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PROFILE

CAREER

★ 俳優 × 株式会社Ｕー８代表取締役 ★

生年月日：1988年3月8日
出身：東京都出身
サイズ：T-181/B-95/W-75/H-95/S-27.5
趣味：漫画収集・アニメ・イラスト・カラオケ・スイーツ巡り
特技：お菓子作り・フランベ・水泳

【舞台】

2021年 『蒼天の宴』（演出：桐山瑛裕） イベント企画OZ＠吉祥寺シアター 伊東甲子太郎 役

2020年 『あの日はライオンが咲いていた 2020』（演出：加治幸太） ＠バルスタジオ 蔵前 役

『永久二退屈ナ悪戯』（演出：小野寺真美） 劇団わたあめ工場＠新宿シアターブラッツ ザーヒル 役

『淡海乃海～現世を生き抜くことが業なれば～』（演出：西口綾子） TOブックス＠新宿村LIVE 井口 役

生演奏ミュージカル『信長の野望-炎舞-』（演出：栗原彰文） ＠光が丘IMAホール 豊臣秀吉 役

2019年 『マジカル・リバース・ワールド2019』（演出：松多壱岱） 劇団☆ディアステージ＠ラゾーナ川崎プラザソル 西の魔女 クイーン・トヤハ 役

『MonkeyMagic～Mixing～』（演出：武石創太郎） TEAM空想笑年×劇団ゴールデンタイム！＠中目黒キンケロシアター 沙悟浄 役

『彼は誰に哂う朝顔』（演出：高島紀彦） LIVEDOG＠シアターKASSAI 山邑正志 役

『あの鐘を鳴らすのはあなた』（演出：高橋優太）121841produce＠萬劇場 主演／古町キョウヤ 役

『ジュブナイル学園』（演出：テラモトタカシ）K-FARCE＠シアターグリーンBIG TREE THEATER 忍者1 役

2018年 『ALLOW［12.25］』（演出：加藤真紀子） PUPA＠TACCS1179（俳協ホール） 学 役

『あの日はライオンが咲いていた』（演出：加治幸太） 演遊祭＠ザムザ阿佐ヶ谷 月島尊 役

『OZ』 ＠シアターバビロンのほとりの流れにて ブリキ 役

『オバケストラ！』（演出：山田英真） ＠シアターサンモール ギュンター 役

『君には最高の嘘を』（演出：加治幸太） K-FARCE＠萬劇場 小田隆 役

『RUN=KING』（演出：片山徳人） LIBERAL＠川崎市アートセンター アルテリオ小劇場 第一皇子 ハル 役

『スペシャルな恋もベタにオンリー』（演出：加藤光大） 爆走おとな小学生＠コフレリオ新宿シアター 段原 役

『あまんじゃく』（演出：檜山豊） チーム・ギンクラ＠シアターグリーンBOX in BOX THEATER 伊藤佑馬 役

2017年 『それいけ！半熟英雄』（演出：高島紀彦） sajik@gen＠ザムザ阿佐ヶ谷 主演／赤塚真隈 役

『源氏恋物語』（演出：吉田武寛） assort beans＠北池袋新生館シアター 六条 役

『ジュブナイル学園』（演出：テラモトタカシ） K-FARCE＠明石スタジオ 難波 役

『ファントム・チューニング ～調霊探偵・四十万八十二の事件簿～』（演出：高島紀彦） LIVEDOG＠新宿村LIVE 鬼の門番 右近 役

『君が残した白いひまわり』（演出：加治幸太） K-FARCE＠明石スタジオ 寺門 役

『ある苅屋くんの人生』（演出：松多壱岱） LIVEDOG＠新宿村LIVE エージェントR 役



CAREER

【舞台】

2017年 『どぎまぎメモリアル』(演出：前野祥希) スクランブル＠池袋GEKIBA 陸 役

『私私私立下等高等学校～3年1組異常科専攻～』（演出：和久井大城） 爆走おとな小学生＠東長崎てあるらぽう モリ男 役

2016年 『偽りのパラドックス』（演出：高島紀彦） sajik@gen＠シアターバビロンのほとりの流れにて 平沼先生 役

