
出演実績 出演実績出演実績 出演実績出演実績 出演実績 出演実績 出演実績

【TX】　　　　　「刺客請負人 part1-2」小山田庄
　　　　　　　左衛門役　準レギュラー

【TX】　　　　　「SAVEPOINT」アサヒ役　レギュ
　　　　　　　ラー

【WOWOW】　　「ネオウルトラ Q ファルガマンと
　　　　　　　ミチル」ファルガマン役

【WEBMOVIE】　「踊る大空港（略）」

【映画】　　　　「喪のしずく」冨樫森 監督

【映画】　　　　「赤ちゃんに乾杯」花村彪 監督

【映画】　　　　「ニワトリ★スター」かなた狼
　　　　　　　監督

【CM】　　　　  爽健美茶「黒冴」

【CM】　　　　  エステー化学「脱臭炭」

【舞台】　　　　「飛龍伝 2010 ラストプリンセス」
　　　　　　　演出 つかこうへい

【舞台】　　　　「密会」オフィスコットーネ

【舞台】　　　　「ぬけがら」主演

【舞台】　　　　「煙が目にしみる」主演

【舞台】　　　　「熱海殺人事件」( 演出作品 )

【舞台】　　　　「ビターズ」作 演出・春間伸一

  　　　　　　　　　　　　　　　　  …他多数 

特技
    ・アクション
    ・殺陣
    ・スタント
    ・アクロバット
    ・キックボクシング

    1978/11/21　生
    41 歳
    東京都出身
    166cm

【舞台】　　　　　「z コルチャック先生と子どもた
　　　　　　　　ち」クーバ役

【舞台】　　　　　「掌の宇宙」

【舞台】　　　　　「命燃えて」荻野吟子役

【舞台】　　　　　「時よ止まれ」お三役

【舞台】　　　　　「鳥たちは横断歩道を渡らない」

【舞台】　　　　　「わが町」進行係

【舞台】　　　　　「第三の証言」まさ子役

【舞台】　　　　　「月の岬」平岡佐和子役

【舞台】　　　　　「明日～一九四五年・長崎～」

【舞台】　　　　　演劇集団ワンダーランド「漫画
　　　　　　　　の祖、ふたりー楽天と一平―」

【舞台】　　　　　TOKYO ハンバーグ「人間と、人
　　　　　　　　間と似たものと。」

【ナレーション】　ファミリーマート店内宣伝ナレ
　　　　　　　　ーション

【ナレーション】　プロ野球中継宣伝ナレーション

【ナレーション】　ニコニコ超会議 3 会場ナレーシ
　　　　　　　　ョン、企業ブースナレーション

【ナレーション】　ニコニコ超会議 3　公式宣伝ナ
　　　　　　　　レーション 

特技
    ・ソフトボール
    ・ポートレート撮影
    ・ピアノ

    1992/9/8　生
    27 歳
    北海道出身
    156cm

【映画】　　　　『ミは未来のミ』磯部鉄平 監督
    　　　　　　☆ SKIP シティ国際 D シネマ映画祭
　　　　　　    2019 「SKIP シティアワード」受賞
    　　　　　　☆ 映文連アワード 2019 準グランプ
　　　　　　　リ受賞

【舞台】　　　　『男の心臓 -Boys Heart-』ENTIME’ S　

【舞台】　　　　『望郷の唄』多少、少女

【舞台】　　　　『VOID』DOBELLMAN

【舞台】　　　　「汚れちまった悲しみに… -N への
　　　　　　　手紙 -」　作・演出　鐘下辰男

【舞台】　　　　 『毒虫』劇団女体盛り

【舞台】　　　　「ダーウィンの城」作・演出　
　　　　　　　鐘下辰男

【舞台】　　　　『jiyu-ron』Some’ Revo!!!

