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本名 ：根本和男 

 

生年月日：1943 年 12 月 2 日 

出身地 ：東京都 

 

サイズ ：身長-172 ㎝ 体重-58 ㎏ 

B-93 W-70 H-89 F-25.5 

首回り-36.5 頭回り-58 袖丈-56 

股下-74 

 

資格 ：普通自動車免許 
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芸歴 

 

’66 劇団青俳 入団 （3 年在籍） 

’70 劇団自由劇場  （2 年目より） 

演劇センター68／71 黒テントに参加（10 年在籍） 

 

 

【映画】 

東宝   『ひめゆりの塔』（今井正監督） 

    東宝   『モスラ 2』 

    V シネマ  『日本極道史 野望の軍団』 

 

【テレビ】 

    TBS   『歴史の涙』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『十万分の一の偶然』 

    NTV   木曜ゴールデンドラマ 『一本足の華燭』 

    TBS   『男について』 

    CX    金曜ドラマシアター 『嘘』 

    テレビ朝日 『タブロイド』 

    NTV   『西遊記』 

   NHK   『サラリーマン空手道』 

    TBS   ドラマ 30 『トツゼン家族』 

   NTV   火曜サスペンス劇場 『私書箱 25 号の女』 

    テレビ朝日 『闇のパープル・アイ』 

   テレビ東京 テレビ大阪開局 15 周年記念ドラマ SP 『がんばりや！−平成版どてらい女』 

    CX    D の遺伝子 『テレビが消える日』（第 23 話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『追跡 2』 

   テレビ朝日 『愛しすぎなくてよかった』（第 6 話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『同姓同名』 

   TBS   月曜ドラマスペシャル 『早乙女千春の添乗報告書 8 日光・鬼怒川湯けむりツアー殺人事件』 

    テレビ朝日 サタデードラマ 『笑ウせえるすまん ココロ痴漢』 

   NHK   『一絃の琴』 

    テレビ東京 21 世紀特別企画 『天国までの百マイル』 
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    テレビ朝日 ビートたけし新春ドラマ SP 『菊次郎とさき』 

    NHK   金曜時代劇 『春が来た』（第 5 話） 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『監察医篠宮華月 死体は語る 2』 

   CX    金曜エンタテイメント・報道発掘プロジェクト 『拉致に挑んだ男たち・封印された世紀のスクープ』 

   テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『スカイハイ 2』（第 1 話） 

    テレビ東京 40 周年記念企画 『新幹線を作った男たち 愛よもっと速く』 

   TBS   月曜ゴールデン 『西園寺リカの殺人ノート』 

    CX    金曜プレステージ 『日向夢子 調停委員事件簿 5』 

【舞台】 

    黒テント 『阿部の犬』 

    黒テント 『ブランキ殺し上海の春』 

    劇団空間演技 『どんっ』 

    劇団風袋 『涎の天使』 

    劇団空間演技 『闇市愚連隊』 

    トレンド 21 プロデュース 『宮城野』 

    増田しづ子サロンプロデュース 『シラノ・ド・ベルジュラック』 

    松竹・岡部企画提携公演 『嗚呼・冒険王』 

    民音・アイランズプロデュース 『楽屋でスウィング』 

’96   松竹・日生劇場 『雨に歌えば』 

’99   根本和史プロデュース vol.1 『五つの大罪・死刑！ぴたっ』（作・演出 高平哲郎） 

’00   世田谷パブリックシアター 『ロベルト・ズッコ』 

’01   本多劇場 『あほんだれ一代』  

銀座小劇場 『モダンガール』 

新宿コマ劇場 『西遊記 GOCOO』 

椿組 2001 夏花園神社野外劇『新宿』～路地裏の空海～（作・演出 水谷龍ニ） 

東京ギンガ堂 『阿吽』（作・演出 品川能正） 

    シアターΧ 『イエローフィーバー』（リック・シオミ原作 流山児祥台本・演出） 

’05   劇団 R+1 公演『Bench』 三軒茶屋スパーク１ 

    『激動』 下北沢駅前劇場 

’06   ~星野哲郎物語~『妻への詫び状』（作・岡本螢、演出・高平哲郎） 三越劇場 

’07   根本和史プロデュース vol.2 『五つの大罪死刑！びたっ』(作・演出 高平哲郎) 下北沢小劇場楽園 

    『しとやかな獣』（作・新藤兼人 演出・高平哲郎） 千住 1010 劇場 

    ざえん公演 『煌めく舞台の片隅で～夢と約束のイエスタディ～』 スペース響 
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    グループ K 第 2 回プロデュース公演 『泥棒村』 笹塚ファクトリー 

’10   劇団レクラム舎公演 『ダルクの森』 スタジオ AR 

’11   オフィスプロジェクト M 『死刑執行人～山田浅右衛門とサンソン～』 中野 BONBON 

    『THE NICE GUY ～どうしてこんなにモテるんだろう～』（演出 高平哲郎） 明治座 

’12   グループ虎＋現代制作舎プロデュース 『荒木町ラプソディー -地層捜査-』（脚本・構成・演出 高橋征男） SPACE 雑遊 

    劇団レクラム舎公演 『S 町の物語』 スタジオ AR／シアターΧ 

    グループ虎 『佐々木譲シリーズ』 シアターΧ 

‘13      劇団レクラム舎『それはさておき恋はくせもの』スタジオ AR 

        劇団レクラム舎シアターX 提携公演 『カウント 11 愛してるのに殴るのか』 

‘14      流山児『どんぶりの底』下北沢スズナリ 

‘15      キィワード+森組芝居 マクベス上演『夢のつづき』あうるすぽっと 

 

【ラジオ】 

TBS   『夜のミステリー』 

    TBS   『熊嵐』 

    TBS   ラジオ図書館 『大人のための残酷童話』 

 


