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スカパー! と秋田書店は、2016年 8月より『ＢＳスカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」』
を 8月より BSスカパー! で放送を開始します。本日、ドラマのキャスト 20名が決定しました。 

これまで、福本伸行原作「アカギ～闇に降り立った天才～」（竹書房刊「近代麻雀コミックス」連載
中）や、竜騎士 07原作「ひぐらしのなく頃に」を実写化してきた BSスカパー! が、次に実写ドラマ
化する作品は渡辺航原作の「弱虫ペダル」（秋田書店刊「週刊少年チャンピオン」連載中）。コミック
ス累計発行部数が 1,500万部を突破している大人気自転車ロードレース漫画「弱虫ペダル」を実写化し、
見れば誰もが熱くなる、高校生の青春エンターテイメント作品へと仕上げていきます。 

主人公・小野田坂道役には「舞台『弱虫ペダル』IRREGULAR～2つの頂上～」
「舞台『弱虫ペダル』～総北新世代、始動～」でも同主役を務めた小越勇輝。   
坂道の同級生・今泉俊輔役には「ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズン」
で青学（せいがく）・海堂 薫役、舞台「ハイキュー!!」で影山飛雄を務めた    
木村達成。同じく坂道の同級生・鳴子章吉役には舞台『ダイヤの A』で小湊春市
役を務めた深澤大河が演じます。                             
さらにライバル校である箱根学園には、荒北靖友役に鈴木拡樹、東堂尽八役に北
村諒、真波山岳役には植田圭輔、といった舞台『弱虫ペダル』でおなじみの出演
者をキャスティング。その他の出演者も舞台『弱虫ペダル』シリーズ出演者を中
心に BSスカパー! ならではのこだわりキャストが実現しました。                 
※ 全キャストは次頁、次々頁のキャスト一覧でご確認ください。 

原作：弱虫ペダル 
2008年に週刊少年チャンピオンで連載が始まった高校生の自転車競技にかける青春を描いたマンガ
「弱虫ペダル」。2016年 6月現在では単行本は 45巻まで出て、累計発行部数は 1,500万部を突破し
ている大人気漫画です。2012年には舞台化され、これまで 2016年 3月の新作含む 8本の作品が公演
されました。また、「弱虫ペダル」はアニメも好評で、劇場版はランキング 1位を獲得するほど大ヒッ
ト。そして、スピンオフ作品「弱虫ペダル SPARE BIKE」のアニメも９月に限定上映。さらにテレビシ
リーズも 2017年 1月から第 3シーズンのスタートを発表しており、弱虫ペダルの人気は加速の一途を
辿っています。舞台化、アニメ化に続き、ついに、2016年 8月、待望のドラマ化が決定！！   

BSスカパー! オリジナル連続ドラマ 
 
 
 
 

注目のキャスト決定!! 
8月よりBSスカパー! で放送開始！ 

News Release 

©渡辺航（週刊少年チャンピオン） 



《キャスト一覧①》 

  

小野田坂道(おのださかみち)役/小越勇輝(おごえゆうき) 今泉俊輔(いまいずみしゅんすけ)役/木村達成(きむらたつなり) 

 

フィギュアやアニメが大好き
で、秋葉原に通い続けるオタ
ク少年。ママチャリでのアキ
バ通いで無意識のうちに鍛え
られた高回転(ハイケイデン
ス)のペダリングを持ち、今泉
や鳴子との出会いを経て、自
転車競技(ロードレース)への
挑戦を決意する。  

 

中学時代から名を馳せる、ス
プリントよし、ヒルクライム
もよしのオールラウンダー。
一見クールに見えるが内には
熱い闘志を秘めている。かつ
て敗れたある男へのリベンジ
を誓い、ストイックに己を鍛
える。坂道のロードレースの
素質をいち早く見抜く。 

鳴子章吉(なるこしょうきち)役/深澤大河(ふかざわたいが) 金城真護(きんじょうしんご)役/郷本直也(ごうもとなおや) 

 

大阪から来た、超派手好きで
目立つことを信条とするスプ
リンター。速い＝目立つとい
う理由からスプリンターとな
った。体格的には恵まれてい
ないものの、持ち前の負けん
気と根性で逆境を撥ねのけ
る。坂道に自転車の楽しさを
教えたひとり。  

 

総北高校自転車競技部のキャ
プテン。的確な状況判断力、
平地も登りも高いレベルでこ
なす総合力、そして逆境にも
屈しない強靭なメンタリティ
を持つ。チーム全員の想いを
ゴールまで届けることを信条
とし、チームメイトからの信
頼も厚い。 

