
　日本テレビドラマ　『子供が寝たあとで』 、フジテレビドラマ　『親愛なる者へ』、フジテレビドラマ　『やらならやらねば』 
　日本テレビ　そっくり大賞 、フジテレビ 　゙『タモリのボキャブラ天国』、テレビ朝日ドラマ　『ララバイ刑事』　6話　森田葉月役 
　ＴＢＳドラマ　『誰にも言えない』　栗林リエ役 、ＴＢＳドラマ『新幹線物語』10話　中島佐和美役 
　ＮＨＫ教育　『ワイワイワイドの大晦日』 、ＴＢＳドラマ『スウィートホーム』　塾生徒役 
　ＴＢＳ　西村京太郎サスペンス 『会津高原殺人事件』　相原令奈役、
　日本テレビドラマ　『静かなるﾄ゙ﾝ！』12話　逃野千香役、フジテレビ　　スタードッキリ　マル秘報告 
　テレビ 東゙京　『ハローキティとバットばつ丸』　ＰＶダンス、テレビ 東゙京　『トムソーヤＳ』　レギュラー 　テレビ 東゙京　『ハローキティとバットばつ丸』　ＰＶダンス、テレビ 東゙京　『トムソーヤＳ』　レギュラー 
　日本テレビ　『ぐるぐるナインティナイン』　レギュラー　ちびっこ調査隊 
　テレビ朝日ドラマ　『川の見える病院から』、テレビ 東゙京　『たけしの誰でもﾋ゚ｶｿ』　レギュラー 　ーこどもピカソ隊 
　テレビ朝日　『たけしのTVタックル』　ナレーション 
　日本テレビ　『いつみても波瀾万丈』　再現VTR　コシノジュンコ役 
　日本テレビ『踊るさんま御殿』　再現VTR 、フジテレビ『答えてちょーだい』　再現VTR 
　テレビ 東゙京実写版『MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま！』 　葉加瀬聡美役 
　ＴＢＳ　『中居正広の金曜日のｽﾏたちへ』　再現ＶＴＲ、　ＴＢＳ　『中居正広の金曜日のｽﾏたちへ』　再現ＶＴＲ、
　日本テレビドラマ　『学校じゃおしえられない！』　エキストラ 
　ＮＨＫ教育　『シャキーン！』　♪いっしょにいるから　PV、ＮＨＫ「生むと生まれるそれからのこと」
　フジテレビ「グッドライフ」、テレビ朝日「仮面ライダーOOO」、テレビ朝日「シルシルミシル」
　日本テレビ「コレってアリですか！？」、
　佐野ケーブルテレビ「県政ピックアップ」廃棄物処理施設の役割を学ぼう～使用済自動車のリサイクル～　ナビゲーター
　フジテレビ「その原因、腸にあり！～肥満！便秘！肌荒れ！花粉症！お悩み解消SP～」
　TBS「今夜解禁！ザ・因縁」再現VTR　（いしだ壱成さんの幼馴染役）　TBS「今夜解禁！ザ・因縁」再現VTR　（いしだ壱成さんの幼馴染役）
　TBS「夢なら醒めないで」もっと知ってよ！ミュージカル女優SP　再現VTR
　フジテレビ「めざましどようび」内インフォマーシャル

　外画アニメ「レノンとグルコ ～ふたりはサイコー！～」（吹替版）　レノン役
　外画アニメ「レノンとグルコ ～ふたりはサイコー！～ シーズン102」（吹替版）　レノン役
　外画アニメ「ショップキンズ：ワイルド」　ルビー・ブレイズ、バンディッド役、劇中歌、フォクシー・レモン挿入歌Chorus）
　アニメ「6HP(シックスハートプリンセス)」　悌(テイ)役

1991～2008年 東京児童劇団に所属。（ドラマ、CM、舞台、モデル、ナレーションなど。）
2004～07年 東京都立芸術高等学校美術科にてオペラ・ミュージカル部で活動する。
2007～11年 多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科。主に舞台作品の製作に役者として参加。出演した卒業制作作品『衝突』が優秀作品賞を受賞。
2011年～ 卒業後はフリーの役者として数々の舞台に出演。
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　PLAYSTATION　『ポポローグ 』゙ナレーション
　WINDOWS版「新装合本版 ラスグレイブ探偵譚」　ケイト・シンクレア役
　終末仮想世界ノベルADV「アーキタイプ・アーカディア」　リア役

