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三上  陽永   
     MIKAMI     Yoei      

    
【生年月日】 1983 年 6 月 12 日 

【出身地】 青森県  

【血液型】 AB 型 

【略 歴】 鴻上尚史主宰「虚構の劇団」劇団員。同じ劇団員の渡

辺芳博らと演劇ユニット「ぽこぽこクラブ」を立ち上

げ、作家・演出家としても活躍の場を広げる。 

東京経済大学コミュニケーション学部卒業。中学・高

校の教員免許を持つ。ハイテンション、熱血的、突進

型で、時に太鼓持ち的な軽さを併せ持つキャラクター

でストーリーを盛り上げる役所は正に「はまり役」。

一方で、高校時代に剣道部で培った体力と根性で、心

の奥に熱い思いを秘め、真っすぐな思いを表現する役

も熱演する。『WINDS OF GOD』で演じた出撃前の

特攻隊員役や、『母の桜が散った夜』で素直に母親と

向き合えない息子の役では、静の中に秘めた強くて熱

い、ピュアな思いを表現した演技が評価された。また

子供向けの番組「できたできたできた」では体操の先

生を爽やかな熱血キャラでこなすなど、多ジャンルで

活躍できる役者を目指し、常に演技の幅を広げている。 

【特 技】 剣道３段、ピアノ、絵画 

 
 
 

＜最新情報＞ 
  ぽこぽこクラブ vol.８『光垂れーる』2022.3/3～6＠紀伊國屋ホール（作・演出・出演） 

  Youtube 配信番組『エチュードワールドスター』Group2 参加、Youtube にて配信中。 
 

【受賞歴】 
・2020 年日本演出家協会若手演出家コンクール 2020【最優秀賞】受賞『見てないで降りてこいよ』 
・第 18 回杉並演劇祭【杉並演劇大賞】受賞。ぽこぽこクラブ『見てないで降りてこいよ』 
・2019 年 日本演出家協会若手演出家コンクール 2019 において優秀賞を受賞 
・第 20 回サニーサイド演劇祭 最優秀演劇団体賞受賞ぽこぽこクラブ vol.0 『ぽこぽこオムニバス』 
・杉並演劇祭 審査員特別賞 ぽこぽこクラブ vol.2 『世界と戦う準備はできてるか？』 

【出演作品】 
【映像】●：TV ●：映画 ●：ネット・ほか 

●HKT48×48 人の映画監督たち「エリマキ男とボク少女」（HKT48、１ｓｔアルバム収録作品） 
●NHK BS プレミアム 青森発地域ドラマ「進め！青函連絡船」（2016 年 9 月放送） 

    ●テレビ東京 水曜ミステリー９「無敵の法律相談所 弁護の鉄人 橘明日香」（2015 年 6 月放送） 
●WOWOW 連続ドラマ W「夢を与える」（犬童一心監督）2015/5/16～放送 
●青山ワンセグ開発「ちいさいぜ！ちょこやまくん」新作スペシャル（E テレ） 
●NHK 教育「できたできたできた」（2012 年～運動塾の先生役／体育編・レギュラー出演） 

    ●NHK 青山ワンセグ開発「恋愛のレッスン」（2014 年１月～） 
    ●NHK BS プレミアム ドキュメンタリードラマ「似顔絵捜査官 001 号」（2012 年３月放送） 
    ●NHK 教育「シャキーン！」 
    ●NHK 青山ワンセグ開発 

「僕にはまだ友だちがいない」、「山の手線の女」、「ちいさいぜ！ちょこやま先輩」  
    ●「NEXT」(2009 年 6 月 O.A. 関西テレビ)  
    ●【声の出演】NHKBS プレミアム「80 年後の KENJI」第四回「月夜のでんしんばしら」 
    ●NHK FM シアター「祖父と手紙と僕と」（2012.4 放送）  
    ●青森ラジオ「夢ラジオ」  
]       ●ニコニコ生放送「松岡充の世の中ヲタしいことだらけ」 

http://www.nhk.or.jp/aomori/dorama/index.html
http://www.nhk.or.jp/aomori/dorama/index.html
http://www.tv-tokyo.co.jp/mystery9/index_n01.html
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 三上  陽永 みかみ ようえい     【生年月日】1983 年 6 月 12 日 
 

【舞台】●：虚構の劇団公演 ●：劇団外公演（客演など） ●：三上陽永作・演出作品 
●2021.6 渡辺源四郎商店第 35 回公演『親の顔が見たい』（作・演出：畑澤聖悟） 
●2021.3    ぽこぽこクラブ早春公演『見てないで降りてこいよ』（作・演出：三上陽永） 
●2020.7～8 月『バクステ！３rd Stage』作：堤泰之 演出：南鳩史之 
●2020  東京都【アートにエールを！】参加作品  

