
氏名 出演劇場 氏名 出演劇場 氏名 出演劇場

（嵐）
嵐　橘三郎 新橋演舞場 市川　猿翁 休演 市川　團蔵 新橋演舞場

市川　中車 休演 市川　荒五郎 新橋演舞場
市川　團子 休演

（市川） 市川　猿弥 休演
市川　右團次 休演 市川　笑也 休演 市川　門之助 休演
市川　右近 休演 市川　笑三郎 休演 市川　門松 休演
市川　右若 休演 市川　弘太郎 休演 市川　瀧二朗 休演
市川　右左次 休演 市川　寿猿 休演 市川　瀧昇 休演
市川　右田六 休演 市川　猿三郎 休演 市川　卯瀧 休演

市川　欣弥 休演
市川　猿四郎 休演

市川　海老蔵 休演 市川　笑野 休演 （市村）
市川　齋入 休演 市川　猿紫 休演 市村　家橘 休演
市川　九團次 休演 市川　喜猿 休演 坂東　家之助 休演
市川　福太郎 休演 市川　龍蔵 休演
市川　福之助 休演 市川　笑子 新橋演舞場
市川　新蔵 休演 市川　裕喜 休演 市村　萬次郎 休演
市川　新十郎 休演 市川　喜太郎 休演 市村　竹松 休演
市川　升三郎 休演 市川　三四助 休演 市村　光 休演
市川　升平 休演 市川　翔乃亮 休演 市村　橘太郎 新橋演舞場
市川　升吉 休演 市川　翔三 休演 坂東　橘治 新橋演舞場
市川　新次 休演 坂東　橘之助 新橋演舞場
市川　新八 休演
市川　米十郎 休演 市川　左團次 新橋演舞場
市川　福五郎 休演 市川　男女蔵 休演 （岩井）
市川　九一朗 休演 市川　男寅 休演 岩井　義太郎 休演

市川　左升 新橋演舞場
市川　蔦之助 休演

（大谷）
大谷　桂三 休演

市川　段四郎 休演 大谷　龍生 休演
市川　猿之助 休演 大谷　桂太郎 休演
市川　段之 新橋演舞場
市川　澤五郎 休演
市川　段一郎 休演 大谷　友右衛門 休演
市川　澤路 新橋演舞場 大谷　廣太郎 休演
市川　笑羽 新橋演舞場 大谷　廣松 休演
市川　郁治郎 休演 大谷　明三郎 休演
市川　猿 休演
市川　喜楽 休演
市川　笑猿 休演

歌舞伎俳優出演劇場一覧（令和2年4月）

※前月末の予定をもとに作成していますので、一部に変更があるかもしれません。
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（尾上） （坂田）
尾上　菊五郎 新橋演舞場 片岡　我當 休演 坂田　藤十郎 休演
尾上　菊之助 新橋演舞場 片岡　進之介 休演 中村　鴈治郎 休演
尾上　右近 新橋演舞場 上村　吉弥 休演 中村　扇雀 休演
尾上　菊十郎 新橋演舞場 上村　吉太朗 休演 中村　壱太郎 休演
尾上　梅之助 新橋演舞場 片岡　當十郎 休演 中村　虎之介 休演
尾上　菊市郎 新橋演舞場 片岡　千次郎 休演 中村　亀鶴 休演
尾上　菊史郎 新橋演舞場 上村　折乃助 休演 中村　寿治郎 休演
尾上　菊三呂 休演 片岡　當吉郎 休演 中村　祥馬 休演
尾上　菊伸 新橋演舞場 片岡　比奈三 休演 中村　鴈童 休演
尾上　菊次 新橋演舞場 片岡　當次郎 休演 中村　鴈乃助 休演
尾上　音吉 新橋演舞場 片岡　佑次郎 休演 中村　扇乃丞 休演
尾上　音三郎 新橋演舞場 片岡　當史弥 休演 中村　鴈成 休演
尾上　音二郎 新橋演舞場 中村　かなめ 休演
尾上　音蔵 新橋演舞場 中村　鴈洋 新橋演舞場
尾上　音幸 新橋演舞場 片岡　仁左衛門 休演 中村　翫之 休演

片岡　孝太郎 休演 中村　鴈大 休演
片岡　千之助 休演 中村　翫哉 休演

尾上　松緑 新橋演舞場 片岡　松之助 休演 中村　翫政 休演
尾上　左近 新橋演舞場 片岡　嶋之亟 新橋演舞場 中村　光 休演
尾上　扇緑 新橋演舞場 片岡　仁三郎 休演 中村　扇十郎 休演
尾上　松太郎 新橋演舞場 片岡　松十郎 休演
尾上　辰緑 新橋演舞場 片岡　孝志 休演
尾上　緑 新橋演舞場 片岡　孝法 休演 （澤村）
尾上　緑三郎 休演 片岡　松四朗 休演 澤村　宗之助 休演
尾上　松悟 新橋演舞場 片岡　松太朗 休演 澤村　紀世助 休演
尾上　松三 新橋演舞場
尾上　貴緑 新橋演舞場

