大判社おおばんしゃ
〒１９１－００４３東京都日野市平山６－４３－７
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０４２－５９２－６８２５
ＣＥＬＬ ０８０－５０１６－０２５４
Ｅ－ｍａｉｌ ohbangsha.sakamoto@gmail.com
担当・坂本 徹

石野

理央

いしの・りお

http://ohbangsha.com

１９８７．５．２６生まれ 京都府亀岡市出身 血液型ＡＢ
身長１７４㎝
身長１７４㎝／体重５８㎏ Ｂ８８㎝・Ｗ７４㎝・Ｈ８８㎝・Ｓ２７㎝
Ｂ８８㎝・Ｗ７４㎝・Ｈ８８㎝・Ｓ２７㎝
【特技】ギター
【特技】ギター（エレキ、アコースティック）
ギター（エレキ、アコースティック）／
（エレキ、アコースティック）／歌／殺陣（東映剣会で
殺陣（東映剣会で 10 年）／日舞
年）／日舞（藤間流で
日舞（藤間流で
13 年）／
年）／野球
野球（中学時
野球（中学時 野球部）／水泳
野球部）／水泳（
水泳（3～12 歳、スイミングスクール）／
歳、スイミングスクール）／スキューバダイビ
ング／
／関西弁 【免許】普通自動車
【免許】普通自動車 中型自動二輪 【学歴】拓殖大学経済学科卒業
【学歴】拓殖大学経済学科卒業
ング
※ 東映太秦撮影所の近くで生まれ育ったこともあり、子役では、
東映太秦撮影所の近くで生まれ育ったこともあり、子役では、４
歳から１７歳まで数多くの東
子役では、４歳から１７歳まで数多くの東
映京都作品、松竹京都作品等に出演。
「Mr.
松竹京都作品等に出演。現在、
「Mr.ハーレクイン・コンテスト」ファイナリスト。
Mr.ハーレクイン・コンテスト」ファイナリスト。

【映画】
’ ０１
’ ０２
’０４
’０５
’０５
’１３
’１３
’１７

「RED SHADOW 赤影」中野裕之監督（少年剣士役）
「たそがれ清兵衛」山田洋次監督（小姓役）
「たそがれ清兵衛」山田洋次監督（小姓役）
「パッチギ」井筒和幸監督（生徒役）
「パッチギ」井筒和幸監督（生徒役）
「バルトの楽園」 出目昌伸監督 （村の少年役）
「男たちの大和／ＹＡＭＡＴＯ」佐藤純弥監督（衛生兵役）
「謝罪の王様」水田伸生監督（マンタン国王のお付き役）
「ゴーストバンド」月川翔監督（バイト役）
「さらば青春、されど青春」赤羽博監督（康豊商事常務秘書役）
「さらば青春、されど青春」赤羽博監督（康豊商事常務秘書役）

【ＮＨＫ】
’１３
’１４
’１４
’１７
’１７
’１９

大河ドラマ「軍師官兵衛」（３話・浦上家家臣役）
「吉原裏同心」（会所の男衆・慎之介役レギュラー
（会所の男衆・慎之介役レギュラー）
レギュラー）
「クローズアップ現代・宇沢弘文」（一高生役）
大河ドラマ「おんな城主直虎」（40
（40 話・今川氏真の家人役）
「決戦！鳥羽伏見の戦い 日本の未来を決めた 7 日間」（薩摩兵役）ＮＨＫＢＳ
新作出演（撮影済み）

【ＮＴＶ】
【ＮＴＶ】
’１５ 「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＣＯＰ」（4
（4 話・刑事Ｃ役）

【ＥＸ】
’９３
’９６
’９８
’９９
’００
’０１
’０５
’１３
’１４
’１７
’１８

「暴れん坊将軍５」
「暴れん坊将軍５」（31
（31、
31、39、
39、44 話・松平健さんの幼少時代役
話・松平健さんの幼少時代役・デビュー作
松平健さんの幼少時代役・デビュー作）
・デビュー作）
「快刀！夢一座七変化」 （４話・桜井真之輔役）
「影武者徳川家康」（１、２話・豊臣秀頼役）
「痛快！三匹のご隠居」（1
（1 話）
「八丁堀の七人」（６話・片島小太郎役）
「十手人」 （７話・角之助役）
「世直し順庵！人情剣」（１話・政五郎役）
「仮面ライダーウィザード」（３０話・ミュージシャン役）
「ゼロの真実」（8
（8 話・カップル男性役）
「あいの結婚相談所」
「あいの結婚相談所」（1 話・社員Ｂ役）
「ハゲタカ」
ハゲタカ」（4
（4 話・居酒屋店員役）