ぽこぽこクラブ『私の町のヒーロー』http://cheerforart.jp/detail/2285 
●2019.11-12   ぽこぽこクラブ vol.6『光垂れーる』（作・演出：三上陽永）内子町 Art in Residence 作品 
●2019.5  ぽこぽこクラブコント公演『コントだよ！全員集合！その 1』 
●2019.2-3 虚構の劇団第 14 回公演『ピルグリム 2019』（作・演出：鴻上尚史/シアターサンモールほか）   
●2018.10   ぽこぽこクラブ vol.5『暴発寸前のジャスティス』（作：渡辺芳博、演出：三上陽永） 
●2018.7  FREE(S)プロデュース『ピアノのある町』（作・演出：野添健吾/ラゾーナ川崎プラザソル） 
●2018.3-4 舞台「パタリロ！★スターダスト計画★」2018 年 3 月 15 日～天王洲銀河劇場 
●2018.1  虚構の劇団第 13 回公演「もうひとつの地球の歩き方～How to walk on another Earth.～」 

（作・演出：鴻上尚史／座・高円寺１ほか（大阪・愛媛・東京凱旋公演） 
●2017.11  Moratorium Pants vol.12「君が決めてよ明日のことは」（作：永妻優一、構成・演出・振付：橋本昭博） 

●2017.10  ぽこぽこクラブ vol.4「ゲシュタルト崩壊」（作：ぽこぽこクラブ、演出：三上陽永） 

●2017.5～6 ぽこぽこクラブ「ぽこフェス 2017～越えろ、この山チョモランマ～（作：ぽこぽこクラブ、演出：三上陽永） 

●2017.1  トライヲンズ 第 2 回公演「とても精鋭な男たち」（作・演出監修：福田転球、演出：トライヲンズ） 

●2016.12  舞台「パタリロ！」（原作：「パタリロ！」魔夜峰央、脚本：池田鉄洋、演出：小林顕作） 
●2016.10  ぽこぽこクラブ vol.3「あいつをクビにするか」（作：ぽこぽこクラブ、演出：三上陽永） 

●2016.8～9 虚構の劇団第 12 回公演「天使は瞳を閉じて」（作・演出：鴻上尚史） 
●2016.6   AUBE GIRL'S STAGE 第 1 回公演『光射す場所へ歩く君たちへ』（演出：三上陽永） 
●2016.4～5 KOKAMI@network vol.14「イントレランスの祭」（作・演出：鴻上尚史） 
●2016.2  虚構の旅団 vol.3「青春の門」（演出：千葉哲也 原作：五木寛之 脚本：鐘下辰男） 
●2015.8～9 虚構の劇団第 11 回公演「ホーボーズ・ソング～スナフキンの手紙 Neo～」（作・演出：鴻上尚史） 
●2015.5  明治座『滝口炎上』（脚本：毛利亘宏、演出：板垣恭一） 
●2015.3  ぽこぽこクラブ vol.2『世界と戦う準備はできてるか？』（作：杉浦一輝、脚色・演出：三上陽永／阿佐ヶ谷アルシェ） 
●2015.1  100 点 un・チョイス！「とけないまま、とけていく」（脚本：舛方一真 （エレファンツ）、演出・脚色：相馬あこ） 

●2014.11 フェスティバル/トーキョー14 渡辺源四郎商店「さらば！原子力ロボむつ～愛・戦士編～」主演（作・演出：畑澤聖悟） 

●2014.10 トライヲンズ「六悪党」（作：鐘下辰男／演出監修：千葉哲也） 
●2014.10  虚構の劇団一人芝居＆自主企画発表会 2014『空白の二人』（作：杉浦一輝、演出：杉浦一輝、三上陽永／シアターミラクル） 

    ●2014.7  『ビー・ヒア・ナウ』（作：鴻上尚史、演出：深作健太／シアターグリーン BIG TREE THEATER） 
●2014.4  虚構の劇団 第 10 回公演『グローブ・ジャングル』（作・演出：鴻上尚史／座・高円寺１、大阪一心寺シアター倶楽） 

●2014.1   M2 『BOND BOND BOND!』 
●2013.12 【演出・出演】ぽこぽこクラブ vol.1『泡の国』（作：渡辺芳博、演出：三上陽永／明石スタジオ） 
●2013.10  虚構の劇団 第９回公演『エゴ・サーチ』（作・演出：鴻上尚史／あうるすぽっと、HEP HALL） 
●2013.5～6 KOAKAMI@network vol.12『キフシャム国の冒険』（作・演出：鴻上尚史／紀伊國屋ホール、他） 

