
田口 司
TSUKASA TAGUCHI

生年月日：1997年4月9日

出 身 地：東京都

声 種 ：テノール

サ イ ズ：T 166 cm  W 52 kg B 82.5 cm  W 70 cm  H 87 cm  S 25.5cm 

特 技 ：アクロバット ダンス 歌唱 中国雑技団並みの柔軟

趣 味 ：サバゲー ゲーム(TPS、FPS) 写真

ー主な出演作品ー
舞台
「忍たま乱太郎」 ～あかるく、たのしく、ゆかい！の段～浜守一郎役 (2022年あう
るすぽっと)
ミュージカル「忍たま乱太郎」 第12弾 再演浜守一郎役 (2022年 東京ドームシ
ティ シアターGロッソ)
「Dr.STONE」THE STAGE～SCIENCE WORLD～銀狼役(2022年 サンシャイン劇
場、AiiA 2.5 Theater Kobe)
「魔法使いの約束」 第3章 ホワイト役（2022年 天王洲 銀河劇場 他）
「ハローハローポピーポピー」 リアム役（2021年 シアターグリーン）
「魔法使いの約束」 第2章 ホワイト役（2021年 天王洲 銀河劇場 他）
進戯団 夢命クラシックス #25「Requiem 」 猿飛佐助役（2021年 シアターサン
モール）
「げんせんじゃ～ 2021」 川治純（イエロー）役（2021年 CBGKシブゲキ!!) 
「魔法使いの約束」 第1章 ホワイト役（2021年 天王洲 銀河劇場 他）
ミュージカル「黒執事」～寄宿学校の秘密～ モーリス・コール役 （2021年 天王
洲 銀河劇場 他）
「パタリロ！」～霧のロンドンエアポート～ タマネギ部隊役（2021年 天王洲 銀河
劇場）
ミュージカル封神演義－開戦の前奏曲－ 殷洪役（2020年 品川プリンスホテル
ステラボール 他）
ミュージカル「テニスの王子様」 3rdシーズン 菊丸英二役
・全国大会 青学vs立海 後篇（2019年 TOKYO DOME CITY HALL 他）
・秋の大運動会 2019（2019年 横浜アリーナ）
・全国大会 青学vs立海 前篇（2019年 TOKYO DOME CITY HALL 他）
・青学vs四天宝寺（2018年- 2019年 日本青年館ホール 他）
・テニミュ文化祭（2018年 池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル
4階 展示ホールA）
・TEAM Party SEIGAKU・HIGA（2018年 AiiA 2.5 Theater Tokyo 他）
・全国大会 青学vs氷帝（2018年 TOKYO DOME CITY HALL 他）
・Dream Live 2018（2018年 横浜アリーナ） 夜公演（千秋楽）のみ

ドラマ
MBSドラマ特区「FLAIR BARTENDER’Z」 瀬名大介役
「近キョリ恋愛」 第1話 NTV
「幽かな彼女」 重田誠役 KTV
「牙狼〈GARO〉 〜MAKAISENKI〜」 第15話 ムラサキ役 TX
「プロポーズ兄弟〜生まれ順別 男が結婚する方法〜」 第1話 山田一郎（少年
期）役 CX
「所轄刑事5」 児玉昭吾役（少年期） CX
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」 第6話 TBS
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ー主な出演作品ー
バラエティ
「人生が変わる1分間の深イイ話」 スタジオ出演 NTV
「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」 森昌子 話題の独特スパルタ子育て 再現VTR  
森昌子さん三男役 TBS
「痛快TVスカッとジャパン」 ムカつく奴が倒されるスカッとする話 投稿「吹奏楽部をバカに
する体育教師」 岡田伸也役 再現VTR  CX

ＣＭ
栄光ゼミナール
味の素 ムシャ修行篇

イベント
田口司ソロイベント〜これまでも これからも〜 （2021年11月23日、バトゥール東京）
「ワンフェス！」（2020年11月28日、シダックスカルチャーホール）
ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズン 青学vs四天宝寺 Blu-ray&DVD 発売記念イベ
ント（2019年8月25日、東京近郊）
ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズン 青学vs氷帝 Blu-ray&DVD 発売記念イベント
（2019年5月16日、東京近郊）
ジャンプフェスタ 2019（2018年12月22日、幕張メッセ 国際展示場）10代目 菊丸英二役
「許斐剛☆パーフェクトLIVE～一人オールテニプリフェスタ2018～」（2018年6月10日、パシ
フィコ横浜 国立大ホール）- 10代目 菊丸英二 役
ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズン Dream Live 2018 （2018年5月20日、横浜ア
リーナ）- 10代目 菊丸英二役

雑誌
キャストサイズ 夏の特別号2020（2020年9月10日発売）
週刊女性「パラスポーツに挑戦してみた！」（2019年11月19日発売）
おうちですごそう with 2.5次元男子（2020年8月28日発売）
Prince of STAGE（2019年7月22日発売）
コンビポーズ集150 ～コスプレやイラストに生きるマルチなシチュエーション！～（2018年12
月25日発売）
ジャンプＳＱ（2018年9月21日発売）

▲舞台 「Dr.STONE」THE STAGE～
SCIENCE WORLD～ 銀狼役

▲舞台 ミュージカル「テニスの王
子様」3rdシーズン 菊丸英二役

▲ドラマ 「FLAIR BARTENDER’Z」
瀬名大介役 MBSドラマ特区

▲舞台 ミュージカル「黒執事」～寄
宿学校の秘密～ モーリス・コール役
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