田所迅(たどころじん)役/友常勇気(ともつねゆうき) 巻島裕介(まきしまゆうすけ)役/馬場良馬(ばばりょうま) 

 

ド迫力の巨体と常人の倍以上
の肺活量、そして絶対に負け
ないハートで突き進む肉弾走
法を武器とする総北最強スプ
リンター。実力もさることな
がら、熱い言葉でチームメイ
トそれぞれを勇気づけ、気持
ちを奮い立たせる。 

 

総北最強のクライマー。一見
飄々として冷めているイメー
ジがあるが、真の姿は一本気
な信念と、仲間と自転車を愛
する情熱家。左右に大きく体
を揺らし自転車を異様なまで
に傾けるダンシング走法か
ら、ついた異名は“頂上の蜘蛛
男（ピークスパイダー）”。 

手嶋純太(てしまじゅんた)役/鯨井康介(くじらいこうすけ) 青八木一(あおやぎはじめ)役/八島諒(やしまりょう) 

 

総北高校２年生。抜きん出た
才能は持たないものの、知
略・戦略をもってレースを優
位に進めていく。 
 盟友・青八木との“絶対なるチ
ームワーク”でインターハイメ
ンバーを目指す。  

 

総北高校２年生。ここぞとい
う時の走りに定評がある一方
でレースマネジメントに難が
あることが欠点だったが、手
嶋という戦略家と共に走るこ
とで才能が引き出される。 

古賀公貴(こがきみたか)役/輝馬(てるま) 杉元照文(すぎもとてるふみ)役/平井浩基(ひらいひろき) 

 

用具の手入れをしていること
が多い、眼鏡をかけた優しそ
うな先輩部員で、1年生レース
では自転車で最後尾のフォロ
ーもしている。「体力バカ」の
異名を持つ。 

 

坂道のクラスメイト。中学時
代から趣味でロードレーサー
に乗っており「ボクは経験者
だから」が口癖。やや気が小
さく自慢屋だが根は親切で、
インターハイ予選より授業を
優先したり、ルール違反を諌
めたりするなど真面目な面も
見せる。 



《キャスト一覧②》 

寒咲通司(かんざきとおじ)役/安里勇哉(あさとゆうや) 寒咲幹(かんざきみき)役/桜井美南(さくらいみなみ) 

  

かつてスプリンターとして名
を馳せた総北自転車部の元キ
ャプテン。現在は実家の自転
車ショップで働きながら、OB
として総北自転車部を支えて
いる。 

 

通司の妹で、趣味はロードレ
ース観戦という総北自転車部
マネージャーの１年生。坂道
に自転車に乗ることの楽しさ
を教え、的確なアドバイスも
送る。 

福富寿一(ふくとみじゅいち)役/滝川英治(たきがわえいじ) 荒北靖友(あらきたやすとも)役/鈴木拡樹(すずきひろき) 

 

王者・箱根学園の絶対的エー
スであり主将。スプリント、
ヒルクライム共に弱点のない
力強い走りを見せるオールラ
ウンダー。勝利のために厳し
いオーダーをチームメイトに
課すが、その信頼関係は厚い。
総北の金城とはある因縁を持
つらしいが……。  

 

気性が荒く、口も悪いが実力
は本物の“運び屋”。抜群のバイ
クコントロールとスピードで
疾走し、チームのエースであ
る福富のアシストはもちろ
ん、登坂でも力を発揮するオ
ールラウンダー。福富に絶対
の信頼を置いている。 

東堂尽八(とうどうじんぱち)役/北村諒(きたむらりょう) 新開隼人(しんかいはやと)役/宮崎秋人(みやざきしゅうと) 

 

「登れる上にトークも切れ
る！！更にこの美形！！」と
自称する箱根学園 No.1 クラ
イマー。無駄のないペダリン
グと動きで音もなく加速し、
相手を抜き去る。その圧倒的
なヒルクライムから、“山神”と
呼ばれる。総北・巻島とは永
遠のライバル関係にある。  

 

箱根学園最速の称号であるゼ
ッケン４を背負うエーススプ
リンター。天性の肉体と勝負
勘、瞬発力で見せるそのスピ
ードは他の追随を許さない。
豊かな人間性からチームメイ
トの信頼も厚い。ある出来事
をきっかけにまだ見ぬ姿を隠
しているというが……。 