●2012.10  虚構の劇団 第８回公演『イントレランスの祭』（作・演出：鴻上尚史／シアターサンモール、ABC ホール） 

●2012.6～8 KOAKAMI@network vol.11『リンダ リンダ』（作・演出：鴻上尚史／サザンシアター、他） 

●2012.8  虚構の劇団「一人芝居＆自主企画発表会」『抜け抜け尻小玉』（新宿シアター・ミラクル） 
●2012.4  【虚構の旅団 番外公演】虚構の旅団 vol.1『夜の森』（作•演出：木野花／シアターモリエール） 
●2011.11  第三舞台 封印解除＆解散公演『深呼吸する惑星』（作•演出：鴻上尚史／紀伊國屋ホール、他） 
●2011.9  虚構の劇団 自主企画発表会『83 年会』『ある男のことば』（中目黒ウッディーシアター） 
●2011.8  虚構の劇団 第７回公演『天使は瞳を閉じて』（作・演出：鴻上尚史／シアターグリーン BIG TREE THEATER） 

●2011.6  渡辺源四郎商店工藤支店 Vol.3『桃色淑女』：主演（作・演出：工藤千夏／青森＆東京公演） 

●2011.4  虚構の劇団 第６回公演『アンダー・ザ・ロウズ』（作・演出 鴻上尚史／座・高円寺１） 

●2010.12 劇団 EXILE『ろくでなし BLUES』（原作：森田まさのり、脚本：丑尾健太郎、演出：茅野イサム／銀河劇場） 

●2010.9  虚構の劇団 第５回公演『エゴ・サーチ』（作・演出：鴻上尚史／紀伊國屋ホール） 
●2010.7  なべげん『シュウちゃんの知らない津軽 SEI HOKU GO!』（作・演出：工藤千夏／青森県総合社会教育センター） 

●2010.6  ひょっとこ乱舞『ブリキの町で彼女は海を見つけられたか』（作・演出：広田淳一／吉祥寺シアター） 

●2010.5  虚構の劇団「一人芝居＆自主企画発表会」『死に際の生え際』（作・演出：山﨑雄介／新宿シアター・ミラクル） 

●2010.4  “STRAYDOG”Produce『母の桜が散った夜』（作・演出：森岡利行、主演：中澤裕子／赤坂ACT/THEATER） 

●2010.2  虚構の劇団 第４回公演『監視カメラが忘れたアリア』（作・演出 鴻上尚史／座・高円寺１） 
●2009.12  パン・プランニング『丹波屋物語』(脚本・演出：是枝正彦／シアター1010) 
●2009.11  復刻・萩ガラス長州幕末座談会『萩硝子物語』（脚本・演出：小沢道成、三上陽永／三軒茶屋） 

https://stage.corich.jp/troupe/4379
http://tryonz.jimdo.com/
http://pocopoco-club.com/
http://tryonz.jimdo.com/
http://pocopoco-club.com/
http://www.aube-girlsstage.com/
http://www.meijiza.co.jp/info/2015_05_single01/
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●2009.10 『THE WINDS OF GOD ～零のかなたへ』（原作・脚本・演出：今井雅之／調布市せんがわ劇場） 

●2009.8  虚構の劇団 第３回公演『ハッシャ・バイ』（作・演出 鴻上尚史／座・高円寺１） 

●2009.3  『THE WINDS OF GOD ～零のかなたへ』（原作・脚本・演出：今井雅之／調布市せんがわ劇場） 
●2008.12  虚構の劇団 第２回公演『リアリティ・ショウ』（作・演出：鴻上尚史／紀伊国屋ホール） 
●2008.10  復刻・萩ガラス長州幕末座談会『萩硝子物語』（原作：新井総 脚本・演出：小沢道成、三上陽永／三軒茶屋カフェ・マメヒコ） 

●2008.7～9 『舞台版ドラえもん のび太とアニマル惑星（プラネット）』（脚本・演出 鴻上尚史／東京芸術劇場中ホール 他） 

●2008.5  虚構の劇団 旗揚げ公演『グローブ・ジャングル』（作・演出：鴻上尚史／池袋 シアターグリーン BIG TREE THEATER） 

●2008.1  虚構の劇団 一人芝居プロジェクト『バニッシュ！！』（作・演出：三上陽永／新宿 Space 雑遊） 
●2007.11   虚構の劇団 旗揚げ準備公演『監視カメラが忘れたアリア』（作・演出：鴻上尚史／中野ザポケット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