【舞台】　　　　『現代童話』劇団女体盛り

【舞台】　　　　『ルビンに壺はいらない』
　　　　　　　the pillow talk

【舞台】　　　　『勝手に無邪気にポウ！ワイニー
　　　　　　　！』Cooch

【舞台】　　　　『R.U.R.』ハツビロコウ　

【ダンス】　　　『ダンスがみたい！ 21 「三道農楽カ
　　　　　　　ラク」を踊る』水中めがね∞

【ダンス】　　　『吉祥寺ダンスリライト vol.1』
　　　　　　　水中めがね∞ 

特技
    ・バトミントン
    ・手品
    ・メンタリズム
    ・マス釣り

    1994/9/29　生
    25 歳
    東京都出身
    175cm

【TX】　　　　　「SAVEPOINT」イシカワ役

【WOWOW】　　「ネオウルトラ Q」

【映画】　　　　 「その日のまえに」大林宣彦 監督

【映画】　　　　 「K-20 ～怪人二十面相・伝～」
　　　　　　　 佐藤嗣麻子 監督

【映画】　　　　 「ヴィヨンの妻 ～桜桃とたんぽぽ
　　　　　　　 ～」根岸吉太郎 監督

【映画】　　　　 「キミサラズ」井川広太郎 監督

【CM】　　　　   ヱスビー食品 とろけるカレー

【CM】   　　　    日産企業 CM「宣言」篇

【CM】　　　　   ミサワホーム企業 CM

【舞台】　　　　「天保十二年のシェイクスピア」
　　　　　　　演出・いのうえひでのり

【舞台】　　　　「鬼」演出・松村武

【舞台】　　　　「ロボトミー」演出・菅野臣太朗

【舞台】　　　　「ハイライフ」演出・中井庸友

【舞台】　　　　「海と日傘」主演

    　　　　　　　　　　　　　　　　　…他多数 

特技
    ・サッカー
    ・そば作り
    ・ラーメン作り

    1974/3/20　生
    45 歳
    東京都出身
    168cm

【映画】　　　　　桃まつり present なみだ「さよ
　　　　　　　　なら人魚」加藤綾佳監督

【映画】　　　　　「6 月 6 日」エピソード 0 柏原寛
　　　　　　　　司監督

【CM】　　　　　  オリエンタルランド「ディズニー
    　　　　　　    ・ア・ラ・カルト」

【PV】　　　　　　「EGU-SPLOSION のまぶりきん !」

【舞台】　　　　　「月ノツカイ～underground love
　　　　　　　　song」演出 戸田悠太

【舞台】　　　　　「6M×7W」作・演出 大和

【舞台】　　　　　「ドアー」作・演出 加藤英雄

【舞台】　　　　　「THE PANIC MONKEYS」作・演
　　　　　　　　出 鈴木ゆーすけ

【舞台】　　　　　『アンチイズム』 作・演出 
　　　　　　　　春間伸一

【舞台】　　　　　『伯父の魔法使い』　作・演出　
　　　　　　　　友池一彦

   　　　　　　　　　　　　　　　　　 …他多数 

特技
    ・よさこい踊り
    ・ダンス
    ・書道
    ・テニス
    ・サッカー
    ・ドラム
    ・ギター
    ・ピアノ
    ・英語

    1983/7/8　生
    36 歳
    兵庫県出身
    169cm

【CM】　　　　　大塚製薬「ボディメンテ」

【舞台】　　　　  「俺の女たちが店を潰そうとして
        　　　　　   いる」脚本・演出 : 谷口雅美（ス
     　　　　　　 トレイドッグ）、監修 : 森岡利行 
　　　　　　　  制作 : ストレイドッグ

【舞台】　　　　 「レディ・ゴー」脚本 : 高橋いさを
　　　　　　　演出 : 柴田明良、監修 : 森岡利行
　　　　　　　制作 : ストレイドッグ

【舞台】　　　　「想い出パレット」脚本 : 柿ノ木タ
　　　　　　　ケヲ（ゲキバカ）、演出 : 茅根抄希
　　　　　　　子、制作 : エアースタジオ

【舞台】　　　　「てやん days」

【舞台】　　　　「三代目湯之介」 演出 : 鼓太郎

【舞台】　　　　劇団江戸間十畳「紙風船」妻役

　　　　　　

   　　　　　　　　　　　　　　　　　 …他多数 

特技
    ・バスケットボール
    ・バドミントン
    ・服飾
    ・トーク
    ・料理
    ・動画編集

    1991/6/17　生
    28 歳
    神奈川出身
    160cm

【CM】　　　　「TBS ニュースアプリ」新郎役

【PV】　　　　 「晴れた日に絶望が見える」影男役

【舞台】　　　  アクターズスタジオ「お七物語」
　　　　　　  貫一役

【舞台】　　　  劇団江戸間十畳「紙風船」夫役

【映画】　　　「ONE NIGHT(with who?)」
　　　　　　ジャック役

【映画】　　　「兄弟」兄 : 純也役�

【映画】　　　「豪炎巨神エルザイガー」吉岡直也
　　　　　　エルザイガー役

    　　　　　　　　　　　　　　　　　…他多数 

特技
    ・仮面ライダー研究
    ・怪談収集
    ・大食い

    1994/7/26　生
    25 歳
    山梨県出身
    183cm

【舞台】　　　　　「わが町」ジョージ・ギブス役

【舞台】　　　　　「第三の証言」田中秀夫役

【舞台】　　　　　「月の岬」大津幸一役

【舞台】　　　　　「明日～一九四五年・長崎～」
　　　　　　　　水本広役

【舞台】　　　　　石井光三オフィス ウォーキング
　　　　　　　　スタッフプロデュース ライブリ
　　　　　　　　ーディング公演 「ー初恋」
　　　　　　　　真田享役 

【舞台】　　　　　笛井事務所 番外公演「Trance」
　　　　　　　　井上次郎役

【舞台】　　　　　劇団ワンツーワークス「善悪の
　　　　　　　　彼岸」高峰啓太役

【舞台】　　　　　インヘリット東京「永遠の一秒」
　　　　　　　　準主役 原口千里役

【舞台】　　　　　劇団江戸間十畳「屋上庭園」
　　　　　　　　三輪役

【舞台】　　　　　世田谷シルク「青い鳥」
　　　　　　　　＠シアタートラム 
特技
    ・バスケットボール
    ・バドミントン
    ・囲碁

    1994/1/2　生
    25 歳
    福井県出身
    170cm


