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浜谷康幸 Yasuyuki Hamaya 

生年月日：1972年3月21日 
T：180 C：96 W：80 H：94 S：27.5 
 
出身地：東京都 
特 技：ボクシング、水泳 
趣 味：スノーボード、サーフィン 
資 格：普通自動車一種免許、国内旅行業務取扱主任者 
受賞歴：バッカーズアワード演劇奨励賞 2016年男優賞 
首周り： ３７cm 頭周り： ５８cm 
袖 丈： ５３cm 裄 丈： ７７cm 
股 下： ７８cm 肩 巾： ４６cm 

 
 
◆主な出演歴
■MOVIE 
1998 

『ろくでなしブルース２』 (マツ役) 

 パル企画  室賀厚 監督 

2003 

『阿修羅のごとく』 (ボクサー役)  森田芳光 監督 

2007 

『親父』   井出良英 千葉真一 監督 

2008 

『子猫の涙』                         森岡利行 監督 

2011 

『哭きの竜 外伝１』 （堤薫役） 

『哭きの竜 外伝２』 （堤薫役） 

 アット エンタテインメント 井出良英 監督 

『魂を握り潰した男』 神宮前プロデュース 前田万吉 監督 

2015 

『HERO』 （赤松健役） 東宝 鈴木雅之 監督 

 

 他多数 

■TV 
2005 

『自由戀愛』 WOWOW 原田眞人 監督 

『水夢』 (松木悟役) 高明 監督 

2006 

『繋がれた明日』 (レギュラー 安西秀行役) 

  NHK 榎戸崇泰 監督 

『松本清張スペシャル 共演者』 NTV 上川伸廣 監督 

 

2009 

『Ｑ．Ｅ．Ｄ』 (刑事役)  NHK 榎戸崇泰 監督 

2012 

『メルトダウン 連鎖の真相』 NHK 総合 

       平成 24 年度(第 67 回)文化庁芸術祭 
 テレビ・ドキュメンタリー部門 大賞受賞 NHK スペシャル 

『シングルマザーズ』  （第１話 居酒屋店長役） NHK 総合 

2013 

『八重の桜』 （高崎佐太郎役） 

 (第 9 話)  NHK 総合 加藤拓 演出 

『メルトダウン 連鎖の真相』 NHK 総合 

『リアル鬼ごっこ THE ORIGIN』 (第１話)  

 TVK 他 副島宏司 監督 

2017 

『コードブルー THE THIRD SEASON』 (橋爪優斗の父親役) 

 フジテレビ 西浦正記 演出 

 
■OV 
2012 

『ザ・闇金融道』（北沢役） 

 GP ミュージアム 井出良英 監督 

 
 
 



 

■STAGE 
2000 

『暗闇のレクイエム』 

 新宿スペース 107 ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

2001 

『路地裏の優しい猫』 

 新宿スペース 107 ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

『カノン』 

 新宿スペース 107 ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

2002 

『竜二～お父さんの遺した映画～』 

 中野ザ・ポケット ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

『心は孤独なアトム』  

 スペースゼロ ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

2003 

『花火』 

 プーク人形劇場 それいけ！まっつぁん 松永久美子 演出 

『月に吠える赤い犬』 

 東演パラータ М魂 せきたけし 演出 

2004 

『悲しき天使』 

 新宿スペース 107 ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

『母の桜が散った夜』 

 新宿シアターモリエール ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

『蒲田行進曲』  

 ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出

『映像都市 チネチッタ』 

 萬スタジオ ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

2005 

『悲しき天使』   

 新宿スペース 107 ＳＴＲＡＹＤＯＧ  森岡利行 演出 

『サンチマンタル・サンチディウム』 

 新宿ゴールデン街劇場 それいけ！まっつぁん   植村結子 演出 

2006 

『カナリヤは泣かない』  

 新宿シアターモリエール 獏天フィルム演劇企画部 

  井出良英 演出 

『イットキソー鳥ロジィ』 

 駅前劇場 それいけ！まっつぁん   北村魚 演出 

2007 

『血と汗と涙、そして魂さえもグランドに置き去ったのか』 

 新宿スペース 107 獏天フィルム演劇企画部  井出良英 演出

『ボクのサンキュウ』 

 サンモールスタジオ ＳＴＲＡＹＤＯＧ  岡部直子 演出 

『しがらみの向こうに』  

  新宿スペース 107  RISU PRODUCE  松本匠 演出 

 

