
公益社団法人日本俳優協会　会員名簿

Ⅰ．正会員
会員番号 代数 芸名 本名 会員番号 代数 芸名 本名
A0004 2 市川 猿翁 喜熨斗 政彦 A0749 1 坂東 彌十郎 本間 寿男
A0005 4 市川 段四郎 喜熨斗 弘之 A0752 2 中村 鴈乃助 竹沢 諭
A0018 2 市川 寿猿 泉井 能世 A0755  中村 小三郎 加藤 廣文
A0041 4 市川 左團次 荒川 欣也 A0756 4 中村 梅花 山崎 隆
A0043 7 尾上 菊五郎 寺嶋 秀幸 A0758 6 中村 山左衛門 新井 泉
A0048 1 坂東 楽善 坂東 輝彦 A0760 3 中村 歌女之丞 小林 洋信
A0049 2 市村 萬次郎 市村 徳昭 A0764 1 市川 瀧二朗 村瀬 直洋
A0068 1 尾上 扇緑 辰巳 恒男 A0781  澤村 紀世助 吉井 勇
A0072 6 澤村 田之助 山中 宗雄 A0783  中村 蝶十郎 高橋 裕孝
A0073 5 片岡 我當 片岡 秀公 A0784  宮脇 信治 宮脇 信治
A0081 9 市川 團蔵 市川 和雄 A0785  中村 富志郎 本橋 則雄
A0093 2 尾上 松太郎 田地 三之价 A0791 1 中村 京妙 田中 伸二
A0109 1 坂東 羽之助 熊野 実 A0792 2 市川 猿三郎 柗岡 延夫
A0149 2 松本 白鸚 藤間 昭暁 A0824 1 尾上 菊市郎 松尾 英樹
A0154 17 市村 家橘 市村 寿紫 A0825 2 市川 猿弥 久住 良浩
A0156 5 坂東 秀調 比毛 一夫 A0833 2 片岡 嶋之亟 蒲田 基
A0173 3 松本 錦吾 菱野 忠 A0836 2 市川 笑也 泉山 太男
A0201 4 中村 梅玉 河村 順之 A0837  中村 富二朗 行川 信哉
A0202 2 中村 魁春 平野 豊栄 A0842 6 市川 新蔵 矢野 匡志
A0211 5 中村 時蔵 小川 光晴 A0845 10 松本 幸四郎 藤間 照薫
A0213 5 中村 歌六 小川 進一 A0848 3 中村 吉之丞 森島 啓介
A0227 5 坂東 玉三郎 守田 伸一 A0850 1 尾上 菊史郎 松尾 多加史
A0240 2 澤村 藤十郎 沢村 豪一 A0852  市川 欣弥 坂本 健夫
A0250 1 中村 寿治郎 辻 正男 A0853  市川 門松 古瀬 浩之
A0370 3 松本 高麗五郎 宮川 準一郎 A0855 3 市川 右團次 武田 右近
A0371 8 大谷 友右衛門 青木 知幸 A0858  市川 龍蔵 田中 龍治
A0374 4 河原崎 権十郎 坂東 正邦 A0859 3 澤村 宗之助 山本 雅晴
A0386 6 中村 東蔵 河野 均 A0861 6 片岡 愛之助 片岡 寛之
A0410 5 中村 雀右衛門 青木 貞幸 A0862 4 尾上 松緑 藤間 あらし
A0423 4 坂東 玉之助 飛島 正己 A0863 1 中村 京蔵 両川 宗男
A0431 2 中村 鴈童 浜田 進 A0865  中村 梅蔵 鈴木 正志
A0439 6 嵐 橘三郎 石原 新 A0866  市川 澤五郎 堀江 忠弘
A0459 2 市川 齊入 市川 斉 A0868  片岡 孝法 山内 清貴
A0469 15 片岡 仁左衛門 片岡 孝夫 A0874  尾上 菊三呂 小林 聖和
A0472 3 片岡 當十郎 宮塚 博 A0878 1 片岡 進之介 片岡 進之介
A0495 5 坂東 竹三郎 岡崎 正二 A0879 1 市川 段之 後藤 明夫
A0517 2 實川 延郎 三輪 輝夫 A0882  坂東 玉雪 藤田 明広
A0539 3 中村 又五郎 小川 光照 A0885 2 中村 扇乃丞 高瀬 美樹
A0540 2 中村 錦之助 小川 信次郎 A0886 5 尾上 菊之助 寺嶋 和康
A0546 4 片岡 松之助 桜井 清和 A0887 1 片岡 孝太郎 片岡 康雄
A0559 9 中村 福助 中村 栄一 A0888 1 片岡 仁三郎 平野 豪之
