CAST PROFILE
なだぎ 武（なだぎ・たけし）
大阪府出身。大阪 NSC8 期生。
07 年 08 年と「R-1 ぐらんぷり」で史上初の
連覇を果たす。
「ザ・プラン 9」脱退後、ピン
芸人として劇場などでネタを披露する傍ら、
ドラマ・舞台など役者としても精力的に活動中。
ミュージカル『ズボン船長〜 Fiﬁ & the Seven
Seas 〜』では、13 年より 4 年連続 若かりし
頃のズボン船長 をコミカルに演じた。15 年
12 月には『晦日明治座 納め・る祭〜あんまり歌
うと攻められちゃうよ〜』16 年には『ホテル・
カルフォリニア』
、
『ドヴォルザ―クの新世界』
『三銃士』
『嫌われ松子の一生』17 年には
『愛愛愛の愛』
『23 階の笑い』
『ハイスクール
奇面組』へ出演し、役者としての活動の幅を広
げている。

渡辺 大輔（わたなべ・だいすけ）
11 月 6 日生まれ、神奈川県出身。
2006 年『ウルトラマンメビウス』イカルガ・
ジョージ役で俳優デビュー。舞台を中心に
活躍する他、情報番組でレポーターを務める
など活動は多岐にわたる。主な出演作に
『ちぬの誓い』
、
『ブラッド・ブラザース』
、
『南太平洋』
、
『1789 バスティーユの恋人たち』
、
『バイオハザード〜ヴォイス・オブ・ガイア〜 』
、
『ロミオ＆ジュリエット』など。2017 年 11 月
『京の螢火 』
、2018 年『 1789 バスティーユの
恋人たち』出演予定。

ドルニオク 綾乃（どるにおく・あやの）
オペラ歌手。東京生まれ。日本大学芸術学部
演劇学科卒業後、21 歳より本格的に声楽の
勉強を始め、オペラの道へ。パリ地方音楽院
声楽科、専門課程卒業。UCJF 劇場にて
「愛の妙薬」アディーナ役、ベートーベン・
イースター・フェスティバル、サンタニ
音楽祭など、ヨーロッパ各地の公演に出演し
好評を博している。他に草津国際夏期
音楽アカデミーフェスティバル、エリックサティ
音楽喜劇「メドューサの罠」フリゼット役、
「ベアトリーチェ・チェンチの肖像」ベアト
リーチェ役など。ドイツ在住。

モト 冬樹（もと・ふゆき）
1951 年５月５日 東京都出身。高校卒業後、
グッチ裕三と実兄のエド山口とバンドを組み
活動する。様々なバンドを経て「ビジー・フォー」
を結成。解散後に結成した「ビジー・フォー
スペシャル」でものまね四天王ブームを巻き起
こす。その後は「夜もヒッパレ」などバラエ
ティー番組で活躍。現在はバラエティーのみ
ならずマルチタレントとして広く活動している。
舞台も精力的にこなしており今年はこの後
「ザ・デイサービス・ショウ 2017」
（2017 年８月、
明治座）が控えている。

杜 けあき（もり・けあき）
宮城県仙台市出身。元宝塚歌劇団トップスター。
風格ある芝居と温 かみのある歌声で、実力派
トップと して一時代を築く。
『忠臣蔵』
（大石内蔵助役、菊田一夫演劇賞受 賞）を最後
に退団後は『出雲阿 国』
『キャバレー』
『エリザベート』
『新幹線おそうじの天使たち』
など多数の舞台に出演。2016 年には『シカゴ〜
宝塚 OG バージョン』に出演し、ニューヨーク
公演でも好評を博す。現在毎週火曜日に NHK
ラジオ第１『ごごラジ！』のメインパーソナリ
ティーを務めている。

森田 浩平（もりた・こうへい）
「レ・ミゼラブル」
「エリザベート」
「モーツァルト
！」などの東宝系作品の他、イッツ・フォーリーズ、
ミュージカル座といった数々のミュージカル劇団へ
の客演など、ミュージカルの舞台がメインだが、
コロッケ座長公演や「天璋院篤姫」
「梅と桜と木瓜
の花」といった時代劇から、シェイクスピア作品
などのストレートプレイまで、大小様々な舞台にも
多く出演。またギター弾き語りをメインとした
ライヴなども行っている。まきりかさん作品は
「DAICHI」に続いての出演になる。

渡邊 安理（わたなべ・あんり）
1984 年 8 月 15 日生まれ、千葉県出身。
2004 年に演劇集団キャラメルボックスへ入団。
以降、ヒロインを数多くつとめる看板女優の
一人。外部出演も多数あり舞台を中心に活躍
している。近年の出演作はキャラメルボックス
『ゴールデンスランバー』
、ゲキバカ『おぼろ』
、
演劇計画Ⅱ−戯曲創作−
『また愛か』
、柿喰う客
『発情ジュリアス・シーザー』など。

