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本名  ：鎌田 耕治 

法名法名法名法名        ：：：：釋釋釋釋    大地大地大地大地（（（（シャクシャクシャクシャク    ダイジダイジダイジダイジ）））） 

生年月日 ：1965 年 9 月 21 日 

出身地 ：京都市 

サイズ ：身長-173 ㎝ 体重-72 ㎏ 

B-100 W-82 H-95 F-25.5 

趣味  ：オートバイ 乗馬 柔道 野球 

キックボクシング 

特技  ：総合格闘技 

（戦績：アマチュア修斗 １勝１負） 

資格  ：普通自動車免許  

自動二輪大型免許  

小型船舶免許 

真宗大谷派僧真宗大谷派僧真宗大谷派僧真宗大谷派僧侶侶侶侶（（（（有教師有教師有教師有教師）））） 

 

劇団そとばこまち出身    

 

芸歴芸歴芸歴芸歴    

 

【映画】 

’86   ヘラルドエース 『瀬戸内少年野球団 青春編 最後の楽園』（監督 三村晴彦） 

’87   東映    『湘南爆走族』（監督 山田大樹） 

’88   東映    『フライング −飛翔−』（監督 曾根中生） 

’91   東映    『ゴールドラッシュ』（監督 和泉聖治） 
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    東映    『風 スローダウン~SLOW DOWN』（監督 島田紳助） 

    東映    『風の国』監督 戸井十月） 

    エンボディメントフィルム 『日本海』（監督 佐々木正人） 

’92   東映    『橋のない川』（監督 東陽一） 

    プロダクション郡狼 『愛について、東京』（監督 柳町光男） 

’97   東映    『修羅がゆく 5 広島代理戦争』（監督 佐々木正人） 

’00   つんくタウン  『まぐろのしっぽ』（監督 渡辺聡） 

    V シネマ   『特攻会社員』 

’06   日本映画学校 E 班卒業制作 『そして、心に穿つもの』（主演） 

’08        『ゆずり葉』 

 

【テレビ】 

’87   CX    『島岡吉郎物語』（監督：吉田啓一郎） 

’88   TBS   『風よ、鈴鹿へ』 

’89   TBS   『アイラブユーからはじめよう』（準レギュラー） 

’90   TBS   『めざせ！イカ天!! ロックン OL 物語』 

’92   CBC   ドラマスペシャル『早春にて』 

’96   テレビ朝日 『味いちもんめ』（第 7 話） 

    CX    春のドラマスペシャル 『京都殺人まんだら』 

    TBS   花王愛の劇場 『おーい！ムコどの』（第 5 週） 

    テレビ東京 『刑事追う』（第 14 回） 

’97   TBS   月曜ドラマスペシャル 『盗む女』 

    テレビ朝日 『はみだし刑事純情系』（第 9 話） 

’99   テレビ朝日 『あぶない放課後』（第 5 話） 

’00   NHK   『晴れ着 ここ一番』（第 1 話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『タクシードライバーの推理日誌 14～死にたがる乗客』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『曲り角の女たち』 

’01   NHK   『陰陽師』（第 1・8 話） 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『優雅な悪事』 

    NTV   『明日があるさ』（第 3 話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『身辺警護 9』 

’02   テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』（No.343） 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『京女刑事・真行寺メイ翔ぶ！死螢』 



 - 3 - 

’03   テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』（No.366） 

    NTV   『新・夜逃げ屋本舗』（第 5 話） 

    テレビ朝日 木曜ドラマ 『菊次郎とさき』（準レギュラー） 

    テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系・年末 2 時間スペシャル』 

’04   NTV   『彼女が死んじゃった』（第 2 話） 

    NHK   連続ドラマ 『ドリーム』（第 8 話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『事件記者・三上雄太』 

    テレビ朝日 『子連れ狼』（第 4 話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『北ホテルⅡ』 

    TBS   日曜劇場 『逃亡者』（第 5 話） 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『京女刑事・真行寺メイ 2』 

’05   テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派ファイナル』（No.398） 

    テレビ朝日 木曜ドラマ 『菊次郎とさき』（準レギュラー） 

    CX    『新・風のロンド』（第５・6・7 話） 

’06   TBS   ナショナル劇場 『特命！刑事どん亀』（第 8 話） 

    TBS   月曜ミステリー劇場 『財務捜査官雨宮瑠璃子 3』 

    テレビ朝日 『警視庁捜査一課 9 係』（第 9 話） 

    NTV   『プリマダム』（第 10 話） 

    テレビ朝日 『PS 羅生門』（第 6 話） 

    テレビ朝日 『マグロ』 

    TBS   ナショナル劇場 『浅草・ふくまる旅館』（1 話） 

    テレビ朝日 『遠山の金さん』（6 話） 

’07   テレビ東京 水曜ミステリー9 『名犬フーバーの事件簿』 

    テレビ朝日 スペシャルドラマ 『点と線』（一・二部） 

    テレビ朝日 『さくら署の女たち』（No.8） 

    テレビ朝日 『相棒 シーズン 6』(第 1 話スペシャル) 

’08   テレビ朝日 『4 姉妹探偵団』(6 話) 

    TBS   日曜劇場 『Tomorrow』（1 話） 

    NTV   『学校じゃ教えられない！』（4 話） 

    テレビ朝日 開局 50 周年記念ドラマスペシャル 『刑事一代』（後編）（’09OA） 

    テレビ朝日 木曜ドラマ 『小児救命』（4 話） 

    TBS   『水戸黄門 第 39 部』（16 話） 

’09   TBS   月曜ゴールデン 『ゴミは殺しを知っている 8』 
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        僧侶修行 

’11   CX    金曜プレミアム 『山村美紗サスペンス 赤い霊柩車 27 女神の殺意』 

‘13      CX      金曜プレミアム 『塔馬教授の天才推理 2  

湯殿山麓ミイラ伝説殺人事件』

テレビ東京 水曜ミステリー9 『刑事吉永誠一 涙の事件簿 12』第三話 

 

【舞台】 

’88   FMC プロデュース  『パンパン まるで廃都の獣だよ』（演出 松岡滋幸） 

’91   アーリータイムリーズ 『アーリータイムブルース』（演出 和田憲明） 

’92   アーリータイムリーズ 『クローズ・ユア・アイズ』（演出 和田憲明） 

’94   東京ロックンパラダイス 『OVER THE FANCE』（作・演出 布施博） 

’95   東京ロックンパラダイス 『帰ら去る日々～Day’s gone by』（脚本 水橋文美江） 

    東京ロックンパラダイス 『Mean Street  ～薄情通り』（演出 布施博） 

’97   山田 Club    『相談 Bar Bar』（作・演出 山田大樹） 

 

 

【ラジオ】 

’84～’86  KBS 京都 『ハイヤング京都 土曜日』 

’88～’89  TBS   『スーパーギャング 金曜日』 

 


