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一級船舶/大型二輪車/中型自動車/食品衛生責任者
ダンス（HOUSE・HIPHOP）/殺陣・アクション/グラフィックデ
ザイン
バレーボール/水泳/スノーボード/陸上
カメラ/アコースティックギター
LINEブログ「村田充オフィシャルブログ」

SNS

https://lineblog.me/mitsumurata/

YouTube「CLUB832」

https://www.youtube.com/c/CLUB832

経歴

モデル出身のスタイルを活かしたスタイリッシュな役から個性的でエキセントリックな役まで、その唯一無二の存
在感で数々のキャラクターを怪演している。

News＆Topics
2013年〜2016年 舞台『弱⾍ペダル』 御堂筋翔 役
【２０２１出演作品】
舞台「怪盗探偵 山猫 the stage」（2021年1月21日 - 31日、ヒューリックホール東京） - 森田 役
【舞台演出】LIVEDOGプロデュース「DOG'S」（2021年2月19日‐2月28日、中目⿊キンケロ・シアター）
舞台『⽂豪ストレイドッグス』（4月16日〜18日大阪,4月２３日〜5月５日、日本⻘年館ホール）―澁澤龍彦 役
エン＊ゲキ #05『-4D-imetor』（2021年8月、俳優座劇場） -⻫⽊国成役
第1回クラゲフェスティバル『ロボ・ロボ』（2021年10月9日-17日） -ナビゲーター104役
Oi-SCALE「発明家と探検家」（2021年12月3日〜12月8日、下北沢駅前劇場） -カワクボ役

TV Drama

Theater

［2000］

CX「⼆千年の恋」(1〜3レギュラー）カイ・モリエト役

CX「らぶ・ちゃっと」Chat.15「P.S.逢いたいです。」主役

［2004］

Oi-Scale「ヒミズ」主演
［2007］

［2002］

Oi-Scale「僕がブルーハーツとダウンタウンを好きになった理由。。」主演

［2003］

［2008］

CX「空から降る一億の星」＃1・2 大熊敬吾役

Oi-Scale「ロールシャッハ」主演 /Oi-Scale「模様の様な汚れ」主演
ﾅﾉｽｸｴｱ企画「フラミンゴの夢」主演

NTV「最後の弁護人」第8話 中野俊人役
［2004］

［2009］

CX「プライド」第4話
NHK

月曜ドラマシリーズ「恋する京都」第2回 後藤役

ANB「スカイハイ2」第8話・第9話

TX「ヴァンパイア・ホスト」第7話・第8話 葛城ユウジ役
NTV「一番大切な人は誰ですか？」第7話・第8話
［2005］

ANB「仮⾯ライダー響⻤」敵役･童⼦(1〜3月レギュラー）
［2007］

LIVEDOGプロデュースvol.2「DOG'ｓ」主演 ブルース 役

ルドビコ☆vol.4「Little Alice -少年ｱﾘｽの時間割-」W主演ナイト役
明治座9月公演「仙台四郎物語」
［2010］

Oi-Scale「サイゴ 」

GRIPPERプロデュース「⼆丁目のグッドバイ」主演
FREE(S)

「SHINSENGUMI」原⽥左之助役

ナノスクエア企画 朗読劇「モスリラ」

EX ⾦曜ナイトドラマ「特命係⻑ 只野仁」真⽥令司役

にほんのうた×映画監督 大森一樹×SET舞台「世界のどこにでもある、場所」大野翔太 役

［2008］

Ｓmile

EX 土曜ミッドナイトドラマ「ティッシュ」佐伯直樹役(レギュラー)

［2012］

EX｢警視庁捜査一課９係Ⅲ｣第8話 辻本晋一郎役

［2013］

EX「仮⾯ライダーキバ」ビショップ役（レギュラー）
［2009］

EX「名探偵の掟」第9話大⿊次郎役

Ｅarth Ｐroject「コミックス☆GOGO」森⽥・タモリ・イイトモ役

舞台「弱⾍ペダル〜箱根学園篇眠れる直線⻤〜」御堂筋翔役
舞台版「殺人⻤フジコの衝動」パパラッチ役
FREE(S)

