
西原 杏佳 
Kyoka Nishihara 
 

 

生年月日： 1997 年 1 月 4 日生 

血液型：  B 型 

身長：  １６３ｃｍ 

特技：  タップダンス，ジャズダンス 

ヒップホップダンス，クラシックバレエ 

資格：  普通自動車免許 

 
 
 
 

＜＜最新＞＞ 

■2020．10 劇団スタージャン旗揚げ公演「龍神伝説-Another zero-」吹鳴役 

■2020．12 空感演人プロデュース公演「プレイス」美奈役 

■2021．1 shotime 公演『Toy Room 

■2021．6 G フォースプロデュース『五月の夢』チカ役 

■2021．8 白虹劇団ミュージカル『水仙によせて～たけくらべ～』＠カメリアホール 真千子役

(予定) 

 
 

＜＜芸歴＞＞ 

 

【舞台】 

■2007. 7 ブロードウェイミュージカル『サウント・゙オブ・ミュージック』  

西田直木演出(東京芸術劇場)フリ゙キッ゙タ役 

■2008.8 ~12 ブロードウェイミュージカル『サウント・゙オブ・ミュージック』  

西田直木演出(東京芸術劇場・東京エレクトロンホール宮城・奈良県文化会館・アクトシティ浜松・高山市 

民文化会館・青森市文化会館・岡山市民会館・岩手県民会館・新潟県民会館・宗像ユリックス・山口市民会

館・ 下関市民会館・都城市総合文化ホール・iichiko クラ゙ンシアタ・熊本市民会館・佐賀市文化会館・福島

県文化セ ンター・まつもと市民芸術館・山形県県民会館・札幌市民ホール) フリ゙キッ゙タ役 

■2009.10 ミュージカル『EARTH~奇跡の地球~』  

もときあつ子演出(メルパルクホール)主演リン役  

■2010. 8 ファミリーミュージカル『ココ・スマイル』 桝川譲治演出(シアターサンモール)花岡有役 

■2011. 4 『NATIONAL TAP DAY 2011』 (メルパルクホール) 

■2012. 4 『NATIONAL TAP DAY 2012』 (メルパルクホール) 

■2012. 8 ミュージカル『シュガー~空色のプールサイド~』  

桝川譲治演出(下北沢「劇」小劇場)元井佳奈役 

■2013. 8 『七人の部長&ドリームガールズ』゙篠崎光正演出(セシオン杉並ホール)大野朋子役 

■2014. 4 『NATIONAL TAP DAY 2014』 (メルハル゚クホール) 

■2016. 3 『プリンセスライブ Vol.7~マウス~』 篠崎光正演出(セシオン杉並ホール)チュル役 

■2017. 9 ミュージカル『Cinderella』 大山浩演出(サンモールスタシオ゙)王子役 

■2018. 4 『シェイクスヒア゚ Re-born 風雪の城~Lear~』 鼓太郎演出(渋谷伝承ホール)すす役゙ 

■2018. 4 『腐テキ☆REVOLUTION~ヲトメ電波発動中~』 



栗本有美子演出(エアースタシオ゙)冴羽美紀役 

■2018. 8 ミュージカル『GO,JET!GO!GO!vol.5 

~涙のトラ゙イマティーニ カー゙ルスに゙ライハル゙出現!?~』  

栗本有美子演出(A-Garage)ヘレン役 

■2018. 9 ローマ歌劇場『マノン・レスコー』  

キアラ・ムーティ演出 (東京文化会館・神奈川県民ホール) 助演 

■2019. 2 『12 人の怒れる人たち』 野口大輔演出 (シアター風姿花伝) 陪審員 6 号役 

■2019. 4 ミュージカル『GO,JET!GO!GO!vol.7~そんなヒロシに騙されて~』 

栗本有美子演出 (A-Garage) 夏代役 

■2019. 8 『劇団江戸間十畳本公演 vol.10 宮益坂演

劇祭り「岸田國士集」』屋上庭園 

蓮田キト演出 (宮益坂十間スタシオ゙) 

並木の妻役 

■2019.10 ミュージカル『GO,JET!GO!GO!vol.8~想い    

出の Facebook Lovers~』 

栗本有美子演出 早紀役 

■２０２０．８ FAM present's 

 『Love is all ドキュメンタリーver.』 

 