片岡　秀太郎 休演 澤村　田之助 休演
片岡　愛之助 休演 澤村　由次郎 休演

尾上　松也 帝国劇場 片岡　千太郎 休演 澤村　宇十郎 休演
尾上　徳松 新橋演舞場 片岡　愛三朗 休演 澤村　光紀 休演
尾上　松五郎 休演 片岡　千壽 新橋演舞場 澤村　由蔵 休演
尾上　隆松 新橋演舞場 片岡　千藏 休演
尾上　まつ虫 新橋演舞場 片岡　りき彌 新橋演舞場

片岡　愛一朗 休演 澤村　藤十郎 休演
片岡　愛治郎 休演 澤村　國久 休演

（片岡） 澤村　國矢 幕張メッセ
片岡　市蔵 休演 澤村　伊助 休演
片岡　亀蔵 休演 （河原崎）
片岡　市也 休演 河原崎　権十郎 新橋演舞場

山崎　咲十郎 新橋演舞場 （實川）
實川　延郎 休演

片岡　燕治郎 休演
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（中村）
中村　歌六 新橋演舞場 中村　時蔵 休演 中村　福助 休演
中村　米吉 新橋演舞場 中村　梅枝 新橋演舞場 中村　芝翫 休演

中村　蝶八郎 新橋演舞場 中村　萬太郎 新橋演舞場 中村　児太郎 休演
中村　錦之助 新橋演舞場 中村　橋之助 休演
中村　隼人 休演 中村　福之助 休演

中村　勘九郎 休演 中村　蝶一郎 休演 中村　歌之助 休演

中村　七之助 休演 中村　竹蝶 新橋演舞場 中村　梅花 休演

中村　鶴松 休演 中村　好蝶 新橋演舞場 中村　芝のぶ 休演

中村　勘之丞 休演 中村　橋吾 休演

中村　山左衛門 休演 中村　翫蔵 新橋演舞場

中村　小三郎 休演 中村　富志郎 休演 中村　芝歌蔵 休演

中村　いてう 休演 中村　福太郎 休演

中村　仲之助 休演 中村　福緒 休演

中村　仲四郎 休演 中村　梅玉 休演 中村　橋三郎 休演

中村　仲助 休演 中村　莟玉 休演 中村　橋光 休演

中村　仲弥 休演 中村　魁春 休演 中村　芝喜松 休演

中村　仲侍 休演 中村　東蔵 新橋演舞場 中村　芝晶 休演
中村　松江 休演 中村　翫延 休演
中村　玉太郎 新橋演舞場

中村　吉右衛門 新橋演舞場 中村　歌女之丞 新橋演舞場
中村　吉之丞 新橋演舞場 中村　梅蔵 休演 中村　又五郎 新橋演舞場
中村　吉三郎 新橋演舞場 中村　梅乃 休演 中村　歌昇 新橋演舞場
中村　吉五郎 新橋演舞場 中村　梅秋 休演 中村　種之助 新橋演舞場
中村　吉兵衛 新橋演舞場 中村　梅寿 休演 中村　蝶十郎 新橋演舞場
中村　吉二郎 新橋演舞場 中村　春花 新橋演舞場 中村　又之助 新橋演舞場

中村　春之助 新橋演舞場 中村　蝶三郎 新橋演舞場
中村　春希 新橋演舞場 中村　又紫朗 休演

中村　獅童 幕張メッセ 中村　東三郎 新橋演舞場
中村　蝶紫 幕張メッセ 中村　東志也 新橋演舞場
中村　獅一 幕張メッセ （坂東）

坂東　竹三郎 休演
坂東　竹之助 休演

中村　雀右衛門 休演
中村　京妙 休演
中村　京蔵 休演 坂東　玉三郎 休演
中村　京由 休演 坂東　守若 新橋演舞場
中村　京純 休演 坂東　玉雪 休演

坂東　功一 休演
坂東　玉朗 休演

中村　鷹之資 休演
中村　富二朗 休演
中村　富彦 休演
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坂東　巳之助 休演
坂東　秀調 休演
坂東　玉之助 休演
坂東　八大 休演

坂東　彌十郎 休演
坂東　新悟 休演
坂東　彌七 休演
坂東　彌風 休演
坂東　彌紋 休演
坂東　彌光 休演

坂東　楽善 休演
坂東　彦三郎 新橋演舞場
坂東　亀蔵 新橋演舞場
坂東　亀三郎 休演
坂東　羽之助 新橋演舞場
坂東　八重蔵 休演
坂東　八重之 新橋演舞場
坂東　やゑ亮 新橋演舞場
坂東　やゑ六 新橋演舞場

（松本）
松本　白鸚 休演
松本　幸四郎 休演
市川　染五郎 休演
市川　高麗蔵 休演
松本　錦吾 休演
松本　高麗五郎 休演
松本　幸雀 休演
松本　幸右衛門 休演
松本　幸蔵 休演
松本　幸次郎 休演
松本　幸之助 休演
松本　幸一郎 休演

（歌舞伎フリー）

宮脇　信治 休演
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