
石狩勇気1　

石狩  勇気
Ishikari    Yuki

● 1月27日 A型

● 大阪府出身

● T:170㎝ S:27㎝

● 卒業: 早稲田大学第一文学部

● 特技: 大阪弁

● 趣味: 早押しクイズ、読書、

　　　　美術館や博物館に行くこと

● 資格: 日本漢字能力検定準一級、環境社会検定、

　　　　アロマテラピー検定1級、境港妖怪検定初級

吹替え

●ジス

　『初恋は初めてなので』(ユン・テオ役)

　『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』(ワン・ジョン役)

　『ドクターズ～恋する気持ち』(キム・スチョル役)

●バオ・ベイアル

　『カンフー・モンスター』(ブ・ハク役)

　『魔界戦記 雪の精と闇のクリスタル』(杜平役)

　『ドラゴン・フォー 秘密の特殊捜査官』シリーズ(大狼役)

【映画】

『戦神紀～チンギス・ハーン戦記～』(チンギス・ハーン(テムジン)役) 『ブレイド・マスター』(趙靖忠役)

『ジャングル ギンズバーグ19日間の軌跡』(ケヴィン役) 『ブレア・ウィッチ』(レーン役)

『アイアンクロス ヒトラー親衛隊≪SS≫装甲師団』(フランツ役) 『レジェンド・オブ・ヒドゥンタウン』シリーズ

『新感染 ファイナル・エクスプレス』(キム代理役) 　　　　　　　　　　　　(シー・ション役／ツァイ・ペイチ―)

『バトル・オーシャン 海上決戦』(ジュンサ役／大谷亮平) 『燃えよデブゴン／TOKYO MISSION』(警察官役／ジェリー・ラム)

『リミット・オブ・アサシン』(アマール役) 『新少林寺』(浄海役)

『ジェノサイド・ホテル』(オズ役) 『ドラゴン・ブレイド』(クーガー役)

『ゴールデン・ジョブ』(マウス役／ジェリー・ラム) 『ラスト・ムービースター』(ダグ役／クラーク・デューク)

『フライング・ジョーズ』(ノア役) 『キャンプ・アフガン』(アラーシュ役)

『マッド・シティ 操作された都市』(爆破少佐役) 『ホワイト・バレット』(アザック役／洪天明)

『ぼくのエリ～200歳の少女～』(インミ役) 『アルティメット・サイクロン』(ダンカン役／デヴォン・サワ)

『ネクスト・ロボ』(教師ロボ役) 『ゴールデンスランバー』(ジュホ役／チェ・ウシク)

『アウトレイジャス最も危険な男』(ランバート役) 『ラスベガスをやっつけろ』(スヴェン役)

『ジャッキー・チェンの必殺鉄指拳』(スリ役) 『人生スイッチ』(検察官役)

『スピード・キルズ』(シェリー・カッツ役) 『キック・アス』

『ザ・ウェイバック』(ケニー役) 『第３の愛』(ガオ・ジャンチー役)

『ジェイド・ダイナスティ 破壊王、降臨。』(杜必書、斉昊、曾書書役) 『トップガンナー』(マーカス役／イグナシオ・マティニア)

『ジュラシック・ユニバース』(アルバート役) 『ロックダウン 非常事態』(クリス役／ドミニク・モナハン)

『サマーキャンプ』 『チェリー』

『アフリカン・カンフー・ナチス』(影蛇拳の師匠役) 『レジェンド・オブ・クロー／九陰白骨爪』(欧陽克役／何昶希）
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吹替え

【ドラマ】

『ハンムラビ法廷』(チョン・ボワン役／リュ・ドックァン) 『被告人』(カン・ジュニョク役／オ・チャンソク)

『賢后 衛子夫』(劉徹役) 『真心が届く～僕とスターのオフィス・ラブ！？～』

『三国志～趙雲伝～』(柳慎役) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(コン・ヒョクジュン役)

『師任堂(サイムダン)、色の日記』(イ・フ役) 『愛の温度』(チェ・ウォンジュン役／シム・ヒソプ)

『太陽の末裔』(カン・ミンジェ役) 『逆賊-民の英雄ホン・ギルドン-』(モリ役)

『雲が描いた月明り』(パク・ソンヨル役) 『Sick Note～診断書で人生復活?!～』(ウィル5000役)

『アンという名の少女』(ムーディ、ダンロップ役) 『セリフリッジ 英国百貨店』(ビクター・コレアノ役)

『ラブ』(ウェイド役) 『Bitten―わたしを愛した狼―』(アレスター役)

『S.W.A.T.』(トニー役) 『アレンジメント ハリウッドに潜む闇』(ザック役)

『ブラインドスポット タトゥーの女』 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』(アーガイル、アレクセイ役)

                        (アンドリュー・ジャックネス役) 『ギルト～罪深き闇』(パトリック、フィンチ役)

『THE BRIDGE／ブリッジ』(マーク役) 『NCIS:ニューオーリンズ』(ライナス・ウォーレン役)

