演目紹介
『翁』
衣裳 ／渡辺 美宥

出演 ／出演者一同

振付 ／山本 華

演出助手 ／清水 未来

演出 ／大庭 汀音妃古 木村 友哉

照明 ／櫻井 知遥

編曲 ／倉田 ななせ 角田 拓也

初番目物 『鵜羽』
作・演出 ／安田 咲子

小道具 ／住吉 晴子

演出助手・振付 ／清水 未来

作曲 ／角田 拓也

鳥江：山本 華

出演 ／鳥子：土本 燈子

助産師 1：大庭 汀音妃古

衣裳 ／渡辺 美宥

彦々：木村 友哉

助産師 2：倉田 ななせ

照明 ／櫻井 知遥

助産師 3：花房 真穂

狂言 『一』
作 ／木村 友哉

衣裳 ／渡辺 美宥

演出 ／大庭 汀音妃古 木村 友哉
照明 ／合谷 柊音

演出助手 ／柿原 寛子

小道具 ／関山 未智留

出演 ／男：七種 玲音 角田 拓也 益江 祐喜 山嵜 雅斗

振付 ／山本 華

作曲 ／角田 拓也

女：有光 麻緒 柿原 寛子 清水 未来 鈴木 晶子

二番目物 『アツもりっ！♡』
（原案 ／敦盛）
作 ／山嵜 雅斗

演出 ／倉田 ななせ 角田 拓也 山嵜 雅斗

照明 ／櫻井 知遥

小道具 ／住吉 晴子

出演 ／くまやん：佐藤 正宗
コヲぢ：林 夏生

ワタ丸：百﨑 諒

ヤクルトげんちゃんさん：山嵜 雅斗

マスエ：益江 祐喜

馬場マイ : 橋本 沙織

推変：清水 未来 高木 菜乃美

衣裳 ／正城 里純

作曲 ／角田 拓也

夢枕 もよこ：野崎 桃

仲之椿 ネオン : 山本 華

振付 ／山嵜 雅斗

野苺 かじる：鈴木 南美

オダ ぶどう：尾田 夏帆

チェキスタッフ：角田 拓也

Youtuber：七種 玲音

オタク一同：大庭 汀音妃古 木村 友哉 中村 光里 花房 真穂 原口 真結香

狂言 『ニ』
作 ／松本 由花

演出 ／大庭 汀音妃古 木村 友哉

照明 ／合谷 柊音

演出助手 ／柿原 寛子

衣裳 ／正城 里純

小道具 ／住吉 晴子 関山 未智留

出演 ／男：角田 拓也

女：安田 咲子

三番目物 『井筒』
作・演出 ／大庭 汀音妃古
衣裳 ／海老沢 朱音

演出助手 ／橋本 沙織

照明 ／櫻井 知遥

出演 ／小夜子：鈴木 南美

小道具 ／住吉 晴子

小春：尾田 夏帆

男：林 夏生 益江 祐喜

振付 ／大庭 汀音妃古 土本 燈子

千鶴子：野崎 桃

少女：柿原 寛子

海：有光 麻緒 佐藤 正宗 清水 未来 服部 円 花房 真穂

狂言 『三』
作・演出 ／木村 友哉

演出助手 ／柿原 寛子

出演 ／男：佐藤 正宗

女：大庭 汀音妃古

小道具 ／関山 未智留

衣裳 ／海老沢 朱音

照明 ／合谷 柊音

猫：倉田 ななせ

野球部：木村 友哉 角田 拓也 林 夏生 百﨑 諒

四番目物 『雨音』
（原案 ／砧 ）
作 ／林 夏生

演出 ／北池 美和 林 夏生

出演 ／メア：河内 菜々子
ナツ：安田 咲子

衣裳 ／佐藤 瞳

ヒナタ ( ボウズ )：七種 玲音

女：小松 夏海

男：山嵜 雅斗

照明 ／櫻井 知遥
ボー：高木 菜乃美

小道具 ／関山 未智留
ズー：北池 美和

狂言 『四』
作 ／松本 由花

演出助手 ／柿原 寛子

演出 ／大庭 汀音妃古

衣裳 ／佐藤 瞳

照明 ／合谷 柊音

小道具 ／関山 未智留
出演 ／農民 1：山嵜 雅斗
うさぎ 1：中村 光里

農民 2：花房 真穂

農民 3：倉田 ななせ

うさぎ 2：鈴木 南美

農民 4：木村 友哉

別の物語の人：Yair Yebra

五番目物 『融』
作・演出 ／鈴木 南美
照明 ／櫻井 知遥

演出助手 ／服部 円

小道具 ／関山 未智留

出演 ／トオル：鈴木 晶子
影 ( 夜 )：有光 麻緒

振付 ／野崎 桃

衣裳 ／フォーリー メイヴ

作曲 ／鈴木 南美

警察官：百﨑 諒

冷 ( 夜 )：大庭 汀音妃古

藍 ( 夜・小学生 )：土本 燈子

憧 ( 小学生 )：関口 雪稀那

静 ( 夜 )：柿原 寛子

雫 ( 夜・小学生 )：清水 未来

真 ( 小学生 )：中村 光里

STAFF
舞台美術 ／酒井 佳奈
舞台監督 ／西尾 桃華
大道具 ／安岐 祐香 篠原 ひなの 木下 詩織 湖﨑 茜香 長屋 美睦
小道具 ／住吉 晴子 関山 未智留
照明 ／合谷 柊音 櫻井 知遥
衣裳 ／海老沢 朱音 佐藤 瞳 フォーリー メイヴ 正城 里純 渡辺 美宥
衣裳協力 ／ Gan Yutian（院 1 年）
音響 ／倉田 ななせ 高木 菜乃美 角田 拓也
配信 ／大坪 倫太朗 長屋 美睦
宣伝美術 ／海老沢 朱音
制作 ／フォーリー メイヴ 海老沢 朱音 市川 百合野 葛屋 詩織 小松 夏海
佐藤 正宗 Yair Yebra 高木 菜乃美 高木 梨冴 棟本真瑠
コロナ対策 ／海老沢 朱音 市川 百合野 葛屋 詩織
主催
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