
吹込み者プロフィール

～方言やユニークな登場人物の号令で、
　　　　　　　　毎日3分楽しく全身運動～

1968 年生まれ。東京都出身。 
1993 年4 月より NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」
第10 代たいそうのお兄さんを12 年間、2005 年4 月から
同番組土曜版「あそびだいすき！」を 3 年間務め、計15 
年間教育番組に出演。
2002 年「有限会社エスアールシーカンパニー」を設立し、
体操指導、研修会、講演会など全国で活躍。 

・2015 年弘前大学大学院医学研究科博士課程修了 博士（医学） 
・ 弘前大学医学部学部長講師 
・ 朝日大学客員教授 
・ 大垣女子短期大学客員教授 
・ 日本体育大学非常勤講師
・名城大学薬学部特任教授

佐藤弘道（さとう ひろみち）A基本編

生年月日：1998年4月8日生
出身地：青森
趣味：歌う事・香水集め
特技：即興ソング・水泳 
1998年青森県弘前市生まれ。 
小学3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007
年から『アルプスおとめ』・2013 年に姉妹グループの『り
んご娘』に7期メンバーとして加入し、2022年3月まで
リーダーとして活動。故郷、青森県をこよなく愛し、第
一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いで
いる。  

出囃子：いっさいいっさいろん 
紋：姫蔦 
生年月日：1983年11月24日 
出身地：豊島区北大塚
趣味：歩くこと、立ち読み 
 
 
2008（平成 20）年 02 月 入船亭扇辰に入門 
2008（平成 20）年 09 月 01 日前座となる　前座名「辰じん」 
　　初高座 
　　日時：2008 年 06 月 21 日　 
　　場所：なかの芸能小劇場 
　　演目：寿限無 
2012（平成 24）年 11 月 01 日二ツ目昇進　「小辰」と改名 
2022（令和 4）年 9月下席より 真打昇進予定 
 

2013（平成 25）年 第二回噺家の手ぬぐい大賞受賞 
2017（平成 29）年 第九回前橋若手落語家選手権 優勝 
2018（平成 30）年 平成30年度 NHK新人落語大賞 本戦出場 
2019（平成 31）年 平成30年度花形演芸大賞 銀賞受賞 
2020（令和 2）年 令和元年度花形演芸大賞 金賞受賞 
2021（令和 3）年 第32回 北とぴあ若手落語家競演会 大賞受賞 

入船亭小辰 （いりふねてい こたつ）
Dお江戸編

山形県天童市生まれ
1989年にロックミュージシャンとしてメジャーデ
ビュー、以降ギタリスト、ウクレレプレーヤーなどとし
ても活躍し、多方面に活躍の場を広げ多彩な顔を持つマ
ルチミュージシャン。近年では活動の基点を山形に移し、
方言シンガーソングライター、ラジオパーソナリティと
して人気を博している。

山口岩男 (Iwao Yamaguchi)C山形編

〈熊さん、八っつぁん
    Ver.〉 

2010 年　立川談笑に入門 
2012 年　二ツ目に昇進 
2021 年　「渋谷らくご大賞」「渋谷らくご創作大賞受賞」 

立川吉笑 （たてかわ きっしょう）
Dお江戸編

〈熊さん、八っつぁん
    Ver.〉 

出身：山口県萩市
誕生日：6月17日 
店出：2018年10月3日 
おふく：2021年5月19日 

秀眞衣 （ひでまい）F京ことば編
〈舞妓さんVer.〉 

1989年生まれ　名古屋市出身 
特技：殺陣・スーツアクター・皿回し・バルーンアート・
　　　サッカー・水泳・歌・小道具、大道具制作、
　　　洋菓子作り 

舞台、映画、ナレーションで活躍中。 

 
TV ドラマ「きれいのくに」、 
Amazon オーディブル「パークライフ」ナレーション、 
劇団すごろく公演に多数出演。 
NHKドラマ「きよしこ」「夢食堂の料理人」等、名古屋弁指導。 

早川剛史 （はやかわ つよし）E名古屋編

1982年2月24日生まれ。兵庫県出身。 
師匠桂三枝（現・六代 桂文枝）の落語 CDを聴き、落語
という笑いの発見に感動。 
2004年4月 師匠桂三枝（現・六代 桂文枝）に入門。
芸名「桂三四郎」を名づけられる 
現在は、天満天神繁昌亭、ルミネ The よしもと、渋谷よ
しもと∞ホール、神保町花月、よしもと浅草花月、なん
ばグランド花月に定期的に出演し、新宿末広亭、池袋演
芸場、浅草演芸ホールなどの東京の寄席にも出演。 
芝居やドラマ、映画やＴＶ、ラジオのバラエティー番組
などにも出演し、東京、大阪を中心に全国に幅広く活動
中。 
「落語家に学ぶコミュニケーション術」「思いやりの心が
商売繁盛の秘訣」「ユーモアが心を豊かにする」などの
講演活動でも好評を得ており、特に学校公演等で高い評
価を得ている。 
創作落語の評価が高く、企業からの依頼やシンポジウム
のテーマに沿ったオリジナル創作落語の制作だけでなく
お芝居の脚本等も手掛けている。 

・2012 年『らくごえいが』LAeigaFest のプレミア上映会に出
席し、英語落語にて初の海外公演 
・2015 年インドネシア、ジャカルタにて落語家として初の「桂三
四郎独演会ｉｎジャカルタ」を国際交流基金センター、インター
コンチネンタルジャカルタ、グランドハイアットジャカルタで公
演し大成功を納める 
・11月にインドネシアツアー、スラバヤ、チカラン、ジャカルタ三
都市で独演会を公演 
・2015~2021 年若手噺家グランプリ　決勝進出 
・2018 年 NHK新人演芸大賞　決勝進出 
・2021 年第 6回若手噺家グランプリ　優勝 