『初等教育ロイヤル』（演出：加藤光大） 爆走おとな小学生＠新宿村LIVE 6年生 池田くん 役

『100人のタナカ！』（演出：太田友和） PocketSheepS＠TACCS1179（俳協ホール） 田中士郎 役

『キミはつらい時、大丈夫と言って笑う。』（演出：加治幸太） K-FARCE＠MOMO タカタ 役

『ファントム・チューニング ～調霊探偵・四十万八十二の事件簿～ 』（2016年8月：新宿村LIVE） 鬼の門番 右近 役

『転校生革命』（演出：村上芳） 爆走おとな小学生＠シアターKASSAI 岸谷 役

『世界は僕のCUBEで造られる・2016』（演出：松多壱岱） アクターズトラッシュ アッシュ＠サンモールスタジオ ヒーロー（ナルシストのキューブ） 役

『禁断の刃』（演出：加藤光大） 六三四＠中目黒キンケロ・シアター 秋田屋九五郎 役

『男おいらん 朗読劇』（演出：三浦佑介） 男おいらんProject2016＠東中野バニラスタジオ 準主演／光佑 役

『勇者セイヤンの物語（真）』（演出：加藤光大） 爆走おとな小学生＠新宿村LIVE 山賊サゾン 役

2015年 『雪割れの山茶花』（演出：高島紀彦） sajik@gen＠戸野廣浩司記念劇場 前田幸平 役

『バニーボーイズ』（演出：内藤みか） 株式会社FPアドバンス＠中野ウエストエンドスタジオ 俊平 役

『PRIDE』（演出：松丸雅人） 劇団空間演人＠両国・Air studio 主演／島袋大樹 役

『あの日はライオンが咲いていた』（演出：太田友和） Pocket Sheeps＠シアターグリーン Box in Box シアター 月島尊 役

『壊れかけの恋唄』（演出：久保田晶） LIVEDOG＠新宿村LIVE 馬場呂場 役

『LOVE&CHICK〜マゼルナ×キケン〜』（演出：多田明日香） 劇団空感演人＠両国・Air studio トウマ 役

『ユメオイビトの航海日誌』（演出：宇治川まさなり） LIVEDOG＠シアターサンモール M 役

2014年 『キミに逢いたくて』（演出：松多壱岱） 怪傑パンダース＠新宿村LIVE ツトム 役

2011年 『ナツヤスミ語辞典』（演出：茅野イサム） ＠劇場HOPE 主演／クサナギ 役

2010年 『東京ダンスオペラ HIGH-SKOOL REVOLUTION〜伝説の薔薇を狙え！！〜』（演出：滝井サトル） ＠江東区文化センター メガネ 役

『Crown of Sophia』（演出：立花里美） アルファステージ＠相鉄本多劇場 準主演／シグマ 役

『ジャンヌ・ダルク』（演出：白井晃） ＠赤坂ACTシアター フランス兵 役

2009年 『HIMAWARI』（演出：加藤宏） アルファステージ＠ウッディシアター中目黒 松平 役

【映画】

2018年 『緋イ沐浴』（監督：渡邊豊） 主演／川嶋竜一 役

2009年 『クローズzero II』（監督：三池崇史） G.P.Sメンバー 役

『天使の恋』（監督：寒竹ゆり）

2008年 『ドロップ』（監督：品川ヒロシ） 暴走族 鬼兵隊員 役



CAREER

【TV】

2021年 NTV 『THE突破ファイル』 駐車違反男 役

CX 『奇跡体験！アンビリーバボー』 再現VTR ブレッド＆バター 岩沢幸矢 役

2011年 NTV木曜劇場 『それでも・生きていく』（監督：永山耕三・宮本理江子・並木道子）

CX連続ドラマ 『幸せになろうよ』（監督：澤田鎌作・松山博昭）

2009年 EX特撮テレビドラマ 『侍戦隊シンケンジャー』（監督：中澤祥次郎 他）

EX 『内村プロデュース』

CX 『スパイスTV どーも☆キニナル』 再現VTR

【広告】

『ゼクシィ』

『洋服の青山』

『PIXUS』

【モデル】

2022年 ファッションブランド 『CHIMABUE』 イメージモデル

2019年 役者100人展 『役者100人の秘密展』