　モデル　長崎屋　チラシモデル
　スチール　新日軽　カタログモデル
　スチール　小学館　小学3年生　12月号　モデル
　スチール　バーバリー　フィッティング
　モデル　カスミストア　チラシモデル
　スチール　メゾピアノ　フィッティング
　スチール　ナルミヤ　フィッティング　スチール　ナルミヤ　フィッティング
　スチール　『MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま！』VISUAL BOOK （音楽専科社）
　スチール　『MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま！』トレカ
　モデル　「首都圏レジャーホテルカタログ　２０１２最新号」
　モデル　グラフィック社「スチームパンク東方研究所5」
　スチール　「セキスイハイムクリエイト」

　東宝　『トイレの花子さん』　アフレコ
　角川　『疾走』　エキストラ生徒役
　東宝　『モテキ』
　和田秀樹監督作品　「クラブアンダルシア２（仮）」
　「RYOMA ～空白の３ヶ月～」

　フジッコ　福豆
　ツムラ　ディズニーバスクリン
　東邦加工　ハローキティのお風呂シャワー
　明治　野菜スープ
　紀文　揚げボール
　東邦加工　ハローキティのお片づけキッチン
　松下電工　トイレタリー　松下電工　トイレタリー
　バンダイ　おしえてセーラームーン
　新興産業　サイデリア　アフレコ
　中部電力　アフレコ
　全日本果汁連合　ミカンジュース　ＣＭソング
　アース製薬　モンダミン　アフレコ
　エバラ　キムチ鍋の素　アフレコ
　バンダイ　金色のガッシュベル　ゲーム　バンダイ　金色のガッシュベル　ゲーム
　2014年　スズキ初売り祭り　CM
　七十七銀行　Together「ふれあい」篇

