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＜活動内容＞
【映画】2 2022 「ラーゲリより愛を込めて」 （監督：瀬々敬久） 【ＴＶ】2 2023 「東京の雪男」 NHK　Eテレ（演出：長澤佳也）他

「鍵」　＜主演＞ （監督：井上博貴） 2022 「First Love 初恋」 NETFLIX （演出：寒竹ゆり）
「恋い焦れ歌え」 （監督：熊坂出） 「拾われた男」第2話 NHK,Disney＋ （演出：井上剛）

2021 （監督：山下敦弘） ＜5つの歌詩＞「何度でも」 STAR CHANNEL (演出：中田博之）
「花束みたいな恋をした」 (監督：土井裕泰) 「オクト― 感情捜査官 心野朱梨」第8,9話 YTV (演出：林雅貴)
「さんかく窓の外側は夜」 （監督：森ガキ侑大） 「ユニコーンに乗って」第1,3話 TBS （演出：青山貴洋）

2020 「罪の声」 （監督：土井裕泰） 「二十四の瞳」 NHKBSP （演出：吉田康弘）
「グッド・バイ」 （監督：成島出） 2021 「ボイスⅡ 110緊急指令室」第4話 NTV （演出：久保田充）

2019 「閉鎖病棟 〜それぞれの朝〜」 （監督：平山秀幸） 「恋はDeepに」 NTV (演出：鈴木勇馬)他
「海風」　　ShortShort Film Festival＜CINEMA FIGHTERS＞ （監督：行定勲） 「その女、ジルバ」 レギュラー出演 CX (演出：村上牧人)他
「ブル―アワーにぶっ飛ばす」 （監督：箱田優子） 2020 「私の家政夫ナギサさん」　　レギュラー出演　　				 TBS （演出：坪井敏雄）他
「タロウのバカ」 （監督：大森立嗣） 「シロでもクロでもない世界でパンダは笑う。」レギュラー出演NTV・YTV （演出：後藤光貴）他
「五億円のじんせい」 （監督：ムン・ソンホ） 「連続殺人鬼カエル男」　レギュラー出演 関西テレビ （演出：熊澤尚人）
「WE ARE LITTLE ZOMBIES」 （監督：長久允） 2019 「サイン－法医学者柚木貴志の事件－」　　 EX （演出：七高剛）
「Junction２９」 （監督：ウエダアツシ） 「ボイス　110緊急指令室」第5話第6話 NTV （演出：大谷太郎）
「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」 （監督：大森立嗣） 「新しい王様」 TBS （演出：山口雅俊）
「居眠り磐音」 (監督：本木克英) 2018 「カラスになったおれは地上の世界を見おろした。」 NHK （演出：戸田幸宏）

2018 「羊の木」 (監督：吉田大八) 「立花登青春手控え３」第１話 NHKBS （演出：山下智彦）
「愛しのノラ」　　＜主演＞ (監督：田尻裕司) 「トーキョーエイリアンブラザーズ」 ＮＴＶ　

2017 「ミスター・ロン」 (監督：SABU) 「執事　西園寺の名推理」第１話 TX （演出：橋本一）
「地の塩　山室軍平」 (監督：東條政利) 「新・浅見光彦シリーズ　後鳥羽伝説殺人事件」 TBS (演出：鈴木浩介)
「幼な子われらに生まれ」 (監督：三島有紀子) 2017 「大岡越前」第5話 NHK (演出：森本浩史)
「獣道」 (監督：内田英治) 「龍馬最後の30日」 NHK (演出：清水一彦)
「ダブルミンツ」 (監督：内田英治) 「SR　サイタマノラッパー　～マイクの細道～」　＜主演＞ TX (演出：入江悠)
「まんが島」 (監督：守屋文雄) 「未解決事件　File5　ロッキード事件」 NHK (演出：堀切園健太郎)
「ろんぐ・ぐっとばい」 (監督：いまおかしんじ) 「立花登　青春手控え」第4話 NHKBS (演出：服部大二)
「ミュージアム」 （監督：大友啓史） 「銭形警部」第4話 WOWOW (演出：西村了)
「闇金ウシジマくんPart3」　 （監督：山口雅俊） 2016 「コールドケース」第8話 WOWOW (演出：波多野貴文)
「はなくじらちち」 （監督：堀江貴大） 「スニッファー」　第1話 NHK （演出：堀切園健太郎）
「怒り」 （監督：李　 相日） 「警視庁・捜査一課長」第6話 ANB （演出：濱 龍也）
「溺れるナイフ」 （監督：山戸結希） 「立花登青春手控え」第4話 NHKBS （演出：服部大二）
「雨にゆれる女」 （監督：半野喜弘） 「この街の命に」 WOWOW （演出：緒方明）

2016 「のぞきめ」 （監督：三木康一郎） 「ワカコ酒　Season2」　第9夜 BS　Japan （演出：湯浅弘章）
2015 「戦慄怪奇ファイル 超コワすぎ！FILE-02 暗黒奇譚!蛇女の怪」 （監督：白石晃士） 「猫侍　玉之丞、江戸へ行く」 ｔｖｋ他 （演出：渡辺　 武）