谷口 あかり（たにぐち・あかり）
長崎県出身。ロシア国立ボリショイバレエ学校卒業。
2007 年劇団四季入団。
「李香蘭」で初舞台を踏む。
その後、
「春のめざめ」
（ベンドラ役）
、
「人間になり
たかった猫」
（ジリアン役）
、
「マンマ・ミーア！」
（ソフィ役）
、
「コーラスライン」
（ディアナ役）など
主役やヒロインで活躍。2013 年退団後、
「Violet」
（ヴァイオレット）
、
「赤毛のアン」
（アン・シャー
リー役）
、
「ひめゆり」
（ふみ役）
、
「H12 」
（松本
多江役）
、
「フランケンシュタイン」
、
「ロスト・フォ
レスト」などに出演。
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久保田 未夢（くぼた・みゆ）
埼玉県出身。声優・女優。81 プロデュース所属。
声優アイドルユニット・i☆Ris のメンバーとして
も活躍中。主なアニメ出演作は『アイドルタイム
プリパラ』
（はな）
、
『プリパラ』
（北条そふぃ）
、
『浦和の調ちゃん』
（別所子鹿）など。2016 年 2
月に『ライブミュージカル「プリパラ」み〜んなに
とどけ！プリズム☆ボイス』
（北条そふぃ役）
初舞台踏み、以後「明るいお葬式」
（ビッキー役 ）
、
「 人魚外伝〜 Anecdote of Mermaid 〜」
（ローサ役）
、
「ほとけのいろは」
（聖子役）などに
出演。

桜咲 千依（おうさき・ちよ）
2 月 12 日生まれ、神奈川県出身。ゲーム・舞台
を中心に活動中。アコースティックユニット
「いちだーすのおんがくたい」を結成し、ボーカルと
作詞を担当。他にも DJ とヴァイスシュヴァルツ
公式プレイヤーとして多方面に活動の範囲を広げ中。
代表作：D.C.III - ダ・カーポ III-（瑠川さら）／
アイドルマスター シンデレラガールズ（白坂小梅）
／ワガママハイスペック（宮瀬未尋）／白猫
プロジェクト（ロッカ）

狩野 新之介（かの・しんのすけ）
宮城県仙台市出身。高校の交換留学を機に芝居や
ダンスを始める。その後、アメリカの大学で演劇
を専攻。帰国後はミュージカルを中心に精力的に
活動中。出演作品はミュージカル黒執事「地に
燃えるリコリス」
・
「N o a h ' s A r kCircus」
、
舞台「黒子のバスケ」
、超歌劇「幕末 Rock 黒船
来航」
、その他。今回の作品「ソーォス！」では
強い志を持って移住した吉田潤喜さんの思いと
当時の格差社会などの色を、自身の渡米経験を生か
して表現しようと取り組んでいる。

増本 力丸（ますもと・りきまる）
東京都出身。幼少より、映画「ある光」
、CM
「ディズニーシーハロウィン」
、ミュージカル
「火垂るの墓」などに出演。中学からはロボット
の世界的な競技会 FIRST LEGO League での
入賞や、トロンボーンで全日本吹奏楽コンクール
（ 中学の部）全国銀賞、ウィーン国際青少年音楽祭
３位など様々なことに打ち込んできた。

由珠（ゆ ）
2003 年 5 月 30 日東京都出身。中学 2 年生。
今作が初舞台となる。今後は舞台に限らず様々
なジャンルで幅広く活動していきたい。
趣味絵を描く事。

城 夢叶（じょう・ゆめか）
東京都出身。中学 2 年生出演作：
「マリアと緑のプリ
ンセス」
、
「くっくまミュージカル」ラッケナー役、
「マリオネット」ミチル役、
「ママの恋人」花岡りえ役、
「野の花」イーダ役、
「I HAVE A DREAM」
プリシー役。

深澤 幸也（ふかさわ・こうや）
2007 年生まれ。幼い頃に観たブロードウェイ
のミュージカルに心を動かされ、舞台に憧れる
ようになる。憧れを目標に変えるべく、昨年、
子役養成スクール PASOC の門を叩き、本格的
にミュージカル俳優を目指す。ミュージカル
初舞台となる本公演では、６歳で始めた得意の
空手を披露。将来の夢は日本国内だけでなく、
語学力を生かし、海外でも活躍できる俳優になる
こと。
ＴＶ出演：NHK-E テレ「グレーテルの
かまど」ハリーポッター役他。

波多腰 由太（はたこし・ゆうた）
2013 年 1 月、6 歳のとき歌・ダンスを始め、
2015 年の春から本格的にミュージカルを目指して
演技も学び始める。2016 年 1 月、
『くっくま
ミュージカル』( ポンルー役 ) で初舞台を踏む。
主な出演作は、TV『しまじろうのわお！』ダンス
コーナー｢メロメロ ムシメロ｣
（マツムシ役）
、
ミュージカル『冒険者たち〜この海の彼方へ〜』
（喜八役）
。
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