■STAGE（続き） 
2008 

『もののふ魂』 

 ザムザ阿佐ヶ谷 獏天フィルム演劇企画部  井出良英 演出 

『しがらみの向こうに』 

 下北沢 楽園（他） RISU PRODUCE  松本匠 演出 

『バディ・バディ・バディ・バディ』 

 新宿シアターモリエール アガトリイ   今谷フトシ 演出 

2009 

『外道ノ國ニ生マレテ』 

 ザムザ阿佐ヶ谷 獏天フィルム演劇企画部  井出良英 演出

『赤紙 ＪＡＰプライド』 

 新宿スペース 107 獏天フィルム演劇企画部  井出良英 演出 

『ぼくはだれ〜取調室での攻防〜』 

 (第 19 回下北沢演劇祭参加作品)  

 下北沢 楽園（他） RISU PRODUCE  松本匠 演出 

『華々しき一族』 

 赤坂レッドシアター 劇団ハイリンド  中野成樹 演出 

2010 

『やすしくんへ～2010 ぜロ番区最終章～』 

シアター711（他） RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『無血』 

 ザムザ阿佐ヶ谷 獏天フィルム演劇企画部  井出良英 演出 

『フツーの生活 長崎編』 

 紀伊國屋サザンシアター 44 Produce Unit  中島淳彦 演出 

『きつねのはなし』 

 シアターグリーン ＲＯＧＯ   古川靖博 演出 

『星屑列車に二人で』 

 新宿スペース 107 クラゲ荘  前田万吉 演出 

『しがらみの向こうに〜振り込め詐欺集団の男達〜』  

 大阪シアター・ドラマシティ（他） 地方公演 

 RISU PRODUCE   松本匠 演出 

2011 

『知らない彼女』 

 下北沢 Geki 地下 Liberty（他） NanaProduce 高橋いさを 演出 
『イキザマ』 

シアター711（他） RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『ぼくはだれ～取調室での攻防 2011～』 

 シアター711 RISU PRODUCE   松本匠 演出 

『紐育に原爆を落とす日』  

 下北沢 Geki 地下 Liberty 獏天フィルム演劇企画部 

  井出良英 演出  

『ずんばらりん』 

 「劇」小劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

 

 

 

 



 

■STAGE（続き） 
2012 

『ヤミ金融～欲と金に狂わされた大人達～』  

 新宿スペース 107 RISU PRODUCE  松本匠 演出 

『六男坊の嫁』  

「劇」小劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

『旅の途中』 

 劇場ＨＯＰＥ（他） NanaProduce  高橋いさを 演出 
『モナリザの左目』 (知らない彼女 改題) 

 劇場 HOPE（他） NanaProduce   高橋いさを 演出 
『風ながるる』 

 新宿スペース 107（他） Team Chica  泉知束 演出 

2013 

『オアシス』 

新宿スペース 107 東京演者兄弟会  松本匠 演出 

『僕のおじさん』  

 駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

『イキザマ 2』 

新宿スペース 107 RISU PRODUCE  松本匠 演出 

2014 

『愛の賛歌』 （マルセル・セルダン役） 

 全国ツアー                                        美輪明宏 演出 

『笑いの神様へ』 

 「劇」小劇場 RISU PRODUCE  松本匠 演出 

『フタゴの女』 

 駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

2015 

『テキ屋の子供』 

 駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

『うんちゃん』 

 シアターサンモール アクト＆Nana Produce  泉知束 演出 

2016 

『最高のおもてなし！』 

 駅前劇場 ゴツプロ！  山野海 演出 

『日の本一の大悪党』 

 下北沢本多劇場（他） 明後日プロデュース  小泉今日子 演出 

『守ってあげたい』 

 シアターモリエール 東京演者兄弟会  松本匠 演出 

『カランのコロン』 

 駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

2017 

『キャバレーの男たち』 

 駅前劇場 ゴツプロ！  山野海 演出 

『どんどろ』  

 中野ザ・ポケット NanaProduce  寺十吾 演出 

 

 

 

 

■舞台演出 
2005 

『松風プラネタリウム』  金澤敬子 作 
2006 

『読む女、読まれる男』  金澤敬子 作 

2012 

『十年希望』  前田万吉 作 

 劇場ＨＯＰＥ（他 福岡、大阪） 

2013 

『疾走ライダー』  

 新宿スペース 107  前田万吉 作 

『ゼロ番区』 

 新宿スペース 107   松本匠 作 

2014 

『追憶』  

 ロクソドンタブラック  坂口佳澄 作 

『十年希望』 

 テアトル BONBON   前田万吉 作 

2017 

『追憶』  

 サンモールスタジオ  坂口佳澄 作 

 
■CF 
順不同 

住友生命 

サントリー 『BOSS』  

P&G 株式会社 『BOLD 飯場の朝編』 

P&G 株式会社 『BOLD 牧場編』 

P&G 株式会社 『BOLD 船漁編』 

明治製菓『うすまきアーモンド』 