「バケモノの子」 （監督：細田　 守） 「撃てない警官」 WOWOW （演出：長崎俊一）
「龍三と七人の子分たち」 （監督：北野　 武） 2015 「劇場霊からの招待状」　　第８話 TBS （演出：三宅隆太）
「カにを喰べる。」 （監督：毛利安孝） 「海に降る」　　　レギュラー出演 WOWOW （演出：山本剛義）
「JOKER GAME」 （監督：入江　 悠） 「ちゃんぽん食べたか」　　第7～9話 NHK （演出：清水一彦）他
「ピラメキ 子役恋ものがたり」 （監督：太田　 勇） 「テミスの求刑」　　　第１話 WOWOW （演出：権野　 元）

大河ドラマ「花燃ゆ」 NHK （演出：渡邊良雄）
「６４（ロクヨン）」　　１～３話 NHK （演出：井上　 剛）
「翳りゆく夏」　　第２話 WOWOW （演出：波多野貴文）
「びったれ!!!」　　第３話 tvk他 （演出：吉田康弘）
「怪奇恋愛作戦」　レギュラー出演 TX 　
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（演出：マイケル・アリアス）他
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＜活動内容＞
【映画】１ 2014 「TWILIGHT ささらさや」 （監督：深川栄洋） 【TV】１ 2014 「玉川区役所 OF THE DEAD」　レギュラー出演 TX （演出：河原雅彦）他

「まほろ駅前狂騒曲」 （監督：大森立嗣）　 「罪人の嘘」 WOWOW （演出：瀬々敬久）
「鬼灯さん家のアネキ」 （監督：今泉力哉） 「リバースエッジ　大川端探偵社」　　第８話 ＴＸ （演出：大根　 仁）
「川下さんは何度もやってくる」　　＜主演＞ （監督：いまおかしんじ） 「ロング・グッドバイ」　　第４話 NHK （演出：堀切園健太郎）
「アラグレⅡ　ROPPONGI VS SHIBUYA」 （監督：権野　 元） 「神谷玄次郎捕物控」   第４話 NHK-BS （演出：本木克英）
「狂人日記」　（短編） （監督：入江　 悠） 「Ｓ ―最後の警官―」 第1話 TBS （演出：平野俊一）

2013 「友だちと歩こう」 （監督：緒方　 明） 2013 「かなたの子」　第3話 WOWOW （演出：大森立嗣）
「ジョーカーゲーム　～脱出～」 （監督：芦塚慎太郎） 「全身編集長」 NHK-BS （演出：佐野達也）
「アイドル・イズ・デッド  のんちゃんのプロパガンダ大戦争」 （監督：加藤行宏） 「ノーコン･キッド　～僕らのゲーム史～」第8～10話 TX （演出：沖田修一）他
「モンゴル野球青春記　バクシャー 」 （監督：武　 正晴） 「猫侍」　　レギュラー出演 ｔｖｋ他 （演出：渡辺　 武）他
「ぼっちゃん」　　＜主演＞ （監督：大森立嗣） 「ＬＩＮＫ」 WOWOW （演出：深川栄洋）
「EDEN」 （監督：武　 正晴） 「天魔さんがゆく」　第８話 ＴＢＳ （演出：入江　 悠）

2012 「黄金を抱いて翔べ」 （監督：井筒和幸） 「仮面ティーチャー」　第７話 ＮＴＶ （演出：滝本憲吾）
「SR サイタマノラッパー　 ロードサイドの逃亡者」　MC TOM役 （監督：入江　 悠） 「震える牛」 WOWOW （演出：鈴木浩介）
「アイドル・イズ・デッド」 （監督：加藤行宏） 「留守宅の事件」 TX （演出：本木克英）
「神聖かまってちゃん」 （監督：入江　 悠） 「ネオ・ウルトラ Q <ｱﾙｺﾞｽ･ﾃﾞﾓｸﾗｼｰ>」 WOWOW （演出：入江　 悠）

2011 「CJ シンプソンはきっとうまくやる」 （監督：田中羊一） 「書店員ミチルの身の上話」 NHK （演出：合津直枝）
2010 「ヒーローショー」 （監督：井筒和幸） 2012 「黄金を抱いて翔べ」 スペシャルドラマ BeeTV （演出：滝本憲吾）

「SR サイタマノラッパー２  女子ラッパー傷だらけのライム」  MC TOM 役 （監督：入江　 悠） 2010 「駆込み訴え」 NHK-BS （演出：西川美和）
「SR サイタマノラッパー」　　MC TOM 役 （監督：入江　 悠）

2009 「鍋と友達」 （監督：沖田修一） 【舞台】 2023 「蜘蛛巣城」 （作・演出：赤堀雅秋）
2004 「マジックキッチン」 （監督：ﾘｰ･ﾁｰｶﾞｲ） 2022 「パラダイス」 (作・演出：赤堀雅秋）

2019 ブス会「エーデルワイス」 (演出：ペヤンヌマキ)
【その他】 2013 雑誌「acteur」　３月号 2017 「鳥の名前」 (演出：赤堀雅秋)

「クヒオ大佐の妻」 (演出：吉田大八)
2010 「佐倉義民伝」　　コクーン歌舞伎 （演出：串田和美）
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