　「PUCK」スナッグ役（※宝塚版・真夏の夜の夢です） (2004年)
　「雨に唄えば」ドン・ロックウッド役 　(2005年)
　「コーラスライン」ポール・サンマルコ役　(2006年) 
　蝉の会　『がめつい奴』　地方公演Ｗキャスト　テコ役 
　『STRAY CHILDREN vol.3』内「ルイ17世の野望！」（2010年） 
　U・フィールド『シリーズ太田省吾の世界』vol.1～3（2010～11年） 
　重力／Note『島式振動器官』（2011年） 　重力／Note『島式振動器官』（2011年） 
　大塚萬劇場「誰かがドアをＫｎｏｃｋする」
　北品川 楽間「定本　熱海殺人事件」　片桐ハナ子役
　おばけのリボン第一回公演「飾りじゃないのよ、躯は。」
　らぶ・まん第二回トラック公演「嗚呼、じょっぱり純情」
　TABプロダクションエクストラクラス公演「ほほえみ」　コトナ役
　多摩美術大学「グッドバイ上野毛展～さよならを言いそびれたからだ～冬」演劇＆パフォーマンス部門作品『ささやきは革命のはじまり』
　演劇集団LGBTI東京 第三回公演「蠍の火は燃えているか」　演劇集団LGBTI東京 第三回公演「蠍の火は燃えているか」
　朗読集団「灰色ネコ」第一回公演「斬新な自殺」
　演劇集団LGBTI東京 本公演2019「結び女（ムスビメ）」
　KAMAYAN♯18「嘘つきサキュバスとピュア男子」
　ニイモト企画「After CORONA Children」
　朗読集団「灰色ネコ」第二回公演「白昼夢の証言」
　「Tokyo Dance Village Collection 2022」
　お茶の間ゴブリン 10th Accident「人外探偵結社～幻の村を追え！の段～」　お茶の間ゴブリン 10th Accident「人外探偵結社～幻の村を追え！の段～」
　「東京ダンスVillage Dance Party」
　お茶の間ゴブリン 11th Secret「人外探偵結社～河童は藪の中の段～」
　「Tokyo Dance Village Collection 2023」
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　毎日コミュニケーション　マイナビ2010　就活マナー編　動画・スチール
　BeeTV「エセ肉食女の恋愛事情」
　TeamYamato　USTREAM「YamatoTV」
　OVA「サクラカプセル」　ラジオCMナレーション
　WEBラジオ　「ラジオ　サクラカプセル」
　めでぃあ横丁インターネットラジオ　「サブちゃん一家のやっぱりアニメはやめられない！！」　ゲスト
　ニコニコ生放送番組　「サブちゃん一家のそれでもアニメはやめられない！？×サクラカプセル」　ニコニコ生放送番組　「サブちゃん一家のそれでもアニメはやめられない！？×サクラカプセル」
　YouTube「OVAサクラカプセル　タイトルコール動画」　（看板娘0002）
　YouTube「OVAサクラカプセル　発売記念動画」　（看板娘0002）
　モーションコミック「馬鹿かわいい女の子はかわいいと思いませんか？」　バカ子役
　モーションコミック「女戦士とオークさん」　僧侶、玄武役
　モーションコミック「自衛隊上がりのかーちゃんが怖い」　中川まちる、女子生徒、メリーさん役
　WEB番組　USTREAM「BAR森野」　ゲスト出演
　WEBラジオ「れいれいでぃお」　WEBラジオ「れいれいでぃお」
　YY.COM「日本胖虎 」
　トレッサ横浜「トレッサウォレットアプリ　スタイル編」　ナレーション
　スマホアプリ「ラスグレイブ探偵譚 -私のしがない名探偵 -」　ケイト・シンクレア役
　Audible電子書籍「国民なき経済成長　脱・アホノミクスのすすめ」ナレーター
　生テレ「次世代プリンセスを発掘！声優サバイバル　Season２」
　スマホアプリ「しがたん２ ラスグレイブ探偵譚『異邦人帰還』」　ケイト・シンクレア役
　スマホアプリ「乙女チックパズル　ピタッチ！」　ミル・ファング役　スマホアプリ「乙女チックパズル　ピタッチ！」　ミル・ファング役
　利根西部運送イメージキャラクター　にしべ翠役
　みずほ銀行ホームページ内　ムービー、イメージ写真
　スマホアプリ「アビストライブ」　リョウコ役
　ゼクシィ×ティファニーPRESENTS「TIFFANY BLUE」
　大阪チャンネル配信「渋谷凪咲の世界で一番熱いネコ」　ナレーション
　WEB動画　スタインラガー「東京ドライ」　カプセルホテルのモデル
　スマホアプリ「COLOR PIECEOUT」　ロレッタ、アンナ役　スマホアプリ「COLOR PIECEOUT」　ロレッタ、アンナ役
　国土交通省「水防団の神様　～山からの知らせ～」　ひめこ役
　東映株式会社教育映像ビデオ「多様性入門」　時任初美役
　WEBラジオ「西森千豊と平野有紗の「ぼくラジ。」」　ゲスト
　WEBサイト「花王　SOFINA iP　肌id」メイクモデル
　YouTube「新装合本版 ラスグレイブ探偵譚」発売記念生放送
　コミック動画「JKからやり直すシルバープラン」
　「カーデックス株式会社 15th記念PV」ミュージカル編　「カーデックス株式会社 15th記念PV」ミュージカル編
　コミック動画「転生したらパーティが男の子だらけだったけど断じて俺はショタコンじゃない！」　ホウムズ役
　ライブ配信アプリ「EVERY .LIVE」ラジオ配信機能「VOICE+(ボイスプラス)」　音声配信
　スマホアプリ「覇王の業～波乱なる三国志～」　歩練師（ほれんし）役
　ワークマン公式オンラインショップ　HOW TO動画　ナレーションTALK ABOUT 麻布十番クリニック presents
　ハートウォーミングストーリー「100円の使い道」　朗読
　コミック動画「義妹に押し付けられた嫁ぎ先は、呪われた公爵閣下でした」

