
ミュージカル『メリー・ポピンズ』

大阪公演　プリンシパル キャストスケジュール
（ 2022.5.16 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。

※  記載の公演は、出演キャストが決まり次第、発表いたします。

はアフタートークイベント開催

 
メリー‧ポピン

ズ バート 

ジョージ‧ 

バンクス 

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 

ブーム提督／ 

頭取 ミセス‧ブリル 

ロバートソン‧ 

アイ 

ジェーン‧ 

バンクス 

マイケル‧ 

バンクス 

5月20日(金) 13:00 笹本玲奈 小野田龍之介 駒田 一 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ 石川新太 弘山真菜 田中誠人

5月20日(金) 18:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 知念里奈 島田歌穂 ブラザートム 久保田磨希 内藤大希 大廣アンナ 中込佑協

5月21日(土) 12:30 濱田めぐみ 小野田龍之介 山路和弘 木村花代 島田歌穂 ブラザートム 浦嶋りんこ 内藤大希 深町ようこ 髙橋 輝

5月21日(土) 17:30 笹本玲奈 大貫勇輔 駒田 一 知念里奈 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 石川新太 西光里咲 井伊 巧

5月22日(日) 13:00 濱田めぐみ 小野田龍之介 山路和弘 知念里奈 鈴木ほのか ブラザートム 久保田磨希 内藤大希 弘山真菜 田中誠人

5月23日(月) 13:00 笹本玲奈 小野田龍之介 駒田 一 木村花代 島田歌穂 ブラザートム 浦嶋りんこ 石川新太 西光里咲 井伊 巧

5月23日(月) 18:00　 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田 一 知念里奈 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 内藤大希 大廣アンナ 中込佑協

5月24日(火) 休演日

5月25日(水) 13:00 笹本玲奈 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 内藤大希 深町ようこ 髙橋 輝

5月25日(水) 18:00　 濱田めぐみ 小野田龍之介 山路和弘 知念里奈 鈴木ほのか ブラザートム 浦嶋りんこ 石川新太 西光里咲 井伊 巧

5月26日(木) 13:00 笹本玲奈 小野田龍之介 駒田 一 知念里奈 鈴木ほのか ブラザートム 浦嶋りんこ 内藤大希 大廣アンナ 中込佑協

5月26日(木) 18:00　 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 石川新太 弘山真菜 田中誠人

5月27日(金) 13:00 笹本玲奈 大貫勇輔 山路和弘 知念里奈 鈴木ほのか ブラザートム 浦嶋りんこ 石川新太 深町ようこ 髙橋 輝

5月28日(土) 12:30 濱田めぐみ 小野田龍之介 駒田 一 知念里奈 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 内藤大希 大廣アンナ 中込佑協

5月28日(土) 17:30 笹本玲奈 大貫勇輔 山路和弘 木村花代 鈴木ほのか ブラザートム 浦嶋りんこ 石川新太 弘山真菜 田中誠人

5月29日(日) 12:30 笹本玲奈 大貫勇輔 駒田 一 木村花代 鈴木ほのか ブラザートム 久保田磨希 内藤大希 西光里咲 井伊 巧

5月29日(日) 17:30 濱田めぐみ 小野田龍之介 山路和弘 知念里奈 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ 内藤大希 深町ようこ 髙橋 輝

5月30日(月) 13:00 濱田めぐみ 小野田龍之介 駒田 一 木村花代 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 石川新太 弘山真菜 田中誠人

5月31日(火) 休演日

6月1日(水) 13:00 濱田めぐみ 小野田龍之介 山路和弘 木村花代 島田歌穂 ブラザートム 浦嶋りんこ 石川新太 大廣アンナ 中込佑協

6月1日(水) 18:00　 笹本玲奈 大貫勇輔 駒田 一 知念里奈 鈴木ほのか コング桑田 久保田磨希 石川新太 深町ようこ 髙橋 輝

6月2日(木) 13:00 笹本玲奈 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 内藤大希 弘山真菜 田中誠人

6月2日(木) 18:00 濱田めぐみ 小野田龍之介 駒田 一 知念里奈 島田歌穂 ブラザートム 久保田磨希 石川新太 深町ようこ 髙橋 輝

6月3日(金) 13:00 笹本玲奈 小野田龍之介 山路和弘 木村花代 島田歌穂 コング桑田 浦嶋りんこ 石川新太 西光里咲 井伊 巧

6月4日(土) 12:30 濱田めぐみ 大貫勇輔 駒田 一 木村花代 鈴木ほのか ブラザートム 浦嶋りんこ 内藤大希 大廣アンナ 中込佑協

6月4日(土) 17:30 笹本玲奈 小野田龍之介 山路和弘 知念里奈 島田歌穂 コング桑田 久保田磨希 内藤大希 弘山真菜 田中誠人

6月5日(日) 12:30 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 知念里奈 鈴木ほのか ブラザートム 久保田磨希 石川新太 西光里咲 井伊 巧

6月5日(日) 17:30 笹本玲奈 小野田龍之介 駒田 一 木村花代 鈴木ほのか コング桑田 浦嶋りんこ 石川新太 大廣アンナ 中込佑協

6月6日(月) 13:00 濱田めぐみ 大貫勇輔 山路和弘 知念里奈 島田歌穂 ブラザートム 久保田磨希 内藤大希 深町ようこ 髙橋 輝