『天才学級アントファーム』(グラハム役) 『BULL／ブル 法廷を操る男』(カルロス役)

『グッド・プレイス』(クリス、ピルボイ役) 『アイドゥ・アイドゥ～素敵な靴は恋のはじまり』(イ・チュンベク役)

『ミスター・メルセデス』(シュミット役) 『オーファンブラック 暴走遺伝子』(ヴィク役)

『不良<ヤンキー>ですね』(ジン・バオサン役) 『ホテルハルシオン』(スタニスラフ・ラディムスキー役)

『レジェンド・オブ・トゥモロー』(ディオン役) 『Your Honor / 追い詰められた判事』(ジョーイ役)

『となりのサインフェルド』(ケニー・バーニャ役) 『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』(リッキー・タウンゼント役)

『D.P. －脱走兵追跡官－』(キム・ギュ役) 『プロディガル・サン2 殺人鬼の系譜』（ノーマン役）

『上陽賦～運命の王妃～』(宋懐恩役／劉端端)

アニメ

『number24』(後藤亜斗夢役) 『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』(ぺス役)

『チャギントン』(ザック役) 『抱かれたい男１位に脅されています。』(田所洋市役)

『ハイスコアガール』(神崎役) 『ゴールデンカムイ』(前山役)

『宇宙兄弟』(マイク・デイビス役) 『劇場版 宇宙兄弟#0』(宗方役)

『アカメが斬る！』(鼻役) 『モンスターズ・ユニバーシティ』(天文クラブメンバー役)

『斉木楠雄のΨ難』(阿部、流智役) 『グラゼニ』(江連誠役)

『レゴヒドゥンサイド -ゴーストハント-』(ジャック役) 『ターザン&ジェーン』(ターザン役)

『攻殻機動隊 SAC_2045』(後輩オペレーター役) 『慎重勇者』(トーヤ役)

『バビロン』(男性アナウンサー役) 『歌舞伎町シャーロック』(旦那役)

『転生したらスライムだった件』(ゴブチ役) 『名探偵ミレット』(ビットリオ役)

『妖怪アパートの幽雅な日常』(西山役) 『遊☆戯☆王 VRAINS』(デュエル部の部長役)

『ハクメイとミコチ』(クマバリ役) 『ピアノの森』(アルベルト役)

『とある魔術の禁書目録Ⅲ』(美濃部役) 『とある科学の超電磁砲T』(敵校男子役)

『とある科学の一方通行』(DA兵役) 『鬼灯の冷徹』(客役)

『戦姫絶唱シンフォギアXV』(査察官役) 『銀魂』(茶斗蘭星大使役)

『輪るピングドラム』(大人役) 『FINAL FANTASY XV EPISODE ARDYN - PROLOGUE』(村人役)

『キノの旅 -the Beautiful World-』(若い男性役) 『B-PROJECT 鼓動＊アンビシャス』(フロアディレクター役)

『THE IDOLM@STER Prologue SideM』(スタッフ役) 『Re:ゼロから始める異世界生活』(オットーの兄役)

『地獄少女 宵伽』(先輩芸人役) 『ガンダムビルドダイバーズ』(黒猫団メンバー役)

『あひるの空』(不良役) 『大須のぶーちゃん』(ボス役)

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ』(冒険者役) 『炎炎ノ消防隊 弐ノ章』(研究員役)

『神様になった日』(ピッチャー役) 『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）ぼくが選ぶ未来』(ティエンジエ役)

『2.43  清陰高校男子バレー部』(福蜂部員役) 『DOTA:ドラゴンの血』(ブラム役)

『無職転生～異世界行ったら本気だす～』(ペルトコ役) 『Dr.STONE』

『ミュークルドリーミーみっくす！』(エノキ田〆治役) 『ホリミヤ』

『グリムの国のおそろし物語』(門番役) 『見える子ちゃん』(化け物役)

『ひぐらしのなく頃に卒』(機動隊役) 『平穏世代の韋駄天達』(ガチムチ4兄弟役)

『ましろのおと』(梶チームメイト役) 『アイドリッシュセブン Second BEAT!』(ドラマ監督役)

『EDENS ZERO』(部下役) 『ハコヅメ～交番女子の逆襲～』(有田役)

ゲーム

『ぷよぷよ』シリーズ(ささきまぐろ、レガムント、ホウジョウ役) 『聖剣伝説2 SECRET of MANA』(ゲシュタール役)

『ダンガンロンパV３ みんなのコロシアイ新学期』(ニュースキャスター役) 『モンスターストライク』(ケズロイザー役)

『アナザーエデン 時空を超える猫』(サモラ役) 『荒野のコトブキ飛行隊 大空のテイクオフガールズ！』(サカキ、キクチヨ役)

『幻獣契約クリプトラクト』(アミー、エルホワート役) 『ファークライニュードーン』(イーサン役)

『百華夜光』(時景のおじ役) 『龍が如く７ 光と闇の行方』(粟野役)

