反町隆史
生年月日 1973/12/19
出身地

埼玉県

関連人物 松嶋菜々子 (妻)

【フィルモグラフィ】
みをつくし料理帖 (2020)

出演

ＳＵＩＴＳ／スーツ２ (2020)

ゲスト出演

相棒 season 18 (2019～2020)

出演 :冠城亘

ホットギミック ガールミーツボーイ (2019)

出演 :小田切実

リーガル・ハート ～いのちの再建弁護士～ (2019)

出演 :村越誠一

相棒 season 17 (2018～2019)

出演 :冠城亘

花のち晴れ～花男 Next Season～ (2018)

ゲスト出演

相棒 season 16 (2017～2018)
相棒-劇場版IV-首都クライシス
(2017)

出演 :冠城亘
人質は５０万人！特命係

最後の決断

出演 :冠城亘

相棒 season 15 (2016～2017)

出演 :冠城亘

相棒 season 14 (2015～2016)

出演 :冠城亘

限界集落株式会社 (2015)

出演 :大内正登

迷宮捜査 (2015)

出演 :名波洋一郎

福家警部補の挨拶 (2014)

ゲスト出演

あすなろ三三七拍子 (2014)

出演 :齊藤裕一

カノジョは嘘を愛しすぎてる (2013)

出演 :高樹総一郎

八重の桜 (2013)

出演 :大山巌

最高の人生の終り方 ～エンディングプランナー～ (2012)

出演 :井原健人

市長死す (2012)

出演

東野圭吾ミステリーズ／第５話

甘いはずなのに (2012)

出演 :中川伸彦

グッドライフ (2011)

出演 :澤本大地

座頭市 THE LAST (2010)

出演 :柳司

交渉人 THE MOVIE タイムリミット 高度10,000mの頭脳戦 (2010)

出演 :中川伸也

ＧＯＬＤ (2010)

出演 :蓮見丈治

ＢＯＳＳ (2009)

ゲスト出演

交渉人

ゲスト出演

THE NEGOTIATOR （第2期） (2009)

柳生武芸帳 (2009)

出演 :柳生十兵衛

ロト６で３億２千万円当てた男 (2008)

出演 :立花悟

蒼き狼

出演 :テムジン／チンギス・ハーン

地果て海尽きるまで (2007)

ゾウのはな子 (2007)

出演 :吉岡亮平（上野恩賜動物園・象担当飼
育係）

ドリーム☆アゲイン (2007)

出演 :小木駿介／朝日奈孝也

１４才の母

出演

～愛するために 生まれてきた～ (2006)

男たちの大和／ＹＡＭＡＴＯ (2005)

出演 :森脇庄八

日本のシンドラー

出演 :杉原千畝

戦国自衛隊

杉原千畝物語／六千人の命のビザ (2005)

関ヶ原の戦い (2005)

ワンダフルライフ (2004)

出演 :伊庭明義
出演 :桐島明
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ホットマン２ (2004)

HOTMAN2
HOTMAN

ホットマン

シェエラザード

’０４春スペシャル (2004)

～海底に眠る永遠の愛～ (2004)

出演 :降矢円造
出演 :降矢円造
出演

１３階段 (2003)

出演 :三上純一／元受刑者

人間交差点

声の出演

HOTMAN

- Human Scramble - (2003)

ホットマン (2003)

流転の王妃・最後の皇弟
利家とまつ

戦乱の愛－真実の物語 (2003)

加賀百万石物語 (2002)

ダブル スコア (2002)
GTO

出演 :降矢円造
出演 :桜井哲士
出演 :織田信長
出演 :橘真ノ介

スペシャル (2002)

出演 :鬼塚英吉

フルタイム・キラー (2001)

出演 :殺し屋“Ｏ”

ナンバーワン (2001)

特別出演

ラブコンプレックス (2000)

主題歌,出演

ＧＴＯ (1999)

出演 :鬼塚英吉

Ｏｖｅｒ Ｔｉｍｅ

オーバー・タイム (1999)

出演

ＧＴＯ

ドラマスペシャル (1999)

作詞,歌,出演 :鬼塚英吉

ＧＴＯ

GREAT TEACHER ONIZUKA (1998)

作詞,歌,出演 :鬼塚英吉

バージンロード (1997)

出演

ビーチボーイズ (1997)

主題歌,歌,出演 :桜井広海

ビーチボーイズ SPECIAL (1997)

主題歌,歌,出演 :桜井広海

竜馬におまかせ！ (1996)

出演 :岡田以蔵

君を忘れない

出演 :三浦草太

ＦＬＹ

ＢＯＹＳ，ＦＬＹ！ (1995)

未成年 (1995)

出演

沙粧妙子

出演

最後の事件 (1995)
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