小泉孝太郎
生年月日 1978/07/10
出身地

神奈川県横須賀市

関連人物 小泉純一郎 (父)

【フィルモグラフィ】
バスカヴィル家の犬

シャーロック劇場版 (2022)

出演

鎌倉殿の13人 (2022)

出演 :平宗盛

警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～出張捜査 (2021)

出演 :小早川冬彦

警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～SEASON5 (2021)

出演 :小早川冬彦

まともじゃないのは君も一緒 (2020)

出演 :宮本功

病院の治しかた～ドクター有原の挑戦～ (2020)

出演 :有原修平

ハケンの品格 （第２期） (2020)

出演 :里中賢介

恋する母たち (2020)

出演 :斉木巧

ベイマックス ザ・シリーズ

（シーズン２） (2019～2020)

声の出演（日本語吹替版） :タダシ

グッドワイフ (2019)

出演 :多田征大

警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～SEASON4 (2019)

出演 :小早川冬彦

七つの会議 (2018)

出演 :奈倉翔平

我が家の問題 (2018)

ゲスト出演 :高木達生

ブラックペアン (2018)

出演 :高階権太

警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～THIRD SEASON (2018)

出演 :小早川冬彦

真犯人 (2018)

出演 :日下悟

ベイマックス ザ・シリーズ

（シーズン１） (2017～2018)

声の出演（日本語吹替版） :タダシ

スカブロ (2017)

出演

アキラとあきら (2017)

出演 :安堂章二

警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～SECOND SEASON (2017)

出演 :小早川冬彦

ベイマックス／帰ってきたベイマックス (2017)

声の出演（日本語吹替版） :タダシ

警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～ (2016)

出演 :小早川冬彦

沈まぬ太陽 （第１部） (2016)

出演 :沢泉正夫

受験のシンデレラ (2016)

出演 :五十嵐透

盲目のヨシノリ先生

出演 :青井修平

～光を失って心が見えた～ (2016)

Chef～三ツ星の給食～ (2016)

出演 :篠田章吾

刑事 吉永誠一

出演 :鑑貴一

ファイナル (2016)

ボクの妻と結婚してください。 (2015)

出演 :斉藤光信

エイジハラスメント (2015)

出演 :保科晶彦

死の臓器 (2015)

出演 :沼崎恭太

保身 (2015)

出演 :宮下文也

下町ロケット (2015)

出演 :椎名直之

ベイマックス (2014)

声の出演（日本語吹替版） :タダシ

プラトニック (2014)

出演 :望月和久

おわこんＴＶ（てれび） (2014)

出演 :三橋圭祐

ペテロの葬列 (2014)

出演 :杉村三郎

新・刑事吉永誠一 (2014)

出演 :鑑 貴一

瀬戸内海賊物語 (2013)

出演 :宇治原清秀

八重の桜 (2013)

出演 :徳川慶喜

夜行観覧車 (2013)

ゲスト出演

お助け屋★陣八 (2013)

出演 :井口達也

名もなき毒 (2013)

出演 :杉村三郎
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刑事吉永誠一

涙の事件簿 (2013)

出演 :鑑 貴一

踊る大捜査線

THE FINAL

出演 :小池茂

新たなる希望 (2012)

恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか？ (2012)

出演 :飯田猛

カエルの王女さま (2012)

出演 :井坂哲郎

妻が夫をおくるとき (2012)

出演 :竹田制作助手

毒＜ポイズン＞ (2012)

ゲスト出演

十万分の一の偶然 (2012)

出演 :塚本 暁

悪党～重犯罪捜査班 (2011)

出演 :里中啓一郎

カーネーション (2011)

出演 :中村春太郎

HUNTER

ハンター～その女たち、賞金稼ぎ～ (2011)

踊る大捜査線

THE MOVIE ３

ヤツらを解放せよ！ (2010)

出演 :寺島吾郎
出演 :小池茂（警視庁刑事部交渉課課長警視）

崖っぷちのエリー ～この世でいちばん大事な「カネ」の話～ (2010)

出演 :平林正宗

外科医

出演 :秋山浩平

須磨久善 (2010)

さよなら、アルマ ～赤紙をもらった犬～ (2010)

出演 :緒方清治

天地人 (2009)

出演 :樋口与七

春さらば ～おばあちゃん

天国に財布はいらないよ～ (2009)

出演 :高宮充

ごくせん

卒業スペシャル’０９ (2009)

出演 :夏目誠一（校医）

刑事一代

平塚八兵衛の昭和事件史 (2009)

出演 :岩瀬厚一郎

コールセンターの恋人 (2009)

出演 :都倉渉

働くゴン！ (2009)

出演

リアル・クローズ (2009)
アテンションプリーズ
(2008)

出演 :蜂矢英明

スペシャル

～オーストラリア・シドニー編～

出演 :堤修介

おせん (2008)

ゲスト出演

ごくせん

出演 :夏目誠一（校医）

（第３期） (2008)

あの日、僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かった －カウラ捕虜
出演
収容所からの大脱走－ (2008)
福家警部補の挨拶

～オッカムの剃刀～ (2008)

アテンションプリーズ

スペシャル

出演

～ハワイ・ホノルル編～ (2007) 出演 :堤修介

花嫁とパパ (2007)

出演 :鳴海駿一

オトコの子育て (2007)

出演 :丸山洋介

ガチバカ！ (2006)

出演 :渡辺元気

アテンションプリーズ (2006)

出演 :堤修介

不信のとき

出演 :近藤慶

ウーマン・ウォーズ (2006)

波の塔 (2006)

出演 :小野木喬夫

ハケンの品格 (2006)

出演 :里中賢介

劇場版

仮面ライダー響鬼（ヒビキ）と７人の戦鬼 (2005)

出演 :猛士

交渉人

真下正義 (2005)

出演 :小池茂：警視庁刑事部交渉課準備室CICルーム係長
警部

義経 (2005)

出演 :平資盛

スローダンス (2005)

出演 :八嶋優太

ドラマスペシャル

出演 :浅野比呂志

ナースマン (2004)

炎の警備隊長

五十嵐杜夫 (2003～2011)

出演

踊る大捜査線

BAYSIDE SHAKEDOWN 2 (2003)

出演 :小池茂

踊る大捜査線
(2003)

THE MOVIE ２

レインボーブリッジを封鎖せよ！

出演 :小池茂

僕だけのマドンナ...and I love Her. (2003)

出演 :中野隆志

転がしお銀～父娘（おやこ）あだ討ち江戸日記～ (2003)

出演

ナースマン (2002)

出演

初体験

出演

hatsu-taiken (2002)

しあわせのしっぽ (2002)

出演 :西寺誠司
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