MBSラジオ『ヤングタウン日曜日』、TVCM『HottoMotto』、TV
東京系『しまじろうのわお』、フジテレビ『爆笑レッドカーペット』、
日本テレビ系『誰だって波瀾爆笑』、BSJapan『サタデー落語フィー
バー』、CS テレ朝『笑う新選組』、スカパー『衛星劇場』、MBS『ジャ
イケルマクソン』、BS 日テレ『BS 笑点特大号』、日本テレビ『笑点』、
映画『らくごえいが』、お芝居、「ほとけのいろは」脚本

桂 三四郎 （かつら さんしろう）G大阪編

1982 年、韓国・釡山広域市生まれ。大学中退後の
2002年にK-POPグループの一員として韓国でメジャー
デビュー。その後演歌歌手・山本譲二に見出され、
2011年に東京に拠点を移す。翌2012 年 3 月にシング
ル「愛・ケセラセラ」で日本デビュー。以降、日本の演歌・
歌謡曲の分野で目覚ましい活躍を見せている。

パク・ジュニョンN韓国編

2003年11月28日生まれ　出身地：広島県 
ニックネーム：ここあ・さんしろー　血液型：B型 
好きな食べ物：お好み焼き・キャベツ・納豆など その他
　　　　　　　たくさん 
瀬戸内でオススメのもの：瀬戸内ちりめん・お好み焼き・
　　　　　　　　　　　　カキ・レモン 
特技：カープ選手のモノマネ・動画を編集する事・
　　　瀬戸内 PR・平気でレモンを食べる 
趣味：カープ観戦・勉強する事・カープを調べる事・
　　　歩く事 
希望ペンライトカラー：赤×赤 
一言メッセージ：18 歳の若さとやる気と元気で頑張る
　　　　　　　　け!! 
密かな野望は？：ココアのCMをする事 
今年チャレンジしたいお仕事：
ドラマ出演・広島の番組でレギュラーコーナーを持つ事 

甲斐心愛 （かい ここあ）H広島編

1989年生まれ　高知市出身 
特技：テニス（硬式）・クロスバイク ・ 歌 ・ 将棋（20年） ・
　　　ブラインドタッチ 
声優として活躍中 

アニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」金田役、 
アニメ「コップクラフト」、ゲーム「モンスターストラク」、 
ラジオ「NHKFM シアター」（『真っ赤な夜の出来事』『地上 5 セン
チのアンチヒーロー』などがある。 

堀川 誉 （ほりかわ ほまれ）I土佐編
〈坂本龍馬Ver.〉 

11月28日生まれ
出身地：福岡県 
趣味・特技：ミュージカル鑑賞・ギター弾き語り 

・外画吹替え「マッシュマッシュとなかまたち」
・外画吹替え「Secrets of the ZOO: North Carolina」
・Nintendo Switch「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」
  主題歌「命の灯火」歌唱
・テレビ東京「THE カラオケバトル」出演

古賀英里奈 （こが えりな）J博多編
〈博多っ子Ver.〉 

1986 年生まれ　鹿児島市出身 
特技：歌・バレーボール・自転車（ロードバイク） 
声優として活躍中。

映画｢キングスマン：ファースト・エージェント｣モートン役、 
海外ドラマ「ウェントワース女子刑務所」ウィル役、 
海外ドラマ「ザ・ギフテッド」主役リード役、 
海外アニメ「パグパグアドベンチャー」ボブ役　など。 
NHK 大河ドラマ「八重の桜」では薩摩弁を指導。  

中村章吾 （なかむら しょうご）K鹿児島編
〈せごどんVer.〉 

生年月日：1985年10月16日　沖縄県北中城村出身 
趣味：人を笑わせて、笑ってる人を見て笑う。 
特技：うちなーぐち、絶対怒らない、お金を拾う 

“しまくとぅば”といえば、じゅん選手！全国版バラエティ
やニュースにも出演し、沖縄県警察や県の関連事業など
にも携わるなど、他の芸人とは一線を画す活動を行って
いる。 

・fm 那覇「オリジンアワー」木曜パーソナリティー 
・琉球朝日放送（QAB）「こきざみぷらす」 
〈TVCM〉 
2014 年「オンデーズ」「沖縄タイムス」 
2015 年「サントリー BOSS」インフォマーシャル 
2018 年「沖縄ユーポス」「ホットペッパー」  

じゅん選手 （じゅんせんしゅ）L沖縄編
〈ウチナーグチ
    Ver.〉 

王林 （おうりん）B津軽編

［STU48］

［めーばーカリー］

所属プロダクション 株式会社ボンド 
https://bond-ent.com/

公式サイト https://iwao-breeze.com/

公式サイト https://src-company.co.jp/

公式サイト

公式サイト

http://kotatsu-info.jugem.jp/

芸歴

受賞歴

主な出演作

主な出演作

主な出演作

主な出演作

主な出演作

出演

http://tatekawakisshou.com/

所属プロダクション 有限会社プロダクション・タンク 
https://www.pro-tanc.com/male/hayakawatsuyoshi/

STU48 公式サイト https://sp.stu48.com/feature/profile_fs

所属プロダクション 有限会社プロダクション・タンク
https://www.pro-tanc.com/male/horikawahomare/

所属プロダクション 有限会社プロダクション・タンク
https://www.pro-tanc.com/male/nakamurashougo/

所属プロダクション オリジン・コーポレーション
https://origin-oze.com/

所属プロダクション
オフィシャル・ブログ

サンアップエンターテインメント
https://ameblo.jp/go-go-juny/

所属プロダクション 株式会社81プロデュース
https://www.81produce.co.jp/

公式サイト https://346katsura.com/ 

©STU


