大橋 ヒカル -Ohashi Hikaru 主な芸歴
【CD】
BⅡR（ビーツーアール）
・1988年「DISTANCE〜遠く離れて近づく愛〜」
東芝EMI（デビュー曲）
・1999年「Everybody goes! Everybody
shouts!」 東芝EMI
・1999年「LOVERS' GAME」 東芝EMI
・1999年 アルバム「Round II Birth」 東芝EMI
・2001年 アルバム「shake sHakE shake!」
トクマオリジナル
（ソロ）
・2008年 アルバム「HEART」
・2009年「H」
・2010年「H2」
・2017年 miniアルバム「ばらっどたいむ」
・2018年 miniアルバム「ばらっどたいむplus」

【パーソナルデータ】
▪生年月日: 1975年2月8日 ▪出身地 : 石川県
▪血液型：A型

趣味：外食

▪サイズ：T172cm S26.5cm
B90cm W74cm H91cm
▪特技：歌モノマネ、歌唱指導、テニス

大橋ヒカルchannel
https://m.youtube.com/channel/UCDgolFSn4Z

【主題歌・挿入歌】
・1999年「翼」TBS『東日曜劇場THE DOCTOR』
主題歌、『未来日記』挿入歌（東芝EMI）
・2013年ディズニーチャンネル『スイート・ライフ
オン・クルーズ』の日本語吹き替え版主題歌
・2015年任天堂3DS ゲームソフト『リズム天国ザ・
ベスト＋』挿入歌「その一粒の大きな涙には」
・2017年NHK Eテレ－アニメ『クラシカロイド』
挿入歌「魔法のアリア」
【テレビ】
NTV
・2007年『ものまねバトル42』
「ものまねスター誕生」優勝（B′z稲葉浩志）
・2007年『ものまねバトル44』（B′z稲葉浩志）
・2007年『ものまねバトル45』（ゴスペラーズ）
・2008年『ものまねバトル46』
（Mr.Chidren、ゴスペラーズ）
・2008年『ものまねバトル』（WANDS）
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水木英昭プロデュース https://www.mizu-pro.com/
mizu-pro@mizu-pro.com
〒167-0011東京都中野区中央3-21-2-302
TEL:03-6279-2174 FAX03-6279-2178

- Ohashi Hikaru【テレビ】
・2009年～2021年 『ものまねグランプリ』NTV

※B′Z軍団リーダー

【LIVE】※下記他、全国各地のものまねショーやショーパブでのステージ出演有り。
・2021年3月 『光vol.9』汐留BLUEMOOD ※無観客 有料配信LIVE第2弾
・2020年12月 『光 ~The year-end of Rhapsody 2020』下北沢cafe/field ※無観客 有料配信LIVE
・2020年2月 『光 vol.8』汐留BLUE MOOD
・2019年12月 『光 ~The year-end of Rhapsody 2019』下北沢cafe/field
・2019年10月 『UREINOMISORA event』下北沢mosaic
・2019年9月 『光 vol.7』汐留BLUE MOOD
・2019年2月 『feel de hikaru 01』下北沢cafe/field
・2018年12月 『光 ~The year-end of Rhapsody 2018』下北沢cafe/field
・2018年8月 『光 in 名古屋』名古屋BL cafe
・2018年8月 『夢祭』金沢NOEL fusion
・2018年7月 水木英昭プロデュースpresents『ばらっどたいむvol.8』汐留BLUEMOOD
・2018年7月 『光 in 大阪』心光寺
・2018年6月 『光 in 岡山』ブルーブルース
・2018年4月 『こころひかる』心光寺
・2018年2月 水木英昭プロデュースpresents『ばらっどたいむvol.7』汐留BLUEMOOD
・2017年12月 『光 in 福井』LIVE&BAR 13
・2017年7月 『縁JOY alamode vol.8』渋谷Last waltz
・2017年7月 水木英昭プロデュースpresents『HONKY TONK 一輝 Special LIVE』汐留BLUEMOOD
・2017年4月 水木英昭プロデュースpresents『ばらっどたいむvol.6』汐留BLUEMOOD
・2017年2月 『ばらっどたいむvol.5』汐留BLUEMOOD
・2016年11月 『光 NIGHT vol.2』富山ELVIS
・2016年10月 『ばらっどたいむvol.4』汐留BLUEMOOD
・2015年12月 『ばらっどたいむvol.3』ラドンナ原宿
・2015年8月 『ばらっどたいむvol.2』ラドンナ原宿
・2015年3月 『光 NIGHT』富山ELVIS
・2015年2月 『光 vol.6 ~ばらっどたいむ~』汐留BLUE MOOD