泉田塔一郎(いずみだとういちろう)役/青木空夢(あおきそらむ) 黒田雪成(くろだゆきなり)役/秋元龍太朗(あきもとりゅうたろう) 

 

２年生にしてレギュラーに選
ばれたスプリンター。体中の
筋肉を鍛え上げた全身スプリ
ントマシーン。右大胸筋をア
ンディ、左大胸筋をフランク
と名付け、「アブ！アブ！ア
ブ！（腹筋）」の掛け声と共に
爆発的なスピードで槍のよう
に突進する。   

中学時代には多くの運動部で
助っ人として活躍を見せてい
た「スポーツの天才」で、高
い身体能力とポテンシャルを
持つ。福富らからも認められ
る実力者。 

真波山岳(まなみさんがく)役/植田圭輔(うえだけいすけ) 御堂筋翔(みどうすじあきら)役/村田充(むらたみつ) 

 

“山岳”の名を持つとおり、登坂
での走りに喜びを感じるクラ
イマー。普段はマイペースで
どこか抜けている印象があ
り、練習での走りも目立つと
ころはないが、いざ本気のレ
ースとなると凄まじい集中力
とスピードで駆け抜ける。  

 

規格外の速さを持つ１年生レ
ーサー。 「求めるものは勝利
のみ」という信念を持つ。総
合的なスピードだけでなく、
レース戦略や相手に仕掛ける
心理戦にも秀で、勝利のため
なら手段も問わない。中学時
代、今泉に完勝した。 



《作品あらすじ》 
千葉県立総北高校に入学した小野田坂道（小越勇輝）は、秋葉原を愛するオタク少年。高校では友達を作るために、アニ
メ・漫画研究部に入部をしようとする。しかし、同級生の今泉俊輔（木村達成）や鳴子章吉（深澤大河）と出会い、自転
車で走ることに楽しさを見出した坂道は自転車競技部へと入部する。総北高校自転車競技部は 3 年のキャプテン・金城
真護（郷本直也）を中心に、「暴走の肉弾頭」の異名を持つスプリンターの田所迅（友常勇気）や独特のダンシング走法
で「頂上の蜘蛛男（ピークスパイダー）」の異名を持つ巻島裕介（馬場良馬）といった個性のある強力なメンバーが揃い、
インターハイの頂点を目指している。自転車競技については素人であった坂道は、今泉や鳴子と一緒に走った経験、1年
生ウェルカムレース、4日で 1000Kmを走る耐久合宿を乗り越えながら、クライマーとしての素質を一気に開花させて
いく。主人公・小野田坂道が自転車競技と出会って、友達を獲得し、変化していく姿、そして、そんな坂道の加入によっ
て、大きく変化していく金城を中心とした総北高校自転車競技部。はたして誰がインターハイメンバーに選ばれるのか。
ついに今年のインターハイの出場メンバーが発表される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■7月には事前特番を放送！ 
8月の本放送を前に、7月 BSスカパー! でドラマ事前特番を放送します。収録現場潜入リポートやキャス

トインタビューなど、ドラマをさらに楽しむためのナビゲート番組です。 

≪事前特番放送概要≫ 
タイトル ： BSスカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」事前特番 ドラマ「弱虫ペダル」徹底ガイド 

放送日時 ：2016年 7月 29日（金）後 9時～後 10時 

チャンネル：BSスカパー!（BS241／プレミアムサービス 585） 

視聴方法 ：スカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。 

リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。「スカパー! エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp 

 

≪放送概要≫  ※下記情報は変更になる場合がございます。 
タイトル ：BSスカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」 

放送日時 ：2016年 8月～（予定） 

チャンネル：BSスカパー!（BS241／プレミアムサービス 585） 

視聴方法 ：第１話は無料放送。第２話以降はスカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等の     
ご契約者は無料でご視聴いただけます。 

公式サイト：http://www.bs-sptv.com/yowapeda/ 

ドラマ公式ツイッターアカウント：@sptv_yowapeda 

原作   ：渡辺航（秋田書店刊「週刊少年チャンピオン」連載中） 

監督   ：棚澤孝義（「下町ロケット」「半沢直樹」ほか） 

脚本   ：吹原幸太（「天才バカボン～家族の絆」「日々ロック」ほか） ほか 

宣伝協力 ：マーベラス 

制作協力 ：ドリマックス・テレビジョン 

制作   ：東宝映像事業部 
製作   ：スカパー! 

著作   ：スカパー! ／ 東宝 ／ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会 

http://www.bs-sptv.com/yowapeda/