【TV】 

■2002. 6  CX 『゙めちゃめちゃイケてる』 

■2002. 9 CX 『゙めちゃめちゃイケてる』 

■2002.10 NTV「火曜サスペンス『生死不明』」 

■2003. 2  『ダイドーデミタスコーヒー』CM 

■2003. 3 TBS『ホットマン』トラ゙マ 

■2004. 2 ~2005.1 E テレ『かんじるさんすう 1.2.3!』 

レギュラー 

■2004. 4 NHK『学校テジダル羅針盤』 

■2004. 7 NHK『お元気てずか日本列島』 

■2005. 5 CX 『゙こたえてちょーたい゙』再現 

■2005. 6 NTT 東日本『ホケ゚モンオンフレッツ』CM 

■2005. 9 CX 『゙危険なアネキ』タイトルバック 

■2006. 4 グッドコミュニケーション 

『かるかも゙なお引越し』CM 

■2006. 9 EX『芸能人常識チェック』 

■2006.11 TBS『徳光和夫の感動再開“逢わせ屋”』 

■2006.12 『au by KDDI 春のワンセクラ゙インアッフ編゚』 

        CM 

■2007. 5 TX「水曜ミステリー9 多摩たたき上げ刑事近松丙吉 7『不幸な雨』」 麻子役(幼女)  

■2008. 3 EX『タイムショック』 

■2008. 4 NHK『ダヴィンチの夢 

~浜田未来科学研究所~』 

■2008.10 ~2009. 2 ヘネ゙ッセチャンネル「脳力アップトレーニング『クイズドラゴン』」 

レギュラー ヒント姫役 

■2009.7 NTV 『゙赤鼻のセンセイ』 

 

【映画】 

■2020  ミュージカル映画『とってもゴースト』  角川裕明監督 ウェイトレス役 

 



【スチール】 

■2001  小学館「幼児と保育」12 月号 

■2002  世界文化社「プリプリ」11 月号 

■2002  小学館「幼児と保育」3 月号 

■2003  世界文化社「プリプリ」7 月号 

■2003  世界文化社「プリプリブックス」 

■2007  啓林館「生活科 2 年生」教科書 

 

【ライブ・コンサート】 

■2008. 4 『サウンド・オブ・ミュージック 2008 年全国ツアー前夜祭ミュージックコンサート』 

           (IMA ホール) 

■2011. 6  『Stage Dolls Performance in LIM 2 』 (四谷ライブインマジック) 

■2016. 6 『Musical Live Labo~The Sound of Beginning~』 (Livecafe HAYASE) 

■2017. 1 『Musical Live Labo Vol.2』 (Livecafe HAYASE) 

■2017. 8 『Musical Live Labo Vol.3~The Moment of Changing for Good』 (Absolute Blue) 

■2017.11 『ENJA vol.3』 (J-SQUARE SHINAGAWA) 

■2018. 2 シンデレラカンパニーイベントライブ (秋葉原 13 式催事空間) 

■2019. 3 『Musical Live Labo Vol.4~Graduation~』 (Live HOUSE APIA40) 

■2019.11 『サロン フテ゚ィ コンサート』 (イキリ゙ス館) 

 

【イベント】 

■2018. 1 ミニミュージカル

『Cinderella』 (イオンモール船橋店)王子役  

■2019. 5 ミニミュージカル

『Cinderella』 (イオンモール八千代緑か丘゙店)

王子役 

■2019. 7 ミュージカル映画『とっても

ゴースト』上演記念特別イベント (そこゔ川口

店) 

■2019. 7 冠新道商店街夏祭り (冠新

道商店街) 

 

【その他】 

■2006.11 ススギ自動車『フロンテ劇

場』ものつぐり博物館 由美役 

■2007.11 ~12 (財)群馬県埋蔵文化財調査

事業団 VP「縄文土器つぐり」「勾玉つぐり」 

発掘情報館 主演アヤ役 

■２０２０．８ FAM present's 『Love is all 

ドキュメンタリーver.』 

■２０２１．4 かんだま劇場ミニドラマ『ヤンクミに

あこがれて』 

 

 

 


