈

3月26日(日) 18:30 平間壮一 甲斐翔真 八木アリサ 加藤潤一 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月27日(月) 休演日 - - - - - -

3月28日(火) 13:30 平間壮一 甲斐翔真 遥海 加藤潤一 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月28日(火) 18:30 貸切 花村想太 古屋敬多 八木アリサ SUNHEE 百名ヒロキ 佐竹莉奈

3月29日(水) 13:30 花村想太 古屋敬多 八木アリサ SUNHEE RIOSKE 鈴木瑛美子

3月30日(木) 13:30 花村想太 甲斐翔真 遥海 加藤潤一 RIOSKE 佐竹莉奈

3月30日(木) 18:30 平間壮一 古屋敬多 八木アリサ SUNHEE 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

3月31日(金) 13:30 平間壮一 甲斐翔真 八木アリサ SUNHEE 百名ヒロキ 鈴木瑛美子

4月1日(土) 13:30 花村想太 古屋敬多 遥海 加藤潤一 RIOSKE 佐竹莉奈

4月1日(土) 18:30 平間壮一 甲斐翔真 八木アリサ SUNHEE RIOSKE 佐竹莉奈

4月2日(日) 13:30 花村想太 古屋敬多 遥海 加藤潤一 百名ヒロキ 鈴木瑛美子


