
Washio Shuto 

鷲尾
わしお

 修斗
しゅうと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日 1987 年 12 月 27 日 年齢 ３１歳 

サイズ T180cm B86cm W75cm H89cm S26.5cm 

出身地 東京都  利き手 右手 

特技 サッカー、リフティング、料理、家を建てる 

趣味 DVD 観賞、読書、サーフィン、音楽観賞 
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Washio Shuto 

鷲尾 修斗（ワシオ シュウト） 
【生年月日】 1987 年 12 月 27 日  【血液型】 A 型  【出身地】 東京都 【利き手】 右手 

【サイズ】 T180cm  B86cm W75cm H89cm S26.5cm 

【特技】 サッカー、リフティング、料理、家を建てる   

【趣味】 DVD 観賞、読書、サーフィン、音楽観賞  

 

▼映画 

【2018】 「イマジネーションゲーム」鈴木雅也役  

【2018】 「維新烈風 天狗判官」土方歳三役  

【2018】 「あまつきつねの鬼灯」狐子路役（主演） 

【2016】 「月下燦然ノ星」一条昇役 下北沢トリウッド  

 
▼舞台 

【2019】 舞台「レイルウェイ」全労済ホール／スペース・ゼロ 音無歌五郎役（主演） 

舞台「忍び、恋うつつ」新宿村 LIVE 穴山大介役 

 

【2018】 ツキステ。「LUNATIC LIVE 2018ver BLUE&RED」大宮ソニックシティ大ホール 葉月陽役 

ツキステ。「CYBER-DIVE-CONNECTION」ヒューリックホール（東京）大阪メルパルク（大阪） 葉月陽役 

ツキステ。「紅縁」品川ステラボール 葉月陽役 

「明るいお葬式」俳優座 豆成役 

「ポセイドンの孫と Y シャツと私」上野ストアハウス 

「BRAVE10〜燭〜」なかの ZERO ホール 筧十蔵役 

「BOYS TALK」CBGK!シブゲキ ユウト役 

ミュージカル「Code:Realize」シアター1010 ピロティーホール インピー・バービケーン役 

ツキステ。「MemorialTour」全国各地ライブツアー 葉月陽役 

GEKIIKE 本公演第 9 回「漆黒ノ戰花」新宿村 LIVE 御影千明役（主演） 

 

【2017】  ツキステ。「Rabbits Kingdom」AiiA シアター サンケイホールブリーゼ 葉月陽役 

Asterism vol,05「NoLimit-Replays-」BIGTREETHEATER 瑛輔役 

ツキステ。「LUNATIC PARTY」六本木ブルーシアター 葉月陽役 

超体感ステージ「キャプテン翼」六本木ブルーシアター 三杉淳役 

「BRAVE10」スペースゼロ 筧十蔵役 

「薄桜鬼 SSL」シアターサンモール 山南敬助役 

ツキステ。「Shool Revorution」博品館劇場 葉月陽役 

Asterism vol.04「THE LAST SONG」BOX in BOX 逢見信一役 

「幻想奇譚 白蛇伝」紀伊国屋サザンシアター 斑役 

「47 男子」座・高円寺 2 東京役（主演） 

 

【2016】 ツキステ。「LUNATIC LIVE」パシフィコ横浜 葉月陽役 

GEKIIKE 本公演第 8 回「あまつきつねの鬼灯」Box in Box 狐子路役（主演） 

ツキステ。「夢見草」六本木ブルーシアター 葉月陽役 

「Novel War～悲劇と喜劇の junction～」蓮城恭⼀郎役（主演） 

「キャンプファイヤー」Box in Box 土田公平役 

Asterism vol,03「NoLimit」TACCS1179 瑛輔役 

オトメライブ「カーニヴァル」あうるすぽっと 與儀役 

Asterism vol,02「JudgmentDay」シアター風姿花伝 逢見信一役 

ツキウタ。舞台「ツキステ。」星陵会館 葉月陽役  

「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～ WatchOver」星陵会館 楓役 

 

【2015】  GEKIIKE 本公演第 7 回「月下燦然ノ星-帝都綺譚-」 一条昇役 

「MEIDO IN HEAVEN」 劇場 MOMO 西九条直樹役 

「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～ A live Moment」 楓役 シアターサンモール」 

「STORM LOVER～波打ち際の王子 SUMMER！～」 CBGK シブゲキ  御子柴恭介役 

 GEKIIKE 本公演第 6 回「空翔ける雷鳴の夜に-再演-」 高知・東京公演 桜井拓海役 （主演） 

 Asterism Vol,01「アルビノ」 逢見信一役 

「ユメオイビトの航海日誌」シャモ役 シアターサンモール 

 

【2014】 「華ヤカ哉、我ガ一族」 守役 星陵会館 
「クロックゼロ～終焉の一秒～リンゲージ」 楓役 銀座博品館 
GEKIIKE 本公演第 5 回「宵闇に咲く雨」 惣五郎役 シアター風姿花伝 
エアースタジオ「PRIDE」 大石役 
演劇集団イヌッコロ「天爛のパティシエ」 主演 皆川優呉役 劇場 MOMO 
ミュージカル「忍たま乱太郎 第 5 弾再演」 サンシャイン劇場 中在家長次役 
オトメライブ「STORM LOVER～波打ち際の王子 SUMMER～」 御子柴恭介役 俳優座劇場 
「クロックゼロ～終焉の一秒～再演」 楓役 星稜会館 
ミュージカル「忍たま乱太郎 第 5 弾」サンシャイン劇場 中在家長次役 

 
【2013】  GEKIIKE 本公演 vol,04 「空翔ける雷鳴の夜に」 桜井拓海役 劇場 vatios 

「バカとロミオとジュリエット再！」 シアターサンモール  
「クロックゼロ～終焉の一秒～」 楓役 スペースゼロ 
おねがい鋼鉄ビンタ「コップの中の嵐」新宿シアターブラッツ 
第 14 帝國「元帥と七人の侍」 SPACE107 
ミュージカル「忍たま乱太郎 第４弾再演」 シアターG ロッソ 
「ポセイドンの孫と Y シャツと私」 桐原譲役 劇場 HOPE 
おねがい鋼鉄ビンタ「時空堂」 石井克典役 劇場 MOMO 
ミュージカル「忍たま乱太郎 第４弾」サンシャイン劇場 中在家長次役 

【2012】 GEKIIKE 本公演 vol,03 「君に降りそそぐ、天上の花」 佐倉実役 劇場 HOPE 
【2011】 「男運」 久島役＠Box in Box 「大江戸に降る雪」 シアターグリーン BIGTREETHEATER 「テガミ」 千導役＠萬劇場 
【2010】 「OASIS」シアターグリーン BIGTREETHEATER 

 



Washio Shuto 
 

  



Washio Shuto 
 

 