A0591 4 中村 鴈治郎 林 智太郎 A0889  中村 春花 長谷川 文男
A0592 3 中村 扇雀 林 浩太郎 A0894 2 中村 又之助 萩原 清
A0607 1 尾上 梅之助 浅野 椿三 A0896 3 市川 笑三郎 福井 浩二
A0608 8 市川 門之助 相馬 孝幸 A0899 9 坂東 彦三郎 坂東 輝
A0610 5 澤村 由次郎 山中 富士彦 A0900 3 坂東 亀蔵 坂東 正敏
A0614  市村 橘太郎 馬場 正次 A0906 6 中村 松江 河野 勝行
A0625 6 片岡 市蔵 片岡 幸一 A0908 11 市川 海老蔵 堀越 寶世
A0626 4 片岡 亀蔵 片岡 二郎 A0909  岩井 義太郎 伊藤 義郎
A0636 2 坂東 守若 長谷川 進 A0912  中村 芝のぶ 久保 清二
A0658  片岡 比奈三 石井 清 A0913  片岡 孝志 小柴 俊哉
A0673  尾上 辰緑 堀部 金男 A0914 2 松本 幸右衛門 小島 孝文
A0697 11 市川 高麗蔵 神辺 晃 A0917 4 市川 左升 鈴木 俊之
A0705 2 松本 幸雀 佐藤 亜 A0918 2 市川 猿四郎 野口 俊晴
A0707  坂東 八重蔵 古賀 静義 A0919  中村 東志也 手島 和也
A0708 1 中村 吉三郎 佐藤 實 A0921 6 市川 男女蔵 荒川 謹次
A0709 3 中村 勘之丞 向井 史郎 A0922 2 中村 獅童 小川 幹弘
A0723 8 中村 芝翫 中村 幸二 A0923 4 市川 猿之助 喜熨斗 孝彦
A0740 6 上村 吉弥 中東 佳之 A0934  坂東 彌七 和泉 広信
A0747  尾上 音吉 高木 文明 A0936 4 市川 新十郎 小坂部 暢宏
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A0937 2 松本 幸蔵 小島 隆 A1086 2 坂東 巳之助 守田 光寿
A0938  市川 笑子 高須 浩二 A1090 1 尾上 菊伸 稲毛 伸昭
A0939  中村 鴈成 千葉 秀樹 A1091 2 市川 升吉 久保 和歌
A0940  中村 東三郎 富山 新也 A1096  中村 竹蝶 武田 修
A0941  澤村 光紀 原島 康嘉 A1097  中村 かなめ 能美 雅一
A0944 5 澤村 宇十郎 吉田 明義 A1098  中村 いてう 原田 大樹
A0945 2 中村 亀鶴 渡邊 芳彦 A1100  中村 橋吾 和田 尚登
A0948 2 尾上 松也 井上 龍一 A1101  市川 喜太郎 藤田 浩史
A0959  澤村 國久 峯岸 正英 A1102 1 市村 光 市村 光
A0964  山崎 咲十郎 日下部 太郎 A1104 6 中村 児太郎 中村 優太
A0968  澤村 由蔵 野口 晶 A1105 4 中村 橋之助 中村 国生
A0974  片岡 千蔵 岡崎 信之 A1106 3 中村 福之助 中村 宗生
A0975  中村 蝶八郎 鉢鑞 出 A1107  尾上 音二郎 佐竹 博和
A0979  中村 蝶紫 中園 朋之 A1108 4 中村 梅枝 小川 義晴
A0981  中村 翫蔵 花澤 明 A1109 1 中村 萬太郎 小川 嵩晴
A0986  尾上 徳松 板垣 徳二朗 A1111  中村 鴈大 井上 大
A0995  中村 吉兵衛 松榮 忠志 A1113 2 上村 折乃助 竹村 真吾
A1002 1 中村 壱太郎 林 壱太郎 A1117 片岡 當史弥 山村 政夫
A1003 6 市村 竹松 市村 旭 A1118 1 市川 猿紫 下山 和俊
A1005 1 中村 翫之 阿久津 卓也 A1120 1 中村 鷹之資 渡邊 大
A1006  坂東 功一 田辺 晃一 A1121 5 中村 米吉 小川 修平
A1007  市川 升平 柴山 二美雄 A1123 4 中村 歌昇 小川 雄朗
A1008 1 大谷 桂三 井上 敬三 A1124 1 中村 種之助 小川 暁久
A1009  澤村 國矢 𠮷川 文康 A1125 1 坂東 新悟 本間 新悟
