
       apache

 

身長：185cm　体重：78kg　足サイズ：28cm

【特技・趣味】　
空手（正道会館 黒帯）・居合（弐段）・キックボクシング
バイク（大型）・乗馬・スキューバダイビング・英語

＜活動内容＞
【映画】

2021 「太陽は動かない」 (監督：羽住英一郎)
「種まく旅人　～華蓮のかがやき～」 (監督：井上昌典)

2020 「みをつくし料理帖」 (監督：角川春樹)
「ミッドナイトスワン」 (監督：内田英治)

2018 「OVER　DRIVE」 （監督：羽住英一郎）
2017 「ミックス」 (監督：石川淳一)
2016 「秘密　　THE TOP SECRET」　　 （監督：大友啓史）
2015 「MOZU　劇場版」　 （監督：羽住英一郎）

「Ｓ ―最後の警官― THE MOVIE」　　　嵐悟役 （監督：平野俊一）
2014 「MONSTERZ  モンスターズ」 （監督：中田秀夫）
2013 「桜姫」　　　長浦残月役 （監督：橋本　 一）
2012 「るろうに剣心」　　　我荒兄役 （監督：大友啓史）

「BRAVE HEARTS 　海猿」　　　山路拓海役 （監督：羽住英一郎）
2011 「ワイルド７」　　　ヘボピー役 （監督：羽住英一郎）

「日輪の遺産」　　　中原役 （監督：佐々部清）
2010 「THE LAST MESSAGE　 海猿」　　　山路拓海役 （監督：羽住英一郎）
2009 「笑う警官」　　　長正寺役 （監督：角川春樹）

「レイン・フォール　－雨の牙－」　　アセット役 （監督：ﾏｯｸｽ・ﾏﾆｯｸｽ）
2008 「２０世紀少年 第一章 終わりの始まり」　井川智役 （監督：堤　 幸彦）

「神様のパズル」　　　如月役 （監督：三池崇史）
2007 「蒼き狼　～地果て海尽きるまで～」　　ジャムカ役 （監督：澤井信一郎）
2006 「LIMIT OF LOVE　 海猿」　　　山路拓海役 （監督：羽住英一郎）
2005 「逆境ナイン」　　　三島役 （監督：羽住英一郎）

「交渉人　真下正義」 （監督：本広克行）
2004 「LANDSCAPE WITH CORPSE 」※ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ映画 主演：ｶﾂｼﾛ ｱｷﾗ役
2001 「SAMOURAIS」　　　　※フランス映画 （監督：ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ・ｼﾞｪﾃﾞﾙﾘｰﾆ）
【CM】
2015 スバル 「ＬＥＶＯＲＧ」
2013 日本コカコーラ 「ジョージア」 こだわりのひと休み篇　
2006 ユニクロ
2004 アサヒ　焼酎「ＳＡＺＡＮ」

ユニクロ
【PV】
2015 UVER world　「PRAYING RUN」
2013 吉川晃司　「SAMURAI ROOK」　　（監督：大友啓史）　　　
2008 SunSet Swish 「PASSION」
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       apache 【ＴＶ】
2021 「ハコヅメ」 NTV (演出：南雲聖一)他

「警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～シーズン5」第6話 TX (演出：竹村謙太郎)
「おかえりモネ」 NHK (演出：一木正恵)他
「神様のカルテ」第1話 TX (演出：村上正典)

2020 「今際の国のアリス」 NETFLIX (演出：佐藤信介)
「モノクロームの反転」 TX (演出：麻生学)
「一億円のさようなら」 NHK (演出：川村泰祐)他
「私の家政夫ナギサさん」 TBS (演出：坪井敏雄)他
「越境捜査」 TX (演出：児玉宜久)
「絶対零度～未然犯罪潜入捜査～」第1話 CX (演出：村上正典)

2019 「執事西園寺の名推理２」 TX （演出：橋本一）他
「ブシメシ！2」 NHK-BS (演出：山内宗信)他
「後妻業」 CX (演出：光野道夫)他

2018 「アシガールSP」 NHK (演出：伊勢田雅也)
「黄昏流星群」 CX （演出：平野眞）他
「結婚相手は抽選で」 CX （演出：石川淳一）他
「執事　西園寺の名推理」 TX （演出：橋本一）他