- Ohashi Hikaru【LIVE】
・2014年12月 『光 vol.5 -今年のはっぴぃを数えましょう2014-』汐留BLUEMOOD
・2014年4月 『光vol.4 -今此処-』汐留BLUEMOOD
・2014年4月 『縁JOY alamode vol.6 ~ケイカケルヒカル~』汐留BLUE MOOD
・2013年11月 『ばらっどたいむ』原宿BASE
・2013年 『浅草エンタメナイト２～眠れぬ夜の Love Letter～』昭和歌謡コシダカシアター
・2013年2月 『光 vol.3 ~ヒカリニトベ~』汐留BLUE MOOD
・2012年12月 『縁JOY alamode vol.3 ~今年のはっぴぃを数えましょう~』汐留BLUE MOOD
・2012年10月 『縁 JOY alamode vol.2~ほむら-炎-~』汐留BLUE MOOD
・2012年10月 『縁 JOY alamode vol.2~CIRCLE~』汐留BLUE MOOD
・2012年9月 『縁 JOY alamode』汐留BLUE MOOD
・2012年5月 『光vol.2-ハジマリノコトバ-』新宿Wild Side TOKYO
・2012年5月 『Charity Live アコギナイト』SHINJUKU HOUSE
・2012年2月 『光 ~ツナガリツナガル~』新宿Wild Side Tokyo
・2011年12月 『ヒカルだけのアフターX'masライヴ』下北沢ZEND
・2011年11月 『カオハガン•フィエスタ TOKYO 2011』SHINJUKU HOUSE
・2011年8月 水木英昭プロデュース『サマーカーニバルvol.4』スイートベイジル
・2011年10月 『THE ELECTROSYMPHONY LIVE』大塚Welcome back
・2011年5月 『AKATSUKI ~ココロまで流されないように~』新宿Wild Side Tokyo
・2011年2月 『PREDAWN ~It's new voyage~』新宿Wild Side Tokyo
・2010年10月 『''shiva''3rd ANNIVERSARY FESTA』渋谷eggman
・2009年7月 水木英昭プロデュース『サマーカーニバルvol.3』スイートベイジル
・2009年3月 『Hikaru meets Super Rina Band』赤坂グラフィティ
・2008年 水木英昭プロデュース『大橋光・白土直子featuring LIVE』渋谷O-nest
・2008年8月 水木英昭プロデュース『サマーカーニバルvol.2』スイートベイジル
・2008年7月 『歌心伝心』代官山 晴れたら空に豆まいて
・2007年12月 水木英昭プロデュース『眠れぬ夜のLIVE story(s)』代官山 晴れたら空に豆まいて
・2007年7月 水木英昭プロデュース『サマーカーニバル』スイートベイジル
・2007年4月 『眠れぬ夜のOne Day Live』秋葉原DRESS TOKYO

- Ohashi Hikaru【舞台】
・2021年12月 『眠れぬ夜のライブストーリー~津田英佑芸能生活30周年記念だってよ！~』
（演出：水木英昭）紀伊國屋ホール
・2017年11月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース 外伝～ティーダのうた～』（演出：水木英昭）一輝役
紀伊國屋ホール
・2017年6月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース 第三章～覚醒～』（演出：水木英昭）一輝 役
紀伊國屋サザンシアター、ABCホール
・2016年8月-9月

『眠れぬ夜のホンキートンクブルース 第二章～キセキ～』（演出：水木英昭）一輝 役
紀伊國屋ホール他、全国七大都市ツアー

・2015年5月-6月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース第二章~飛躍~』（演出：水木英昭）一輝 役
紀伊國屋ホール、名古屋市青少年文化センター アートピアホール、西鉄ホール、エル・シアター、
イズミティ21 小ホール
・2011年7月 『蘇州夜曲』龍組 佐久間幹夫役 紀伊國屋ホール
・2011年3月 『SAMURAI挽歌~房州幕末編~』（演出：水木英昭） 全労済ホール/スペースゼロ
・2010年6月 『眠れぬ夜の１×８レクイエム～ﾈｲｷｯﾄﾞﾎﾟﾘｽｱｶﾃﾞﾐｰ～』（演出：水木英昭）紀伊國屋ホール
・2009年9月 『虹色唱歌~眠れぬ夜のオールドメロディー～』（演出：水木英昭）紀伊國屋ホール
・2009年8月 『眠れぬ夜のサバイバルパーティー～SO SOLDIER～』
※平成21年度文化芸術振興費補助金（芸術創造活動推進事業）（演出：水木英昭）楠一樹 役
全労済ホール/スペースゼロ
・2008年10月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース完結編～ホスト参上～』（演出：水木英昭）一輝 役
シアターサンモール
・2008年5-6月 『眠れぬ夜の電波ハイジャック～銀座でLAZY MIDNIGHT～』（演出：水木英昭）
さんたホール、アートピアホール、博品館劇場
・2008年3月 『眠れぬ夜のLove Letter Story』（構成・演出：水木英昭）

晴れたら空に豆まいて

・2007年9月 『眠れぬ夜のストレイドッグエレジー～蘇州夜曲～』（演出：水木英昭）佐久間幹夫 役
新国立劇場小劇場
・2007年3-4月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルースEPISODE１～上京編～』（演出：水木英昭）一輝 役
シアターグリーンBOX in BOX THEATER
・2007年1月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース～HOST2～』（演出：水木英昭）一輝 役 西鉄ホール
・2006年12月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース～HOST2～』（演出：水木英昭）一輝 役
シアターサンモール
・2005年9月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース』（演出：水木英昭）一輝 役
シアターグリーン・メインホール

- Ohashi Hikaru【舞台】
・2005年8月 ミュージカル『森は生きている』 アートソフィア
・2005年 劇団プロメテウス『目覚めよ、と呼ぶ声が天より聞こえ』東京ウィメンズプラザ
・2004年 劇団プロメテウス『月鏡』シアターVアカサカ提携公演
・2004年 劇団プロメテウス『神秘の降臨』
・2003年 『仕事を選ばない探偵事務所』
・2003年 『監禁クィーン』

【イベント】
・2014年 『さっぽろ雪まつり パナソニック「ぽかぽかステーション」ミニシアター』
・2007年～2013年 『エコプロダクツ

ENEOSブース ミニシアター』（エネオスマンとして出演）

【映画】
・2005年 ＨＥＲＯ 零話 -Experiment Preparation-（監督：田村祥宏）
・2006年 『サンセットミスター』（監督：山田勇人 ）
・2007年『HERO』 -THE ONLY PERSON IN THIS UNHAPPY WORLD-（監督：田村祥宏 ）