A1010  市川 青虎 三浦 弘太郎 A1126 1 片岡 燕治郎 田口 和也
A1025 中村 芝歌蔵 川﨑 和治 A1127 3 尾上 緑 縣 博史
A1027 1 坂東 八大 小島 清 A1128  中村 春之助 有馬 達郎
A1029  中村 仲之助 長 靖之 A1133 中村 仲四郎 藤原 良太
A1030 1 尾上 松五郎 富田 勲 A1136 1 中村 蝶三郎 前田 泰寛
A1031 5 市川 喜猿 佐藤 賢 A1137  中村 獅一 榎本 宏徳
A1032 1 中村 蝶一郎 竹中 裕之 A1141  坂東 竹之助 柴原 永太朗
A1033 3 大谷 廣太郎 青木 政憲 A1142 片岡 松四朗 仲田 宣裕
A1034  片岡 當次郎 岡村 康幸 A1143 1 片岡 當吉郎 脇山 武士
A1035 3 尾上 音三郎 工藤 悦仙 A1145 1 中村 隼人 小川 隼人
A1036 1 市川 裕喜 山本 裕紀 A1146 1 中村 福緒 加藤 滝生
A1047  中村 福太郎 塩田 裕一郎 A1148 1 尾上 隆松 小杉 洋平
A1048 1 市川 笑野 小嶋 豊 A1150 1 中村 梅秋 田口 和矢
A1051  坂東 玉朗 上條 岳伸 A1151 尾上 菊次 山吉 総一朗
A1052  中村 梅乃 近藤 太郎 A1152 4 中村 歌之助 中村 宜生
A1054  市川 段一郎 佐藤 健次 A1153 2 尾上 右近 岡村 研佑
A1057  大谷 明三郎 田端 俊 A1155 2 中村 鶴松 清水 大希
A1058  中村 吉二郎 八田 武也 A1156 1 中村 虎之介 林 虎之介
A1059 2 大谷 廣松 青木 孝憲 A1157 1 片岡 千之助 片岡 正博
A1060 2 市川 右若 佐野 勝洋 A1158 1 中村 莟玉 森正 琢磨
A1061 6 中村 勘九郎 波野 雅行 A1159 5 中村 玉太郎 河野 彩人
A1062 2 中村 七之助 波野 隆行 A1161 1 中村 翫政 西田 政明
A1064 1 澤村 伊助 真柄 統 A1164 坂東 彌風 池原 正風
A1065 1 坂東 八重之 垣脇 史人 A1167 中村 京由 槌屋 元康
A1069 4 市川 升三郎 中原 宏一 A1168 中村 京純 橋本 悠
A1070 3 市川 蔦之助 林 康洋 A1172 7 市川 男寅 荒川 公星
A1072 4 市川 九團次 鈴木 道行 A1174 1 市川 澤路 宮城 純一
A1074  片岡 松十郎 石垣 壮一郎 A1175 1 片岡 松太朗 坂本 敦彦
A1075  片岡 佑次郎 遠藤 嗣典 A1177 8 市川 染五郎 藤間 齋
A1076 1 片岡 千壽 黒川 裕介 A1179 中村 鴈洋 土肥 洋史
A1077 2 片岡 千次郎 小林 慎吾 A1180 1 上村 吉太朗 和田 祥太朗
A1079  片岡 りき彌 中島 吏章 A1181 1 坂東 やゑ亮 波多野 祥英
A1081 1 片岡 愛一朗 横山 光一 A1182 1 中村 春希 新井 希望
A1082 5 市川 荒五郎 大内 茂樹 A1183 市川 新次 柏田 浩基
A1083  市川 右左次 国吉 憲 A1186 1 坂東 彌紋 佐藤 弘姿郎
A1085  中村 翫哉 山肩 隆也 A1191 1 市川 笑羽 森井 忠行
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A1192 市川 郁治郎 阿部 郁司郎 B0404 波乃 久里子 波野 久里子
A1194 9 市川 中車 香川 照之 B0420 佐堂 克実 佐道 勝美
A1195 5 市川 團子 香川 政明 B0421 立松 昭二 立松 昭二
A1196 大谷 桂太郎 間瀬 博太 B0654 伊藤 みどり 下山 みどり
A1197 中村 橋三郎 橋本 勝也 B0667 池上 鏡子 窪田 啓子
A1199 尾上 音蔵 折田 敦 B0744 村岡 ミヨ 村岡 ミヨ
