松坂桃李
生年月日 1988/10/17
出身地

神奈川県

【フィルモグラフィ】
いのちの停車場 (2021)

出演

あの頃。 (2020)

出演

耳をすませば (2020)

出演

微笑む人 (2020)

出演 :仁藤俊美

４つの不思議なストーリー～超常ミステリードラマＳＰ
(2020)

出演 :岸本宏樹

蜜蜂と遠雷 (2019)

出演 :高島明石

HELLO WORLD (2019)

声の出演 :カタガキナオミ

新聞記者 (2019)

出演 :杉原拓海

居眠り磐音 (2019)

出演 :坂崎磐音

いだてん ～東京オリムピック噺（ばなし）～ (2019)

出演 :岩田幸彰

パーフェクトワールド (2019)

出演 :鮎川樹

この世界の片隅に (2018)

出演 :北條周作

わろてんか (2017～2018)

出演 :北村藤吉

孤狼の血 (2017)

出演 :日岡秀一

娼年 (2017)

出演 :森中領（リョウ）

不能犯 (2017)

出演 :宇相吹正

彼女がその名を知らない鳥たち (2017)

出演 :水島真

ユリゴコロ (2017)

出演 :亮介

キセキ －あの日のソビト－ (2017)

出演 :ジン

視覚探偵

出演 :日暮旅人

日暮旅人 (2017)

ゆとりですがなにか

純米吟醸純情編 (2017)

出演 :山路一豊

dTVオリジナルドラマ「不能犯」 (2017)

出演

デスノート Light up the NEW world (2016)

声の出演 :ベポ

湯を沸かすほどの熱い愛 (2016)

出演 :向井拓海

真田十勇士 (2016)

出演 :霧隠才蔵

秘密

出演 :鈴木克洋

THE TOP SECRET (2016)

ゆとりですがなにか (2016)

出演 :山路一豊

人生の約束 (2015)

出演 :沢井卓也

劇場版 MOZU (2015)

出演 :権藤剛

図書館戦争

出演 :手塚慧

THE LAST MISSION (2015)

ピース オブ ケイク (2015)

出演 :オカマの天ちゃん

日本のいちばん長い日 (2015)

出演 :畑中健二

エイプリルフールズ (2015)

出演 :牧野亘

マエストロ！ (2015)

出演 :香坂真一（第１ヴァイオリン／コンサートマス
ター）

図書館戦争

BOOK OF MEMORIES (2015)

出演 :手塚慧

サイレーン

刑事×彼女×完全悪女 (2015)

出演 :里見偲

視覚探偵

日暮旅人 (2015)

BUMP OF CHICKEN “WILLPOLIS 2014” 劇場版 (2014)

出演 :日暮旅人
出演
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くるみ割り人形 (2014)

声の出演 :フリッツ／フランツ

万能鑑定士Ｑ －モナ・リザの瞳－ (2014)

出演 :小笠原悠斗

チーム・バチスタFINAL

出演 :滝沢秀樹

ケルベロスの肖像 (2014)

軍師官兵衛 (2014)

出演 :黒田長政

全盲の僕が弁護士になった理由 (2014)

出演

風俗行ったら人生変わったwww (2013)

出演 :晋作

ガッチャマン (2013)

出演 :健

リバース

出演 :江上亨

～警視庁捜査一課チームＺ～ (2013)

TAKE FIVE～俺たちは愛を盗めるか～ (2013)

出演 :新美晴登

花の鎖 (2013)

出演 :北神浩一

ダンダリン

出演 :南三条和也

労働基準監督官 (2013)

世にも奇妙な物語'13

秋の特別編 (2013)

出演

チキンレース (2013)

出演 :井口弘樹

今日、恋をはじめます (2012)

出演 :椿京汰

ツナグ (2012)

出演 :渋谷歩美

王様とボク (2012)

出演 :ミキヒコ

グッドカミング～トオルとネコ、たまに猫～ (2012)

出演

梅ちゃん先生 (2012)

出演 :安岡信郎

「名探偵コナン」スペシャルドラマ
人事件 (2012)
尾根のかなたに

工藤新一 京都新撰組殺

～父と息子の日航機墜落事故～ (2012)

出演 :服部平次
出演 :小倉光太郎

梅ちゃん先生／結婚できない男と女スペシャル (2012)

出演 :安岡信郎

麒麟の翼

出演 :青柳悠人

～劇場版・新参者～ (2011)

ドット ハック

セカイの向こうに (2011)

声の出演 :田中翔

アントキノイノチ (2011)

出演 :松井新太郎

僕たちは世界を変えることができない。 But, we wanna build
出演 :本田充
a school in Cambodia. (2011)
アスコーマーチ ～明日香工業高校物語～ (2011)

出演 :横山有人

名探偵コナン

ゲスト出演

工藤新一への挑戦状 (2011)

怪盗ロワイヤル (2011)

出演 :神村

天装戦隊ゴセイジャーＶＳシンケンジャー
幕 (2010)
帰ってきた侍戦隊シンケンジャー
チーム・バチスタ２

エピック ＯＮ 銀

特別幕 (2010)

ジェネラル・ルージュの凱旋 (2010)

零

出演 :志葉丈瑠／シンケンレッド
出演 :志葉丈瑠／シンケンレッド
出演 :滝沢秀樹

ＧＯＬＤ (2010)

出演 :早乙女

クローン ベイビー (2010)

出演 :菊池ヒロ

洸

チーム・バチスタＳＰ２０１１ ～さらばジェネラル！天才救
出演 :滝沢秀樹
命医は愛する人を救えるか～ (2010)
デス・ゲーム・パーク (2010)

出演

侍戦隊シンケンジャーＶＳゴーオンジャー
(2009)
侍戦隊シンケンジャー

銀幕版

銀幕ＢＡＮＧ！！

天下分け目の戦 (2009)

出演 :志葉丈瑠／シンケンレッド
出演 :志葉丈瑠／シンケンレッド

仮面ライダーディケイド (2009)

ゲスト出演 :志葉丈瑠／シンケンレッド

侍戦隊シンケンジャー (2009)

出演 :志葉丈瑠／シンケンレッド
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