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 ＜出 身 地＞ 東京都 

 ＜生年月日＞ 2000年 6月 18日 

 ＜ サイズ ＞ 身長 168cm 

  体重 44kg 

  BWH 80/58/84 

  靴 23.5cm 

 ＜ 特 技 ＞ タップダンス・ジャズダンス・歌 

ヤギとヒツジの鳴き分け 

 ＜ 趣 味 ＞ ゲーム・舞台鑑賞・映画鑑賞 

動物と触れ合うこと 

   

   

 

 

最新出演情報 

 

★舞台 

・トイピアノ『ルピカの魔女試験』 オビ役 

2022 年 8月 17日（水）～8月 19 日（金）＠鷹市芸術文化センター 

 

 

 

・アーラェ アンゲリー舞台 19弾『逢魔が刻に』 

2022 年 4月 29日 (金・祝) ～5 月 8日 (日)＠ラゾーナ川崎プラザソル 
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御林杏夏 主な芸歴 

＜舞台＞ 

2021 

・『PERSONA 5the stage#3』 アンサンブル 

        （メルパルクホール大阪、KTZepp Yokohama） 

・トイピアノ『ルピカの魔女試験』 オビ役 

（鷹市芸術文化センター 星のホール） 

・WizArt朗読劇『混血脈 MIXSEED-覚醒-』  

主演：アルム・ディオーネ役（武蔵野芸術劇場） 

・代々木アニメーション学院卒業公演 

『レディー・ア・ゴーゴー』 お天気篇  渡辺日和役 

                   (代アニ LIVEステーション) 

2020 

・『PERSONA 5the stage#』アンサンブル 

       (KT Zeep Yokohama/サンケイホールブリーゼ) 

・五反田タイガー7th stage  

『WORKER ANTS と働かないアリ』 司教リン役 

                        (CBGKシブゲキ!! ) 

・代々木アニメーション学院アトリエ公演 

『広くてすてきな宇宙じゃないか』 柿本役 

                   (代々木アニメーション学院)  

2019 

・『PERSONA 5the stage#』アンサンブル 

        (メルパルクホール OSAKA/天王洲 銀河劇場) 

・『舞台けものフレンズ「JAPARI STAGE!」 ～おおきなみみと

ちいさなきせき～』アミメキリン役 

                 （品川プリンスホテル クラブ ex） 

・ハウス食品ミュージカル『オリバー・ツイスト』 関東アンサン

ブル 

      (武蔵野市民文化会館 大ホール 他全国 15会場) 

・柊プロジェクト『サオリの国のアリス』うさぎのミー役 

                             (ムーブ町屋) 

・ミュージカルスクエア『ルピカの魔女試験』ポロナ役 

             (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

2018 

・ミュージカルスクエア 『最後の真珠』 ガーディアン役 

                          (武蔵野芸術劇場) 

・ハウス食品ミュージカル『小公子セディ』全国レギュラーアン

サンブル 

         (新宿文化センター 大ホール 他全国 15会場) 

・柊プロジェクト『voltage』ダンサー  (日暮里サニーホール) 

・ミュージカルスクエア『響け！バンドビート』ヒメコ役 

                          (武蔵野芸術劇場) 

2017 

・ミュージカルスクエア『天使といた時』天使役 

                          (武蔵野芸術劇場) 

・ハウス食品ミュージカル『あしながおじさん』関東アンサンブル 

         (新宿文化センター 大ホール 他全国 15会場) 

・ミュージカルスクエア『オズの魔法使い』ブリキ役 

             (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

 

 

 

 

 

2016 

・ミュージカルスクエア『明日に向かって跳べ～チームの力、

無限大』翔役 

             (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

 

・ハウス食品ミュージカル『アルプスの少女ハイジ』 

東京アンサンブル(日野市民会館/調布市グリーンホール) 

・イマジンミュージカル『アルプスの少女ハイジ』ペーター役 

                            (セシオン杉並） 

・ミュージカルスクエア『夏の夜の夢』ライサンダー役 

             (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

2015 

・ミュージカルスクエア『サオリの国のアリス』サオリン(咲織)役 

                          (武蔵野芸術劇場) 

・ハウス食品ミュージカル『母をたずねて三千里～マルコ～』

東京アンサンブル 

     (保谷こもれびホール/新宿文化センター 大ホール) 

・イマジンミュージカル『マルコ～母をたずねて三千里～』 

アンサンブル 

                (武蔵野市民文化会館 大ホール) 

2014 

・ミュージカルスクエア『5 つめのお願い』瑠璃紺能智神（青

の神様）役 

            (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

・ジョーズカンパニー20周年記念公演『ココスマイル 7～夏

色マイソング～』戸塚陽子役 

                          (吉祥寺シアター) 

・イマジンミュージカル『若草物語』アンサンブル 

                           (三鷹市公会堂) 

・ミュージカルスクエア『黒い兄弟』アルフレド役 

            (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

2013 

・ミュージカルスクエア『最後の真珠』主演：恵太役 

                        (イマジン Bスタジオ) 

・TOURS ミュージカル「赤毛のアン」グリーンゲイブルズ

TOKYO  (大宮ソニックシティ/新宿文化センター 大ホール) 

・ミュージカルスクエア『天使といた時』主演：有森江梨子役              

             (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

2012 

・ヒロセプロジェクト『キミと星空に未来を描いた日』キリコ役 

                        (ラゾーナ川崎プラザ) 

・ミュージカルスクエア『5 つめのお願い』黄檗玉司日女（黄

色の神様）役                (イマジン Bスタジオ) 

・ハウス食品ミュージカル『トラップ一家物語』東京アンサンブ

ル   (調布市グリーンホール/新宿文化センター 大ホール) 

・イマジンミュージカル『Cosett～レ・ミゼラブル～』アンサンブ

ル                          (セシオン杉並) 

・ミュージカルスクエア『オリバー・ツイスト』ドジャー役 

(イマジン Bスタジオ/三鷹市芸術文化センター 星のホール) 
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2011 

・ミュージカルスクエア『天使といた時』主演：有森江梨子（幼

少期）                    (イマジン Bスタジオ) 

・ハウス食品ミュージカル『小公子セディ』東京アンサンブル  

        (東大和市民会館/新宿文化センター 大ホール) 

・ミュージカルスクエア『若草物語』ダイアン役 

             (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

 

・初春大歌舞伎『四天王御江戸鏑』竜女役、禿役 

                          (国立劇場大劇場) 

2010 

・座・東京みかん『この街で～あなたと一緒に～』ヒロミ役、モ

モ役/『金子みすゞの世界 6～みすゞちゃんのおあそび～』少

女役                      (四ツ谷区民ホール) 

・ハウス食品ミュージカル『小公女セーラ～A Little Princess

～』東京アンサンブル 

         (セシオン杉並/新宿文化センター 大ホール) 

・ミュージカルスクエア『オリバー・ツイスト』マイキー役 

            (三鷹市芸術文化センター 星のホール) 

2009 

・座・東京みかん『金子みすゞの世界 4～空のおくには何が

ある～』少女役                   (座・高円寺) 

・ミュージカルスクエア『トム・ソーヤの冒険』アンサンブル 

                            (前進座劇場) 

2006 

・成城・前田バレエ学苑発表会『バルセロナの広場よりフェス

タバルセロナ～みにくいアヒルの子～バレエコンサート』 

                  (新宿文化センター 大ホール) 

 

＜T V＞ 

2022 

・NHK「逆転人生振付師篇」 

 

＜C M＞ 

2018 

・築地銀だこ「年末大感謝祭篇」女子高生役 
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