A1200 市川 右田六 岩出 隼門 B0794 三原 邦男 荻原 邦男
A1201 中村 仲助 河上 聡 B0804 小川 絵莉 小林 絵利
A1204 中村 仲弥 吉岡 尚彦 B0822 田口 守 田口 守
A1205 尾上 松悟 鈴木 龍矢 B0823 矢野 淳子 矢野 淳子
A1206 坂東 やゑ六 柏原 俊也 B0860 小山 典子 小山 典子
A1207 市川 喜楽 岸本 源輝 B0873 松本 丘留美 平野 丘留美
A1208 3 市川 福太郎 秋山 悠介 B0901 菅原 ゆり 下坂 とみえ
A1211 3 尾上 左近 藤間 大河 A0911 2 喜多村 緑郎 神田 和幸
A1214 市川 瀧昇 石坂 正勇 A0915 河合 雪之丞 近藤 弦
A1215 中村 梅寿 河内 優 B0928 只野 操 只野 操
A1216 中村 橋光 清水 佑起 B0950 鈴木 章生 鈴木 章生
A1218 市川 新八 野上 高弘 B0952 石原 舞子 石原 麻衣子
A1219 中村 光 松浦 光 B0953 川崎 さおり 竹内 さおり
A1221 市川 三四助 原田 龍佑 B0954 鴫原 桂 鴫原 桂
A1222 4 市川 福之助 秋山 聡 B0955 山吹 恭子 福田 恭子
A1224 片岡 千太郎 笠井 稜太 B0982 磨貴 こずえ 伊藤 こずえ
A1225 中村 扇十郎 宮脇 ばく B0983 瀬戸 摩純 瀬戸 摩純
A1226 中村 祥馬 𠮷岡 翔馬 B0985 児玉 真二 児玉 真二
A1227 市川 猿 日下部 大智 B1012 久藤 和子 兵藤 和子
A1228 尾上 松三 吉村 海 A1019  河合 誠三郎 上野 誠一
A1232 坂東 橘治 福井 貴浩 B1044 川上 彌生 大久保 裕世
A1234 2 市川 右近 武田 タケル B1046 伊庭 朋子 伊庭 朋子
A1235 尾上 まつ虫 伊藤 滉希 B1089 市村 新吾 長沢 新吾
A1236 尾上 音幸 小川 瑛楽 A1099  河合 穂積 山岸 哲
A1237 市川 笑猿 高橋 椋 A1135 喜多村 一郎 松永 大樹
A1238 中村 好蝶 斎藤 和貴 B1138 大野 梨栄 角田 理栄
A1240 市川 翔乃亮 宗崎 勇都 B1245 春本 由香 井上 真由香
A1241 片岡 愛治郎 多田 陸人 B1246 桂 佑輔 鈴木 俊伍
A1242 中村 仲侍 中嶋 稜侍 B1252 斉藤 沙紀 斉藤 沙紀
A1244 大谷 龍生 井上 公春 B1261 尾瀧 一眞 尾瀧 一眞
A1245 市川 米十郎 小坂部 颯大 B1265 喜多村 次郎 滝口 泰介
A1246 市川 翔三 田村 聡司 A0754  高橋 正治　 高橋 正治
A1247 中村 芝晶 伊勢 明訓 C0973 島口 貴守 篠塚 守
A1248 6 坂東 亀三郎 坂東 侑汰 C1015 土橋 慶一 土橋 慶一
A1250 松本 幸之助 染川 重樹 A1139  大黒 重治 大黒 重治
A1251 片岡 愛三朗 加來 真之介 A1134  吉川 浩昭 吉川 浩昭
A1253 片岡 市也 阿部 泉水
A1254 市川 福五郎 井田 一誓
A1255 坂東 彌光 狩野 孝平 計　342名
A1256 坂東 家之助 小森 龍成
A1257 尾上 貴緑 眞野 貴臣
A1258 中村 翫延 竹内 智規 Ⅱ．賛助会員
A1260 市川 卯瀧 松田 竜也
A1263 松本 幸一郎 市村 大雅 一般社団法人
A1264 市川 九一朗 平野 龍 映像実演権利者合同機構（PRE)
A1266 7 尾上 丑之助 寺嶋 和史
A1267 中村 蝶也 板橋 駿佑
A1268 市川 河松 髙橋 遊
A1269 市川 左次郎 戸梶 飛鳥
A1270 市川 喜介 北薗 亮介
B0270 2 水谷 八重子 松野 好重
B0300  柳田 豊 柳田 豊
B0384 青柳 喜伊子 丸田 峯子
B0385 高橋 よしこ 高橋 慶子
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