2017 「コウノドリ　2」 TBS (演出：土井裕泰)他
「コードブルー」第2話 CX (演出：西浦正記)
「貴族探偵」第2話 CX (演出：中江功)
「プラージュ」第3話 WOWOW (演出：吉田康弘)
「スリル～赤の章」第4話 NHK (演出：滝本憲吾)
「青の時代　名曲ドラマシリーズ<LOVEマシーン>」 NHK-BS (演出：佐野達也)
「おんな城主直虎」第5～12話 NHK (演出：渡辺一貴)他

2016 「勇者ヨシヒコと導かれし七人」　　第3話 TX （演出：福田雄一）
「キャリア～掟破りの警察署長～」　　レギュラー出演 CX （演出：石川淳一）他
「ドクターカー」第7話 YTV （演出：橋本一）
「フラジャイル」稲垣大道役 CX （演出：石川淳一）

2015 MOZUｽﾋﾟﾝｵﾌ「大杉探偵事務所～砕かれた過去編」 WOWOW （演出：羽住英一郎）
MOZUｽﾋﾟﾝｵﾌ「大杉探偵事務所～美しき標的編」 TBS （演出：羽住英一郎）
「コウノドリ」　　レギュラー　　加瀬宏役　　 TBS （演出：土井裕泰）

2014 「検事・霧島三郎」　　　桑原警部役 TBS （演出：生野慈朗）
「MOZU Season２ ～幻の翼～」　　加藤役 WOWOW （演出：羽住英一郎）
「MOZU Season１ ～百舌の叫ぶ夜～」　加藤役 TBS （演出：羽住英一郎）
「Ｓ ―最後の警官―」　　レギュラー　　嵐悟役 TBS （演出：平野俊一）他

2013 「特捜最前線2013～7頭の警察犬～」鷹柳岳志役 ANB （演出：橋本　 一）
「大岡越前」　　　第２話　　権太役 NHK-BS （演出：矢田清巳）他
「ﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾀｰ青木亜木子～湯煙の中の殺意～」 TX （演出：鶴巻日出雄）

2012 「ダブルフェイス　-偽装警察編－」　　アオキ役 WOWOW （演出：羽住英一郎）
「ダブルフェイス －潜入捜査編－」　　アオキ役 TBS （演出：羽住英一郎）
「深夜も踊る大捜査線　THE FINAL 」 CX （演出：長瀬国博）

2010 「臨場」　　第１話　　長谷川隆志役 ANB （演出：橋本　 一）
2009 「必殺仕事人 ２００９」　　第２０話　　中野兵庫役 ANB （演出：原田　 徹）

「ＭＲ．ＢＲＡＩＮ」　　第２話　　後藤秀樹役 TBS （演出：福澤克雄）他
「RESCUE　特別高度救助隊」　レギュラー 西田役 TBS （演出：倉貫健二郎）他

2008 「パンドラ」　　　第４話 WOWOW （演出：小林義則）
「交渉人」　　第４話　　宮原役 ANB （演出：松田秀知）

2007 「夢路　待ち合わせ編」　 TBS （演出：石川智徹）
2005 「逃亡者　木島丈一郎」 CX （演出：波多野貴文）

「ゆくな！龍馬」　　　李梅朱役 CX （演出：久保田哲史）
「海猿　EVOLUTION」　レギュラー　山路拓海役 CX （演出：羽住英一郎）

【ラジオドラマ】 2004 世にも奇妙な物語2004秋の特別編「地獄は満員」 CX （演出：福本義人）
2021 「下町ロケット」 KBCラジオ 2003 「Ｄｒ．コトー診療所」　　レギュラー　石上雄二役 CX （演出：中江　 功）

【舞台】 企画集団 DOA プロデュース公演 「沼と蓮」　　於：紀伊国屋ホール
【その他】

2014 Bee TV 「今日からヒットマン」　　　勝次役
2003 「TRUNK」　　　（監督：青山真治）
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