
9/10（火） 9/11（水） 9/12（木） 9/13（金） 9/14（土） 9/15（日） 9/16（月） 9/17（火）
１３：００ １３：００ 12:00 12:00 12:00 12:00

バルジャン 佐藤隆紀 吉原光夫 佐藤隆紀 福井晶一 吉原光夫 福井晶一
ジャベール 伊礼彼方 上原理生 伊礼彼方 川口竜也 川口竜也 伊礼彼方
ファンテーヌ 二宮　愛 二宮　愛 知念里奈 知念里奈 知念里奈 濱田めぐみ
エポニーヌ 唯月ふうか 唯月ふうか 昆　夏美 唯月ふうか 昆　夏美 唯月ふうか
マリウス 三浦宏規 海宝直人 三浦宏規 海宝直人 海宝直人 三浦宏規
コゼット 生田絵梨花 熊谷彩春 生田絵梨花 生田絵梨花 熊谷彩春 生田絵梨花

テナルディエ 斎藤　司 KENTARO 橋本じゅん 斎藤　司 橋本じゅん 橋本じゅん
マダム・テナルディエ 森公美子 森公美子 朴　璐美 朴　璐美 朴　璐美 森公美子

アンジョルラス 相葉裕樹 相葉裕樹 小野田龍之介 小野田龍之介 小野田龍之介 相葉裕樹
18:00 18:00 18:00 17:00

バルジャン 福井晶一 吉原光夫 福井晶一 吉原光夫
ジャベール 川口竜也 上原理生 川口竜也 川口竜也
ファンテーヌ 二宮　愛 濱田めぐみ 濱田めぐみ 濱田めぐみ
エポニーヌ 昆　夏美 唯月ふうか 昆　夏美 唯月ふうか
マリウス 海宝直人 三浦宏規 海宝直人 海宝直人
コゼット 生田絵梨花 熊谷彩春 生田絵梨花 熊谷彩春

テナルディエ KENTARO 斎藤　司 KENTARO 斎藤　司
マダム・テナルディエ 森公美子 朴　璐美 朴　璐美 森公美子

アンジョルラス 小野田龍之介 相葉裕樹 小野田龍之介 相葉裕樹

9/10（火） 9/11（水） 9/12（木） 9/13（金） 9/14（土） 9/15（日） 9/16（月） 9/17（火）
１３：００ １３：００ １２：００ １２：００ １２：００ １２：００

司教 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之
工場長 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治

バマタボア 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛
グランテール 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰

フイイ 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介
コンブフェール 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹

クールフェラック 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠
ジョリ 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人

プルベール 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基
レーグル 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介

バベ 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧
ブリジョン 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生
クラクスー 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴

モンパルナス 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉
ファクトリーガール 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織

買入屋 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実
かつら屋 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希
マダム 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子

宿屋の女将（女7） 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲
カフェオーナーの妻（女9） 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲
病気の娼婦（女5） 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜

鳩（女8） 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香
あばずれ（女6） 華花 華花 華花 華花 華花 華花
若い娼婦（女10） 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳

18:00 18:00 18:00 17:00
司教 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之

工場長 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治
バマタボア 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛 武藤　寛

グランテール 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰
フイイ 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介 杉浦奎介

コンブフェール 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹
クールフェラック 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠

ジョリ 新井海人 新井海人 新井海人 新井海人
プルベール 横田剛基 横田剛基 横田剛基 横田剛基
レーグル 深堀景介 深堀景介 深堀景介 深堀景介

バベ 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧 大嶺　巧
ブリジョン 松村曜生 松村曜生 松村曜生 松村曜生
クラクスー 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴

モンパルナス 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉
ファクトリーガール 森　加織 森　加織 森　加織 森　加織

買入屋 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実
かつら屋 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希 桑原麻希
マダム 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子

宿屋の女将（女7） 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲 伊藤美咲
カフェオーナーの妻（女9） 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲 町屋美咲
病気の娼婦（女5） 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜 石丸椎菜

鳩（女8） 木南清香 木南清香 木南清香 木南清香
あばずれ（女6） 華花 華花 華花 華花
若い娼婦（女10） 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳 小倉優佳

先行発売（抽選） 2/1～2/15の間、札幌市民交流プラザメンバーズ及び道新プレイガイド会員向けに実施します。
詳しくはレ・ミゼラブル公演チラシをご確認ください。

ミュージカル「レ・ミゼラブル」　キャストスケジュール（プリンシパル）

2019年9月10日（火）～17日（火） 札幌文化芸術劇場 hitaru公演

ミュージカル「レ・ミゼラブル」　キャストスケジュール（アンサンブル）
公演日

公演日
開演時間

開演時間

昼
の
部

夜
の
部

【お問い合せ】道新プレイガイド0570-00-3871（10:00～18:00日曜定休）　　https://doshin-playguide.jp/

開演時間

昼
の
部

開演時間

夜
の
部


