風間俊介
生年月日 1983/06/17
出身地

東京都

【フィルモグラフィ】

鳩の撃退法 (2021)

出演 :幸地秀吉

やっぱりおしい刑事 (2021)

出演 :押井敬史

麒麟がくる (2020～2021)

出演 :徳川家康

頭取 野崎修平 (2020)

出演 :石原俊之

記憶捜査～新宿東署事件ファイル～

－令和の女殺人鬼－ (2020)

出演 :神啓太郎

記憶捜査２～新宿東署事件ファイル～ (2020)

出演 :神啓太郎

監察医 朝顔（第２シーズン） (2020)

出演 :桑原真也

記憶捜査～新宿東署事件ファイル～ (2019)

出演 :神啓太郎

やすらぎの刻～道 (2019)

出演 :根来公平

おしい刑事 (2019)

出演 :押井敬史

監察医 朝顔 (2019)

出演 :桑原真也

CHEAT チート ～詐欺師の皆さん、ご注意ください～ (2019)

出演 :安斎和毅

西郷（せご）どん (2018)

出演 :橋本左内

未解決の女

ゲスト出演

警視庁文書捜査官 (2018)

サバイバル・ウェディング (2018)

出演 :石橋和也

クロスロード３

出演 :藤城紫苑

群衆の正義 (2018)

下剋上受験 (2017)

出演 :楢崎哲也

陸王 (2017)

出演 :坂本太郎

後妻業の女 (2016)

出演 :岸上博司

少女椿 (2016)

出演 :ワンダー正光

劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS (2016)

声の出演 :武藤遊戯

エヴェレスト

出演 :岸文太郎

神々の山嶺 (2016)

99.9-刑事専門弁護士- (2016)

ゲスト出演

猫なんかよんでもこない。 (2015)

出演 :ミツオ

問題のあるレストラン (2015)

ゲスト出演

経世済民の男／高橋是清 (2015)

出演 :小島信吾

ぼんくら２ (2015)

出演 :佐吉

Ｚアイランド (2014)

出演 :しげる

僕のいた時間 (2014)

出演 :水島守

刑事 (2014)

出演 :永井清

銀二貫 (2014)

出演 :建部玄武

あすなろ三三七拍子 (2014)

出演 :保阪翔

ぼんくら (2014)

出演 :佐吉

ペタル ダンス (2013)

出演 :川田
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最悪の卒業式 (2013)

出演 :村越昌也

富士子のかれいな一日 (2013)

出演

救命病棟２４時 （第５期） (2013)

出演 :広瀬斎

ダンダリン

出演 :胡桃沢海

労働基準監督官 (2013)

マッチング・ラブ (2013)

出演 :徳井カナタ

純と愛 (2012～2013)

出演 :待田愛

映画 鈴木先生 (2012)

出演 :勝野ユウジ

任侠ヘルパー (2012)

出演 :山際成次

理想の息子 (2012)

ゲスト出演

鈴木先生の結婚報告 ～待望の休暇も心の汗が止まらないッ！～ (2012)

出演 :ユウジ

おふくろ先生の診療日記４
(2012)

出演

～人はひとりじゃない！伊豆・稲取編～

コクリコ坂から (2011)

出演 :水沼史郎

前橋ヴィジュアル系 (2011)

出演

ＬＡＤＹ～最後の犯罪プロファイル～ (2011)

ゲスト出演

３年Ｂ組金八先生ファイナル～「最後の贈る言葉」４時間ＳＰ (2011)

出演

それでも、生きてゆく (2011)

出演 :雨宮健二（三崎文
哉）

妖怪人間ベム (2011)

ゲスト出演

劇場版 遊☆戯☆王 ～超融合! 時空を越えた絆～ (2009)

声の出演 :武藤遊戯

交渉人スペシャル ～THE NEGOTIATOR～ (2009)

出演 :瀬沼明夫

婚カツ！ (2009)

ゲスト出演

姿三四郎 (2007)

出演 :左文字大三郎

アキハバラ＠ＤＥＥＰ (2006)

出演 :ページ

ヤンキー母校に帰る

出演

遊☆戯☆王
太閤記

旅立ちの時 (2005)

デュエルモンスターズ

光のピラミッド (2004)

声の出演 :武藤遊戯

～サルと呼ばれた男～ (2003)

３年Ｂ組金八先生

出演 :小一郎

（第６シリーズ） (2001～2002)

出演 :兼末健次郎

少年は鳥になった (2001)

出演

世界で一番熱い夏 (2001)

出演

遊☆戯☆王

声の出演 :武藤遊戯

デュエルモンスターズ (2000～2004)

３年Ｂ組金八先生
眠れる森

（第５シリーズ） (1999～2000)

出演 :兼末健次郎

A Sleeping Forest (1998)

出演

このデータベースのデータおよび解説文等の権利はすべて株式会社スティングレイが所有しています 。
データ及び解説文、画像等の無断転用を一切禁じます。

Copyright (C) 2019 Stingray. All Rights Reserved.