STAGE×12

vol.4 『幽國の英雄』 主演：ゴウ役

EX「左目探偵EYE」

舞台「ハンサム落語 第⼆章」

EX「相棒season８」15話吉武和真役

［2014］

［2010］

舞台「弱⾍ペダル」インターハイ篇-The First Result -

EX「⻄村京太郎サスペンス⼗津川警部シリーズ43
CX「絶対零度〜未解決事件特命捜査〜Case5.6
EX「おみやさん７シリーズ」8話

舞台「弱⾍ペダル」インターハイ篇-The Second Orderミュージカル「最遊記歌劇伝 -God Child-」銀閣役

御堂筋翔役
御堂筋翔役

SHATNER of WONDER #1「ロボ・ロボ」ナビゲ―タ―104役

水木プロデュースVol.１７「レイジーミッドナイト」沢渡恭平 役＠紀伊國屋ホール

EX「ナサケの女」5話・7話萩原拓馬役
［2011］

EX 土曜ワイド劇場「再捜査刑事・片岡悠介」水島大樹役
TBS「北海道警察 巡査の休日」鎌⽥光也役
［2012］

EX「Answer〜警視庁検証捜査官」＃３⽥野倉泰役
EX「非公認戦隊アキバレンジャー」＃8＃10

プロデューサー役

EX 土曜ワイド劇場「おとり捜査官・北見志穂16」中島一朗役
［2013］

EX「仮⾯ライダーウィザード」＃29.30.31内藤・レギオン役
EX「遺留捜査」8話・最終話/岡野太一役

スポンジ「魚のいない水槽」渡辺俊介役 主演

本格文学朗読劇シリーズ 極上文学「走れメロス」セリヌンティウス役
［2015］

「あいまいな空間」ユージ役

舞台「弱⾍ペダル」インターハイ篇-The WINNER舞台版「殺人⻤フジコの衝動」パパラッチ役

御堂筋翔役

「DOG'ｓ」主演 ブルース 役＠笹塚ファクトリー
「大正浪漫探偵譚」主演：東堂解役

舞台「東京喰種トーキョーグール」ウタ役＠AiiA Theater Tokyo

SHATNER of WONDER #2 「小林少年とピストル」 滝川純一郎役＠CBGKシブゲキ!!
「MESSIAH メサイア -鋼ノ章-」ペルシャ役＠シアターGロッソ

［2014］

EX「BORDER」１話・⻄⼭役

EX 土曜ワイド劇場「狩矢父娘シリーズ 16」下平実役
［2017］

CX「トクチョウの女〜国税局特別調査部〜」梶原裕也役

本格文學朗読演劇 極上文學「高瀬舟. ⼭椒大夫」喜助、⼭椒大夫 役
水木プロデュース「蘇州夜曲」 健人役＠紀伊國屋サザンシアター
［2016］

SHATNER of WONDER「ロボ・ロボ」ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ104役＠天王洲銀河劇場/作演出:⻄⽥ｼｬﾄﾅｰ

舞台「のぶニャがの野望 幸村と五輪の剣」のぶニャが役＠全労済ホール/スペース・ゼロ

Movie
［2001］東映 「GO」監督：行定勲 加藤役

「ダンガンロンパ THE STAGE 2016」大和⽥紋土役＠ブルーシアター六本木

SHATNER of WONDER 「ソラオの世界」ナカイド教授役＠ブルーシアター六本木

［2001］東宝「プラトニックセックス」監督：松浦雅⼦

「おそ松さん on STAGE SIX MEN'S SHOW TIME」イヤミ役＠ブルーシアター六本木 他

［2003］シネカノン「昭和歌謡大全集」監督：篠原哲雄 スギヤマ 役

［2017］

［2003］東映「バトル・ロワイアルⅡ 鎮魂歌」監督：深作健太 風間総司役
［2004］東宝「海猿」監督：羽住英一郎 川口淳役
［2004］GAGA「ロード88」監督：中村幻児

［2005］メディアスーツ「隣人13号」監督：井上靖雄

本格文學朗読演劇 極上文學 「人間椅⼦/魔術師」椅⼦職人役
舞台「真・三國無双」孫堅役＠全労済ホールスペース・ゼロ

SHATNER of WONDER 「破壊ランナー」リコ・スカイウィング役＠ブルーシアター六本木

舞台「東京喰種トーキョーグール」〜或いは、超越的美食学をめぐる瞑想録〜ウタ役

［2005］東映「劇場版 仮⾯ライダー響⻤と7人の戦⻤」監督：坂本太郎 童⼦・姫（声） 舞台「メサイア -悠久乃刻-」ハングドマン役＠天王洲銀河劇場

［2006］コムストック「TAKI183」監督：小林正樹 吉野⼭義夫役

［2009］東宝「カイジ 人生逆転ゲーム」監督：佐藤東弥 宇多浩⼆役

［2014］ｵｰﾙｲﾝｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ「バスジャック」監督：深沢佳文 大塚英夫役

［2014］WB「るろうに剣心 京都大火編」監督：大友啓史 魚沼宇水役

［2014］WB「るろうに剣心 伝説の最期編」監督：大友啓史 魚沼宇水役
［2015］WUP「メサイア-深紅ノ章-」監督：⼭口ヒロキ ハングドマン役

Oi-Scale「囚人」主演＠下北沢駅前劇場

他

［2019］

朗読劇「私の頭の中の消しゴム11th letter」＠よみうり大手町ホール
Oi-Scale「THE LAST DAY&THE NEXT DAY〜終わりの日。それと、翌日。」＠下北沢駅前劇場

［2020］

「12人の怒れる男」 6号役・11号役＠新宿シアターモリエール 他

「Fate Grand Order THE STAGE-冠位時間神殿ソロモン-」 レフ・ライノール役
「賭博黙示録カイジ」兵藤和尊役＠ヒューリックホール
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