
東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会「第３５回くるみ割り人形」 

2021 年 12 月 18 日（土）/12 月 19 日（日） 

構成・演出・振付（イワーノフの原型による）：石井清子 

演出補佐：中島伸欣 

バレエミストレス：長谷川祐子 草間華奈 

ティアラ“くるみ”の会指導：真島恵理 高木糸子 川端優花 

 

第１幕 

第１場 雪の道 

大道芸人     渡部一人 

娘        (A) 木山莉々衣 (B) 石原瑚夏 

ドロッセルマイヤー  黄凱   

郵便屋      吉岡真輝人 

婦人       大内麻莉 浅井蘭奈 

紳士       杉浦恭太 中村康之介 

スケート     (A) 小林莉瑠 曽根菜奈実 芳賀七海  (B) 喜多紗也花 豊田めい 陶山美波 

買い物      (A) 清水りいな 藤木陽菜  (B) 板原瑚凪 松田心花 

女の子      大橋柑奈 関口凌 

召使い      五島茉佑子 川浪ともな  

 

第２場 クララの家の客間 

クララ      (A) 石原瑚夏  (B) 木山莉々衣 

フリッツ     (A) 末吉慶次  (B) 荒井真央 

ドロッセルマイヤー  黄凱 

父        春野雅彦 

母        平田沙織 

婦人       大内麻莉 浅井蘭奈 石塚あずさ 且股治奈 山本彩未 山﨑茉穂 

紳士       吉岡真輝人 杉浦恭太 西澤一透 中村康之介 石井智也 池田剛志 

女の子      (A) 岡田くるみ 清水りいな 田𠮷彩桜 中澤凛音 西瑞生 藤木陽菜 

(B) 天野智佳子 板原瑚凪 太田爽葉 土屋紗雪 松田心花 松永星奈 

男の子      (A) 臼倉彩音 橘田淑 津田優里花 成瀬心遥 長谷尾花美 平野渚 

(B) 坂井美優 佐藤聖 島津歌七 仲村春乃 播野妃南 前上友希 

士官候補生    岡田晃明 渡部一人 

娘        新里茉利絵 加瀬裕梨 石井日奈子 佐々木葵美 

召使い      五島茉佑子 川浪ともな 

ピエロ      石井悠和 

コロンビーヌ   松本佳織 

ムーア      土橋冬夢 

 

第３場 帰り道 

婦人       石塚あずさ 且股治奈 

紳士       杉浦恭太 中村康之介 

女の子      関口凌  (A) 西瑞生  (B) 太田爽葉 

男の子      (A) 津田優里花 成瀬心遥  (B) 播野妃南 前上友希 

 

第４場 ねずみとおもちゃの兵隊の戦争 

クララ      (A) 石原瑚夏 庄田絢香  (B) 木山莉々衣 斎藤ジュン 

夢の中のコロンビーヌ (A) 陶山美波  (B) 小林莉瑠 

夢の中のピエロ  (A) 喜多紗也花  (B) 曽根菜奈実 

夢の中のムーア  (A) 豊田めい  (B) 芳賀七海 

くるみ割り人形  (A) 福田建太  (B) 栄木耀瑠 

ねずみの王様   春野雅彦 

ドロッセルマイヤー  黄凱 

兵隊       馬場彩 加瀬裕梨 折原由奈 石塚あずさ 清田カレン 山﨑茉穂 五島茉佑子 

 川浪ともな 櫻井美咲 飛田夏美 矢幡友梨 渡辺薫子 

ねずみ      三好梨生 竹嶋梨沙 西尾美紅 小泉香央里 南城未来 佐々木葵美 

岡田晃明 石井悠和 渡部一人 西澤一透 石井智也 池田剛志 



第５場 雪の国 

クララ      (A) 庄田絢香  (B) 斎藤ジュン 

くるみ割り人形  (A) 福田建太  (B) 栄木耀瑠 

夢の中のコロンビーヌ (A) 陶山美波  (B) 小林莉瑠 

夢の中のピエロ  (A) 喜多紗也花  (B) 曽根菜奈実 

夢の中のムーア  (A) 豊田めい  (B) 芳賀七海 

粉雪ソリスト   折原由奈 清田カレン 

コールド   大内麻莉 馬場彩 浅井蘭奈 石塚あずさ 且股治奈 山本彩未 竹嶋梨沙 山﨑茉穂 

五島茉佑子 川浪ともな 小泉香央里 櫻井美咲 南城未来 飛田夏美 矢幡友梨 渡辺薫子 

 

第２幕 

第１場 お菓子の国への旅 

クララ      (A) 庄田絢香  (B) 斎藤ジュン 

くるみ割り人形  (A) 福田建太  (B) 栄木耀瑠 

夢の中のコロンビーヌ (A) 陶山美波  (B) 小林莉瑠 

夢の中のピエロ  (A) 喜多紗也花  (B) 曽根菜奈実 

夢の中のムーア  (A) 豊田めい  (B) 芳賀七海 

ねずみの王様   春野雅彦 

ドロッセルマイヤー  黄凱 

ねずみ      石井悠和 池田剛志 

波の精ソリスト  安藤菜那 坂詰悠真 

   コールド  金山祐里 倉持美空 佐藤菫 

(A) 安藤菜夏 伊藤千尋 小川愛華  (B) 田村友埜 中川笑舞 渡邉あみ 

 

第２場 お菓子の国での祝宴 

クララ      (A) 庄田絢香  (B) 斎藤ジュン 

くるみ割り人形  (A) 福田建太  (B) 栄木耀瑠 

小姓       (A) 曽根菜奈実  (B) 喜多紗也花 

スペインの踊り  大内麻莉 杉浦恭太 

三好梨生 西尾美紅 南城未来 佐々木葵美 

アラビアの踊り  平田沙織 

折原由奈 櫻井美咲 矢幡友梨 渡辺薫子 

中国の踊り    松本佳織 岡田晃明 

トレパック    浅井蘭奈 五島茉佑子 土橋冬夢 

葦笛の踊り    新里茉利絵 石井日奈子 石井智也 

キャンドルケーキ 吉岡真輝人 

こどもたち    大橋柑奈 坂井茉莉香 関口凌 

(A) 後田奈緒 太田朝陽 角田澪奈 増田凜空  (B) 石黒美結 市橋菜愛 戸髙蘭 服部有紗 

花のワルツ  

 ソリスト  且股治奈 山本彩未 西澤一透 中村康之介 

 コールド  馬場彩 加瀬裕梨 折原由奈 石塚あずさ 三好梨生 竹嶋梨沙 西尾美紅 清田カレン 

   山﨑茉穂 川浪ともな 小泉香央里 飛田夏美 

金平糖の女王   (A) 中森理恵  (B) 飯塚絵莉 

コクリューシュ王子  (A) キム・セジョン  (B) 吉留諒 

 

第３場 クララの家の客間 

クララ      (A) 石原瑚夏  (B) 木山莉々衣 

 

※下線はティアラ“くるみ”の会の出演者です。 

※配役及び出演者は変更する場合があります。 


