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＜出 身 地＞

滋賀県

＜生年月日＞

1992.5.7

＜ サイズ ＞

身長 171cm
体重 54kg
BWH 85/71/88
靴 25cm

＜特 技＞

弓道(初段)・スノーボード・ダンス
パントマイム

＜趣 味＞

サッカー・バスケットボール・ボルダリング

＜資 格＞

普通自動車免許

最新出演情報
＜舞 台＞
★『黒薔薇アリス』 櫂役 5/12(金)～21(日) （Zepp ブルーシアター六本木）
★もっと歴史を深く知りたくなるｼﾘｰｽﾞ 第 3 弾 『剣豪将軍 義輝 ～星を継ぎし者たちへ～』
松平元康役 6/8(木)～18(日) （EX シアター六本木）
★朗読劇 『Phantasmagoria』 6/24(土),25(日)
★ミュージカル 『ヘタリア～in the new world～』 中国役
大阪：7/15 ～17 （NHK 大阪ホール）／東京：7/21～8/2 （シアター1010）
★『メサイア -悠久乃刻-』 加々美いつき役
東京：8/31～9/10（銀河劇場）／大阪：9/22～24（サンケイホールプリーゼ）
＜映画＞
★『メサイア外伝 -極夜 Polar night-』 (山口ヒロキ監督) 6/17(土) 公開
＜バラエティー番組＞
・・「Actors Navi」 (TOKYO MX)

5/17(水)・24(水) 23:00～23:30

＜レギュラー番組＞
★キャストサイズチャンネル (ニコニコ生放送) 毎月 1 回放送中
「大志と理人の 10 年タイトル決まらへん ～猪突猛進マジメに体当たり～」
★スマホで USEN 「俳優日和」 毎日配信中
★セブンイレブン「ブロマイドプリント」サービスで、ブロマイド販売中
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杉江大志

主な芸歴

＜舞 台＞
2017
・ミュージカル 『スタミュ』 主演：星谷悠太役
（Zepp ブルーシアター六本木／森ノ宮ピロティホール）
・『メサイア -暁乃刻-』 加々美いつき役
（池袋サンシャイン劇場/森ノ宮ピロティホール）
2016
・『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺(再演) 鯰尾藤四郎役
（銀河劇場/ｱﾙﾓﾆｰｻﾝｸ北九州ｿﾚｲﾕ/ﾒﾙﾊﾟﾙｸﾎｰﾙ大阪）
・ミュージカル 『ヘタリア ～The Great World～』 中国役
（シアター1010/森ノ宮ピロティホール）
・『歴タメ Live～歴史好きのエンターテイナー大集合！～』
(松下 IMP ホール/大阪)
・『不機嫌なモノノケ庵』 ※ゲスト出演 （赤坂レッドシアター）
・『ReLIFE!』 大神和臣役
（サンシャイン劇場/梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ）
・『若様組まいる』 平民組 姫田新七役 （天王洲 銀河劇場）
・『ﾀﾞﾝｶﾞﾝﾛﾝﾊﾟ THE STAGE～希望の学園と絶望の高校生
～2016』
石丸清多夏役(Zepp ﾌﾞﾙｰｼｱﾀｰ六本木/東海市芸術劇場
/サンケイホールブリーゼ/関内ホール大ホール)
・『刀剣乱舞』 鯰尾藤四郎役
（シアター1010/大阪メルパルクホール）
・『歴タメ LIVE～歴史好きのエンターテイナー大集合！～』
片倉小十郎役 （EX シアター六本木）
・『私のﾎｽﾄちゃん THE FINAL～激突!名古屋栄編』 大湖役

2013
・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ『ﾃﾆｽの王子様 青学 vs 四天宝寺』一氏ﾕｳｼﾞ役

(銀河劇場/ももちパレス大ホール/森ノ宮ピロティホール
/名古屋市芸術創造センター)

＜ラジオ＞
2016
・USEN 「舞台やろうっ！」 ﾚｷﾞｭﾗｰﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ (1 月～3 月)

2015
・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 『ヘタリア ～Singin’in the World～』 中国役
（Zepp ブルーシアター六本木）
・『レンタル彼女』 根元辰郎役 （笹塚ファクトリー）
・魔劇 『今日からマ王！ ～魔王再降臨～』 リック役
（全労済ホール スペース・ゼロ）
・『メサイア -鋼ノ章-』 加々美いつき役
（シアターG ロッソ/新神戸オリエンタル劇場）
・『七夕ジャンクション』 絵師の火影役 （博品館劇場）
・『滝口炎上』 本庄宗資役 （明治座）
・『MOON ＆ DAY～うちのタマ知りませんか？～』
三河やすし役 （全労済ホール スペース・ゼロ）
・『エデンズロック』 リンゴ役 （新宿村ＬＩＶＥ）
・『ZIPANG パイレーツ』 カイ役 （あうるすぽっと）
2014
・『聖☆明治座・るの祭典～あんまりカブると怒られちゃうよ～』
森蘭丸役 （明治座/梅田芸術劇場メインホール）
・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 『テニスの王子様 青学 vs 立海』 一氏ユウジ役

＜映 画＞
2016
・8 月公開 青春ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰﾌｨﾙﾑ～なんだって青春編～
『バス停の動かし方』 （伊藤陽佑監督） 吹田役
・7 月公開 『トイレの花子さん新章 ～花子 VS ヨースケ～』
（鳥居康剛監督） 村山優弥役
2015
・10 月公開 『メサイア ―深紅ノ章（しんくのしょう）―』
(山口ヒロキ監督) 加々美いつき役
・8 月公開 『羊をかぞえる。』 (毛利安孝監督) 野村役
・6 月公開 『さとるだよ』 (谷健二監督)準主役：川村祐司役

＜バラエティー＞
2016～
・キャストサイズチャンネル (ニコニコ生放送) レギュラー番組
「大志と理人の 10 年タイトル決まらへん
～猪突猛進マジメに体当たり～」
2015
・JCTV☆CS テレ朝 ch1
「◯◯万円あったら××できるでしょ？！」

＜イベント＞
2015
・「年越 RUN 舞で☆るンバ～走ったり、
踊ったり、しゃべったり～」(明治座)
・「Thanks★Halloween」 杉江大志×影山達也
（LAPIN ET HALOT）
2014
・「る・コン ～あんなこと、こんなことあったで SHOW～」
（明治座）
・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 『テニスの王子様』 Dream Live 2014
（神戸ワールド記念ホール/さいたまスーパーアリーナ）
・ネルフェス 2014 in 武道館 （日本武道館）
・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 『テニスの王子様』 春の大運動会 2014
（横浜アリーナ）
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