【ＴＢＳ】
’９４
’９４
’９５
’９６
’９６
’００
’０４
’１７
’１８

「愛と野望の独眼竜 伊達政宗」（伊達小次郎役）
「水戸黄門」（23
（23 部 1 話・鶴丸役）
「水戸黄門」（24
（24 部 13 話・小太郎役）
「水戸黄門」（24
（24 部 37 話・堅太郎役）
「水戸黄門」（25
（25 部 3 話・小寺雄一郎役）
「大江戸を駈ける」（11
（11 話）
「水戸黄門」（33
（33 部 12 話・古畑左太郎役）
「有田哲平の夢なら醒めないで」（熊田曜子さんの夫役）
「有田哲平の夢なら醒めないで」
有田哲平の夢なら醒めないで」（新妻聖子さんの夫役）

【ＴＸ】
’９８ 新春ワイド時代劇「赤穂浪士」（吉千代役）
’０４ 新春ワイド時代劇「国盗り物語」（織田勘十郎役）

【ＣＸ】
’０２「金曜エンタテイメント 山村美紗サスペンス 流れ橋殺人事件」
’１２「スイッチガール！！２」（3
（3、４、５話・真木村の手下役）
’１７「ROAD
１７「ROAD TO EDEN」
EDEN」(3，
(3，5，8 話・タオ<
話・タオ<岩城滉一さんの青年時代>
岩城滉一さんの青年時代>役)

【ＤＶＤ映画】
’１３「美容室へイクッ！」羽生研司監督（主演
１３「美容室へイクッ！」羽生研司監督（主演）
主演）
’１４「リベンジポルノ２」羽生研司監督（主演
１４「リベンジポルノ２」羽生研司監督（主演）
主演）
【自主制作映画】
’ ０９
’１０
’１０
’１６

「逆走少年パンツ」（バンタン映像学院制作・主演
（バンタン映像学院制作・主演）
主演）
「よっつづつ」
「Ｃｈｉｎｇ Ｔａｎｇ」（主演
（主演）
主演）
「潔癖スイーツ」（日大放送学科制作ドラマ・主演
主演）
（日大放送学科制作ドラマ・主演）

【舞台】
’１２「ばばあめし」鈴木穣 作・演出 ｃｉｎｅｍａｎ第 6 回公演
’１３「ビールのおじさん」鈴木穣 作・演出 c i n e m a n 第７回公演
’１５「愛子のいえ」
１５「愛子のいえ」鈴木穣 作・演出 c i n e m a n 第 8 回公演
’１５「明石流 秋のおさらい会」
秋のおさらい会」（日舞公演）
’１６「モノクローム」浅草六区
１６「モノクローム」浅草六区ゆめまち劇場（
浅草六区ゆめまち劇場（主演
ゆめまち劇場（主演）
主演）
’１６「るかわの砂漠」鈴木穣 作・演出 c i n e m a n 第 9 回公演
’１７「アオイの花」
１７「アオイの花」森岡利行 作・演出 STRAYDOG プロデュース公演
’１７「モンブラン～黄昏の ROUTE６９～」浅草六区ゆめまち劇場
ROUTE６９～」浅草六区ゆめまち劇場
’１８「明石須磨 舞の会」
舞の会」小諸高原美術館
’１９「日舞公演出演決定」

【モデル】
’１３「日立ハイテク展示会パネル写真」
’１５「東京都理容競技大会」於・都立産業貿易センター

【CM】
CM】
’１６「Uber
１６「Uber EATS」
EATS」(フードデリバリーサービス)
フードデリバリーサービス)

【ライヴ】
【ライヴ】
’１７「夏はスイカと雅美と一郎」
１７「夏はスイカと雅美と一郎」（ギターの弾き語り）
’１８「ナウいヤングと雅美と一郎」
１８「ナウいヤングと雅美と一郎」（ギターの弾き語り）

【コンテスト】
【コンテスト】
’１９「日本の Mr.ハーレクインは誰だ！？」コンテスト・ファイナリスト（９／
Mr.ハーレクインは誰だ！？」コンテスト・ファイナリスト（９／19
ハーレクインは誰だ！？」コンテスト・ファイナリスト（９／19 決戦）