『オーバーウォッチ 釜山スタジアム』 『謎惑館～音の間に間に～』 (剣道部部長 並木役)

『【18】キミト ツナガル パズル』(タケダ主任、アンディ・ナイン役) 『ファイトリーグ』(クリス・オクスリー役)

『Q＆Q アンサーズ』(ローランの歌、ロビンソン・クルーソー役) 『無双☆スターズ』

『ロード・オブ・アポカリプス』(主人公役) 『剣が君 百夜綴り』

『Zold:Out~鍛冶屋の物語』(ドーン、コンラード、ジーノ役) 『JUDGE EYES:死神の遺言』
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ゲーム

『三國志 覇道』(卞喜、夏侯恩役) 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』(サバナ―クロー寮寮生)

『鬼斬』(マイティバイン役) 『キャプテン翼～たたかえドリームチーム～』(マッツァンティーニ役)

『陰陽師本格幻想RPG』(賀茂忠行役) 『アラド戦記』(ヒルズ役)

『マルコと銀河竜』(善玉王役) 『ダンまち～メモリア・フレーゼ～』

『サイバーパンク2077』 『乱闘三国志』(始皇帝・嬴政役)

『オリエント・アルカディア』(司馬懿、劉備役)

ナレーション

【TV】 【VP】

『埼玉全力アスリート』(番組ナレーション) 『豊丸産業 女子ザジャイアント』

『パチテレ！情報007』(番組ナレーション) 『三洋物産 パチンコ 咲-saki-阿知賀編』

『ブロンコスBEAT!!!』(番組ナレーション) 『サミー ぱちんこ CR 七つの大罪』

『パチンコ・パチスロ新台フラッシュナビ』(番組ナレーション) 『藤商事 パチスロ FAIRY TAIL』

『東海道中ぱち栗毛』(番組ナレーション) 『バルテック  パチスロ ロボットガールズZ』

『Dスポ』(番組ナレーション) 『KPE パチスロ ときめきメモリアル』

『平和 CR ドラム黄門ちゃま またまたゴチでやんす！』

【CM】 『ジェイアイ傷害火災保険』

『闘会議2019』(テレビCM) 『パナソニック 加湿器』

『映画「僕のヒーローアカデミア」×湘南ゼミナール』(テレビCM) 『セガ クロノレガリア』

『エネルギア・ライフ＆アクセス』(テレビCM) 『ヤクルト』

『スパ＆リゾート犬吠埼 太陽の里』(テレビCM) 『ビクター』

『オタフクソース』(ラジオCM) 『セブン＆アイ・ホールディングス』

『ぷよぷよ！！』(ラジオCM) 『ソフトバンクモバイル』

『中国電力』(ラジオCM) 『日本マクドナルド工場見学ツアー映像』

『東京タワー』(ラジオCM) 『川崎駅東口駅前広場告知映像』

『龍角散』(ラジオCM) 『日産』

『元気堂本舗』(インフォマーシャル) 『東京都』

『東京海上日動 モバイルエージェント』

【ボイスオーバー】

『パーフェクト・スイーツ』 【その他】

『スーパープレゼンテーション』 『交通アンゼッター ももクロ先生の交通安全教室』

『アメリカお宝鑑定団ポーンスターズ』

『NEWS23』

『ソーイング・ビー2』(ライアン役)

『プロジェクト・ランウェイ17』(タロン・エガートン役)

ドラマCD

『ぷよぷよ』シリーズ(まぐろ役) 『THE IDOLM@STER SideM NEW STAGE EPISODE：14 彩』(社員役)

『俺様ティーチャ―』(生徒役) 『ごめんね♥アイドルくん』

『カーニヴァル』 『キルデスビジネス』(ヘルP)

その他

【問い読み】クイズ大会『Q League』 【出演】クイズ番組『感性検索クイズ ぐぐれや！』

【問い読み】クイズ番組『QUIZ DEAD OR ALIVE』 【出演】クイズ番組『THE 例会』

【司会】クイズ大会『あにわん!!!』 【出演】クイズ番組『魁!!クイズ塾』

【司会】『オトメイトパーティー♪2010DVD発売記念イベント』 【歌】ささきまぐろキャラクターソング『魅惑の視線』

【ニコニコ生放送】『ぷよじかんテレビ』 【レポーター】ジャパンケーブルネットTV『ちょい寄り!』

【ニコニコ生放送】『ぷよきねんテレビ』 【オーディオブック】『のぼうの城』(長束正家役)

【舞台】劇団ラチェットレンチ『青天のトラブルチェリー』 【朗読劇】声劇和楽団『三姫ものがたり』

【いわき市非公式キャラクター】『いわき七浜イケメンプロジェクト』 【Web】『Herry&Marie』(ウォルフ役)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(勿来櫻慈役)

※太字はメイン役です

株式会社リマックス

〒107-0052  東京都港区赤坂8-11-19  エクレール乃木坂305    TEL：03-3478-6006  FAX：03-3478-6011

ウェブサイト：http://www.remax-web.jp


