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【出演作品】 
【映像】 
〈ラジオ〉・NHK-FM 青春アドベンチャー「DIVE!!」・NHK-FM シアター「瑞穂のくに」・FM シアター「さびしぼっち」 

〈TV〉NHK 大河ドラマ『八重の桜』（役人役）・テレビ朝日『おいしいデパ地下』（真里の父親役） 

テレビ東京『エリートヤンキー三郎』第 6 話（刑事役） 

テレビ東京水曜ミステリー9『顔のない女』『殺意』（白石大輔役）・NHK 大河ドラマ『功名が辻』（加藤嘉明役） 

wowow スペシャルドラマ『チルドレン』（強盗役）・フジテレビ『鬼嫁日記』第 11 話（里美の不倫相手役） 

フジテレビ『踊るレジェンドドラマスペシャル逃亡者 木島丈一郎』（刑事役） 

wowow『アウトリミット』（尾花刑事役）・NHK スペシャル『終戦 60 年企画 望郷』（日本兵声 1） 

NHKABU 子供ドラマシリーズ『オムレツだいばくはつ』（パパ役）・NHK『新撰組！』（渡辺九郎左衛門役） 

TBS 月曜ミステリー劇『長く孤独な誘拐』（男性社員役）・テレビ朝日『独身 3！！』第 9 話（編集部員役） 

NHK 月曜ドラマ『夢見る葡萄』（新庄勇人役）・フジテレビ『世にも奇妙な物語ホームドラマ』（男性社員役） 

NHK 月曜ドラマシリーズ『愛の家〜泣き虫サトと 7 人の子』第 1 話（店員役） 

フジテレビ『東京ラブシネマ』第 12 話（同僚社員役） 

〈映画〉『ALWAYS 続・三丁目の夕日』・『パッチギ！LOVE&PEACE』 

wowow ブロードバンド短編映画『透明人間だもの』 

〈CM・ラジオ CM〉「日本生命」「東京建物」「ハワイ州観光局+ノースウエスト航空」 

「クレディセゾン」「ジャックスカード」他 

【生年月日】1971 年 4 月 9 日 
【出身】宮城県・仙台市 
 
【経歴】1993 年より劇団「双数姉妹」に所属。劇団が活
動休止した 2012 年まで主力メンバーとして活躍。90 年
代後半からは即興で演技するインプロヴィゼーション(通
称インプロ)の公演にも多数参加。 
2018 年に東北出身の俳優 3 名による「フォーチュンシア
ター」を結成。扉座の鈴木利典、元 HIGHLEGJESUS の
仲坪由紀子と共に八戸での公演を精力的に行っている。 
そして 2019 年には男 3 人の演劇チーム「シヅマ」を結成。 
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【舞台】 
 

2021 年 望月清一郎演出 鬼の居ぬ間に『Jeanne』 

2021 年 四方田直樹演出 Sky Theater PROJECT 『飛行場長サンテグジュペリ』 

2021 年 中村ノブアキ演出 JACROW『鋼の糸』 

2021 年 仲坪由紀子演出 フォーチュンシアター 『シャイン』[八戸] 

2020 年 時津真人演出 北区 AKT STAGE 『売春捜査官』 

2020 年 望月清一郎演出 BASE produce 『冷徹』 

2019 年 黒川竹春演出 BASE produce 『まじめな隣人』 

2019 年 新井友香演出 劇団宝船 『あぁ、またか･･･とは言いたくない』 

2018 年 小池竹見演出 Tohoku Roots Project 『星の祭に吹く風』[郡山 南相馬 登米 仙台 一関 大船渡 東京] 

2018 年 仲坪由紀子演出 フォーチュンシアター 『メロディ』[八戸] 

2017 年 mtakeda 演出 junksharp HZ[ヘルツ] 

2017 年 夏井孝裕演出 reset-N 『Beauty』 

2016 年 釘本光演出 HOTSKY 『ときのものさし』[門司] 

2016 年 松戸俊二演出 リブレプロデュース 『誰がためにウェディングベルは鳴る』 

2016 年 小池竹見演出  Tohoku Roots Project 『想稿・銀河鉄道の夜』［東京 いわき 南相馬 東松島 仙台 盛岡］ 

2015 年安田雅弘演出 山の手事情社 『タイタス・アンドロニカス』[東京 宮城] 

2015 年 安田雅弘演出 山の手事情社『テンペスト』 

2014 年 山田裕幸演出 ユニークポイント 『新しい等高線』［東京］ 

2013 年 詩森ロバ演出 風琴工房 『国語の時間』［東京］ 

2012 年 小池竹見演出 双数姉妹『オルフェゴッコ』［東京］ 

2011 年 園田英樹演出 カラフル企画『めぐりあうとき』［東京］ 

2011 年 笠原哲平演出 劇団 TEAM-ODAC 『sago ノ banyan』［東京］ 

2010 年 小池竹見演出 双数姉妹 『20 年目の正直』［東京］ 

2009 年 西山水木演出 『月いづる邦－mother moon－』［東京］ 

2008 年 石曽根有也演出 らくだ工務店 『めぐみのいろは』［東京］ 

2005 年 蓬莱竜太演出 モダンスイマーズ 『さよなら西湖クン』［東京］ 
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2005 年 牧田明宏演出 明日図鑑 『爛漫！』［東京］ 

2005 年 和田憲明演出 『六惡党』［東京］ 

2004 年 松村武演出 『ハンター×ハンター 蜘蛛の記憶』［東京］ 

2004 年 蓬莱竜太演出 モダンスイマーズ 『五十嵐伝』［東京］ 

2002 年 千葉雅子演出 『ビルの中身』［東京］ 

2002 年 松村武演出 椿組 『東京ウェポン〜真夏の決闘』［東京］ 

2002 年 松村武演出 カムカムミニキーナ 『真昼の大回転』［東京］ 

1999 年 千葉雅子演出 猫のホテル 『ゲバ』［東京］ 

1999 年 野田秀樹演出 『半神』［東京］ 

1997 年 ケラリーノ・サンドロヴッチ演出 ナイロン 100℃ 『フランケンシュタイン』［東京］他 

  


