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【芸歴】
《映　画》
露姫霊異記 (2020) 木魂役（声の出演）　高階匠監督
そして一つになる (2016) 英恵役（継母）都楳勝監督
《C M》
コアラマットレス (2017) 
《舞台》 サブタイトル略
「真田十勇伝 令和元年」 (2019) 淀役 / 劇団 SHOW 特急
「旋風峠の仇討」 (2019) 宿屋女将　お峰役 / 劇団 SHOW 特急
「深川の雪」 (2018) 引手茶屋女将　おはん役 / 劇団 若獅子
「品川の月 ・ 吉原の花」 (2018)　花魁役 / 劇団 若獅子
「MOS 家族劇場」 (2017) 御客役 / 劇団 SHOW 特急
「名残の雪積もらば｣(2017)　夕霧太夫､花魁露葉 / 萬時代や 
｢天一坊｣(2017) 朱絹役 ( 花魁 )/ 弌陣の風
舞踊劇 「緋桜」 (2015 ・ 2106) 墨染役（花魁）/ 弌陣の風
「真田十勇伝 2015」 (2015) 淀役 / 劇団 SHOW 特急
「靖国への帰還」（2014）山田五十鈴役 / ネリム
｢天一坊｣弌陣の風 (2014) 深徳院役（側室）/ 弌陣の風
「楽屋」 (2013) 女優 D 役 / 劇団 EXCELSIOR
「白狼の剣」 (2010) 幾松役（芸妓）/ 古賀プロダクション
「瞼の母」 (2010) かよ役（茶屋娘）/NPO 時代劇振興協会
「ホーム ・ WA ・ ローン」 (2009) 社長秘書役
「長屋の仇討と幽霊騒動」 (2008) 琴美役（幽霊）
「幕末に散った夢」 (2007) 明里役（遊女）/ 俳優集団 ・ 志道塾
「朗読劇よろずことの葉」 (2007) 語り部 /T. エクスカバリ―
「若き獅子たち時を駆ける」 (2006) 沖田光役 / 古賀プロダクション
「夏の終わりのない季節」 (2005) 久美子役（未亡人）/M 企画

出身地  埼玉県
言　語  標準語
生年月日 1972 年5 月26 日
身　長  160 ㌢
体　重　　　  43 ㌔
体　型　　　  B82 W58 W82 S23.5
髪  セミロング/ 胸　（ダークブラウン）
目  ダークブラウン
【特技】
日本舞踊・白塗り・着付
【資格】
着物講師師範

弘山和華乃　Wakano Hiroyama 　女　優日　舞着付師範



【ショー】                        
催し名称 / 主催団体あるいは地名                        
切り絵作家　百鬼丸先生　個展～花魁展～　ｺﾗﾎﾞ　花魁　舞踊ｼｮｰ(2017）埼玉伝統工芸会館特別展示場     
第 1 回 NIPPON 石博 2015 ( 社 ) 日本石材産業協会主催「吉原絵巻」花魁道中・日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組　(2015）上野恩賜公園     
東日本大震災支援　鎮魂ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ　SAMURAI JAPON2011　「大江戸花吹雪」花魁道中・日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組　(2011）新橋ヤクルトホール     
SAMURAI JAPON2009　東京凱旋公演「彩どり絵巻」日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組　(2009）新橋ヤクルトホール     
SAMURAI JAPON2008　東京凱旋公演　「釣女」上臈役、「彩どり絵巻」日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組　(2008）よみうりホール     
靖国神社外苑　さくらﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組　(2008）靖国神社     
                         

【海外公演・ショー】                        
催し名称 / 主催団体あるいは地名                        
SAMURAI JAPON2018 ～日本の心・日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～花魁道中・日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組 (2018）
       仏ﾊﾟﾘ Les Pavillons Bercyﾙﾏﾝ市 Palais des Congres　　　　　　　　　　　　　　      
第 42 回ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｨｰｸ　ﾁｪｺ・ﾌﾟﾗﾊ　　長沼静着物学院　着物ｼｮｰ　ﾓﾃﾞﾙ(2017 年） ﾁｪｺ･ﾌﾟﾗﾊ  ｺﾝｸﾞﾚｽ･ｾﾝﾀｰ
SAMURAI JAPON2015 ～日本の心・日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組 (2015）
       仏ﾊﾟﾘ Les Pavillons Bercyﾅﾝｼｰ市 Grand Salon ( 世界遺産）              
SAMURAI JAPON2013 ～日本の心・日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～花魁道中・日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組 (2013）
       仏ﾊﾟﾘ Les Pavillons Bercyﾅﾝｼｰ市 Grand Salon ( 世界遺産）ﾛﾜｰﾙ市 ｴｽｶﾙ市民会館      
SAMURAI JAPON2012 ～日本の心・日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～花魁道中・日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組 (2012）
       仏ﾊﾟﾘ Les Pavillons Bercyﾅﾝｼｰ市 Grand Salon ( 世界遺産）      
第 37 回ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｲｰｸ　ｽﾍﾟｲﾝ･ﾊﾞﾚﾝｼｱ　長沼静着物学院　着物ｼｮｰ ､花魁舞踊 (2012 年）ｽﾍﾟｲﾝ･ﾊﾞﾚﾝｼｱ PalaudelaMusica
第 36 回ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｲｰｸ ﾄﾞｲﾂ･ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ･ｱﾑ･ﾏｲﾝ長沼静着物学院　着物ｼｮｰ 、花魁舞踊 (2011 年）独ｼｬｳｽﾋﾟｰﾙﾊｳｽ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ劇場      
SAMURAI JAPON2011 ～日本の心・日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～「大江戸花吹雪」花魁道中・日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組 (2011）
       仏ﾊﾟﾘ Les Pavillons Bercyﾙﾏﾝ市 Palais des Congresﾅﾝｼｰ市 Grand Salon ( 世界遺産）      
SAMURAI JAPON2010 ～日本の心・日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～「日本をどり」日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組 (2010）
       仏ﾊﾟﾘLes Pavillons Bercyﾙﾏﾝ市 Palais des Congres      
黒澤明生誕 100 周年記念ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰＩＮ香港　長沼静着物学院着物ｼｮｰ ﾓﾃﾞﾙ(2009 年）香港　Island East Cornwall House　Artis Tree      
SAMURAI JAPON2008 ～日本の心・日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～「釣女」上臈役、「彩どり絵巻」日本舞踊ｼｮｰ　山村踊り組 (2008）
       仏パリ　Les Pavillons Bercy
SAMURAI JAPON2006 ～日本の心･日本の文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～「SAMURAI 新撰組」芸妓・幾松役、「日本の華やぎ」日本舞踊ｼｮｰ山村踊り組 (2006）
       仏パリ　Les Pavillons Bercy      
   * ナンシー市、ルマン市は市の招待公演


