石田卓也
生年月日 1987/02/10
出身地

愛知県

関連人物 ザ・タイツメン

【フィルモグラフィ】

星めぐりの町 (2017)

出演

緊急取調室 SECOND SEASON (2017)

ゲスト出演

コウノドリ （第２シリーズ） (2017)

ゲスト出演

牙狼＜GARO＞ －魔戒烈伝－ (2016)

出演 :Ｄ・リンゴ

鼠、江戸を疾る２ (2016)

ゲスト出演

隠れ菊 (2016)

ゲスト出演

ズタボロ (2015)

出演 :ピカイチ

神谷玄次郎捕物控２ (2015)

ゲスト出演

海に降る (2015)

出演

振り子 (2014)

出演 :学生時代の大介

TOKYO TRIBE (2014)

出演 :キム

A.F.O (2014)

出演

相棒 （Season 12） (2013～2014)

ゲスト出演

モンゴル野球青春記 (2013)

出演

ラストホープ (2013)

ゲスト出演

潜入探偵トカゲ (2013)

ゲスト出演

ごちそうさん (2013)

出演 :近藤学

はじまりの歌 (2013)

出演 :藤田青爾

ダンダリン

ゲスト出演

労働基準監督官 (2013)

オリンピックの身代金 (2013)

出演 :寺田

リアル鬼ごっこ４ (2012)

出演

タイトロープの女 (2012)

出演 :榊敬一郎

開拓者たち (2012)

出演 :阿部史郎

恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか？ (2012)

出演 :瀬尾純兵

ATARU (2012)

ゲスト出演

クロヒョウ２

龍が如く 阿修羅編 (2012)

出演 :榊天馬

走馬灯株式会社 (2012)

ゲスト出演

URAKARA (2011)

ゲスト出演

故郷～娘の旅立ち～ (2011)

出演

アスコーマーチ ～明日香工業高校物語～ (2011)

出演 :広瀬里美

美雪の風鈴 (2011)

出演

岳 -ガク- (2010)

出演 :阿久津敏夫

信さん・炭坑町のセレナーデ (2010)

出演 :中岡信一
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リアル鬼ごっこ２ (2010)

出演 :佐藤翼

まっつぐ

ゲスト出演

鎌倉河岸捕物控 (2010)

逃亡弁護士 (2010)

ゲスト出演

クロヒョウ

出演 :榊天馬

KING GAME

龍が如く 新章 (2010)
キングゲーム (2009)

出演 :スズ

火天の城 (2009)

出演 :市造

ROOKIES －卒業－ (2009)

出演 :濱中太陽

60歳のラブレター (2009)

出演 :北島進

鴨川ホルモー (2009)

出演 :芦屋満

ヴォイス －命なき者の声－ (2009)

ゲスト出演

救命病棟２４時 （第４期） (2009)

出演 :工藤亮介

さよならが言えなくて ～子供たちに迫るドラッグの誘惑、夜回
出演
り先生の苦悩～ (2009)
不毛地帯 (2009)

出演 :鮫島倫敦

救命病棟２４時 ～２０１０スペシャル～ (2009)

出演 :工藤亮介

花のあすか組 NEO! (2008)

出演 :テル

おっぱいバレー (2008)

出演 :バレー部先輩

オンナゴコロ (2008)

出演

罪とか罰とか (2008)

出演

ＧＳワンダーランド (2008)

出演 :紀川マサオ（ザ・タイツメン）

R246 STORY (2008)

出演

ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 (2008)

出演 :西条

Sweet Rain

出演 :阿久津伸二

死神の精度 (2007)

雨の翼 (2007)

出演 :松前陽介

リアル鬼ごっこ (2007)

出演 :佐藤翼

東京少年 (2007)

出演 :唐沢シュウ

風の外側 (2007)

出演 :梁秀一・ヤン スイル

グミ・チョコレート・パイン (2007)

出演 :大橋賢三

キトキト！ (2006)

出演 :斎藤優介

夜のピクニック (2006)

出演 :西脇融

ラフ

出演

ＲＯＵＧＨ (2006)

時をかける少女 (2006)

声の出演 :間宮千昭

ガチバカ！ (2006)

出演 :深田裕之

ピクニックの準備 (2006)

出演 :西脇融

蝉しぐれ (2005)

出演 :文四郎（子供時代）

青春の門

出演

－筑豊篇－ (2005)

アルバイト探偵（アイ）／１００万人の標的 (2005)

出演

文學の唄

出演

恋する日曜日 (2005)
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