ERI OFFICE

ま に わ

りょうすけ

馬庭

良介

＜出 身 地＞

奈良県

＜生年月日＞

1986 年 9 月 10 日

＜最終学歴＞

学習院大学 文学部英米文学科卒業

＜ サイズ ＞

身長 182cm
体重 69kg
BWH 88/77/93
靴 27.5cm

＜特 技＞

陸上(ハードル走)・書道・弓道・英会話

＜趣 味＞

運動(ジョギング・水泳)
料理(主に和食)・映画鑑賞・読書

＜資 格＞

実用英語検定 1 級
TOEIC 910 点

最新出演情報
★舞台★
『THE STAGE ラッキードッグ１ first luck+』 バクシー役
[日程] 6/30（土）～7/8（日）
[劇場] シアターサンモール

～バッキャローシリーズ第５弾～＜世界遺産シリーズ＞
『山のバッキャロー！！』～富岡製糸場～ ＜前編＞
[日程] 9/5(水)～10(月)
[劇場] シアターグリーン BIG TREE THEATER
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馬庭良介

主な芸歴

＜舞 台＞
2018
・「THE STAGE ラッキードッグ １ first luck」
バクシー・クリステンセン役 （六行会ホール）
・「アンフェアな月」 坂下役 （銀河劇場）
2017
・「Waiting Room」 伊賀役 （中野ザ・ポケット）
・From Three Sons of Mama Fratelli
『GOOD-BYE-J OURNEY 』 『 SECOND CHILDREN』

＜映 画＞
・『ラブ＆ピース』 （園子温監督） 甘野 法水役
・Short film 『I'm here』 (藤田恭平監督) 主演：カズ役
（FOX ムービープレミアム 短編映画祭 2014 優秀作品）
＜C M＞
・NTV「行列の出来る法律相談所」バファリン CM
・三菱自動車
・バイトルドットコム

(Ze p p ブル ーシ ア ター六 本 木 / 梅 田 芸 術 劇 場 シ ア ター ドラマシ ティ )

・『桜龍』 利役 （CBGK）
・ASSH 第 21 回公演・旗揚げ 15 周年記念興行
『SOUL FLOWER ver.2017』 アルベルト役（新宿村 LIVE）
2016
・『野郎ども！ 島が見えたぞ！』 船長キッドマン役
（中野ザ・ポケット）
・『マジすか学園』 ～Lost In The SuperMarket～
（赤坂ＡＣＴシアター）
・『Dance with Devils』 カズラ役 （AiiA2.5Theater）
・『Over Smile』 シュフ役 （新宿村 LIVE）
2015
・『CLUB SLAZY The 4th invitation～TOPAZ～』 Ｈｅａｄｚ役
（全労済ホール スペース・ゼロ/ABC ホール）
・From Chester Copperpot 『The Tempest』マーキュリー役
（東京芸術劇場 シアターウエスト）
・『東京未来予想』森山日向役 （中野ザ・ポケット）
・『東京喰種 トーキョーグール』 吉田カズオ役
（AiiA2.5 Theater Tokyo / 京都劇場）
・『針が指す空遥まで』 有島純一郎役 （笹塚ファクトリー）
・『弱虫ペダル』 インターハイ篇 The WINNER パズルライダー
(日本青年館/シアターBRAVA！/キャナルシティ劇場)
・『鬼切丸』 馬頭鬼役 （あうるすぽっと）
2014
・『弱虫ペダル』 箱根学園篇～野獣覚醒～ パズルライダー
（シアターBRAVA!/六本木ブルーシアター）
・『SEVEN MEN SIX WOMEN』 藤井ﾚﾝｼﾞ役 （千本桜ﾎｰﾙ）
2013
・『DOWNTOWN-HOTEL 2013』 速水光太郎役（千本桜ﾎｰﾙ）
・『止むに止まれず！』 藤田芳郎役 （上野ストアハウス）
・『世田谷ナンバー』 片山役 (高田馬場ラビネスト)

＜T V＞
2017
・TX「コードネームミラージュ」 Episode21『揺れル』
・CX「フルタチさん」山口百恵引退編（再現）
2016
・EX 「まとめないで！！」 関西人でまとめないで編 (再現)
2015
・WOWOW 『恋の時価総額』
・TBS 『ホテルコンシェルジュ』
2013
・TBS 中居正広の金曜日のスマたちへ
「気になる男～安河内哲也」 (再現) 出演及び英語指導
＜ラジオ＞
・ＪＦＮ『サタデードラマハウス～美男子劇場～』第二十三弾
「育ての伯父」次男：次郎役

＜V P＞
・大阪大学 COI プロモーションビデオ
・D-Life(BS/CS) 『オービィ横浜/大阪』 PR 映像
＜その他＞
・「春夏秋冬ぴあ 2015-2016 日帰り遊びカタログ」 モデル
・「日清カップヌードルミュージアム」 スチール
・「日経新聞」 企業 PR・スチールモデル
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