　秋田市総合環境ｾﾝﾀー　見学用ビデオ　ナレーション
　NHK放送大学教材VIDEO　心理学入門
　DVDBOX　『MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま！』
　OVA「サクラカプセル」オーディション用DVD

　映画「シャドー・オブ・ナイト」　レイナ役
　Amazon Prime Video「ハンナ ～殺人兵器になった少女～ シーズン1  」　ジェイ、ジーナ役　ほか

　ＭＨＲプランニング 　゙小学校英語副教材CD　声録り
　ＮＨＫエデュケーショナル教材CD　国語リスニングテスト　声録り
　ＮＨＫエデュケーショナル教材CD　学生用リスニング 　゙声録り
　マキシシングル　『MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま！』Pink Generation ／麻帆良学園3-A （キングレ コード）
　アルバム　『MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま！』　31's LOVE ／麻帆良学園3-A （キングレコード）
　アルバム　Psychedelic Lodge　「KEIJI ITSUKASHI」
　OVA「サクラカプセル」キャラクターイメージソングCD内楽曲　「また会おう」　OVA「サクラカプセル」キャラクターイメージソングCD内楽曲　「また会おう」
　朗読集団「灰色ネコ」ドラマCD 其の一「斬新な自殺」
　「乙女チックパズル ピタッチ」エリート乙女４人組「ハートでPIタッチ！」（オンライン配信）
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　OVA「サクラカプセル」　看板娘
　声優カフェ＆オーディションステージ　「ボイドル！！」　キャスト
　ボイドルＢＢＱパーティ　キャスト参加
　ニューギン「CRそれゆけ野生の王国」　ガオッチ役　他
　タカラトミー玩具「おしごと体験 水で洗おう！じゃぶじゃぶ洗車場」
　OMURO88プロジェクトお堂のキャラクターコンテンツ『御室ムスメ』　74番讃岐(香川)　甲山佳奈多役

　もいわ山展望台ドームシアター（スターホール） 2016年春・夏プログラム「暗闇の向こう側」

　東京都庁　ゴミキャンペーン　めぐりんの歌、ダンス
　『MAGISTER NEGI MAGI 魔法先生ネギま！』 学外ライブ AX　歌、ダンス
　2011年12月26日　「COLLECTION」　2'nd　LIVE バックボーカル、ダンサー
　「『声カノ』さんぽっ～待ち合わせはトレフェスで！～」　ブースＭＣ、コスプレコンパニオン　（トレジャーフェスタin有明８）
　京急線上大岡駅前特設会場ステージイベント（しまねっこダンサーズ）
　「竹本孝之ＬＩＶＥ～アコーステックギター弾き語り」　コーラス
　テレビ東京系アニメ　「ディーふらぐ！」　第１話先行上映イベント　（頒布レイヤー）　テレビ東京系アニメ　「ディーふらぐ！」　第１話先行上映イベント　（頒布レイヤー）
　「OVAサクラカプセル　キャラクターソングCD」先行発売イベント　ゲスト参加
　WEBラジオ「サブちゃん一家のやっぱりアニメはやめられない！！」公開録音　ライブゲスト参加
　新宿グラムシュタイン 「OVA　サクラカプセル」発売記念イベント
　CLUB 3 STAR IMAIKE「SUNRISE SPIRITS Vol.12～GIRL'S SPIRITS 4」　コーラス、ダンス
　池袋LIVE INN ROSA「TAB FIRST LIVE」ボーカル＆ダンサー
　ロングウッドステーション「黒潮船団40周年チャリティ撮影会」　らぶ・まん パフォーマンス（ダンス）
　「ベルサイユのばら　ジュエリー絵画新作記者発表会」　オスカル　「ベルサイユのばら　ジュエリー絵画新作記者発表会」　オスカル
　池袋LIVE INN ROSA「TAB 2ND LIVE」ボーカル＆ダンサー
　吉祥寺スターパインズカフェ「HOHNER Presents The ブルースライブ」
　コミックマーケット９１　企業ブース「nanawind」物販　（コスプレ売り子）
　池袋LIVE INN ROSA「TAB 3RD LIVE」ボーカル＆ダンサー
　池袋LIVE INN ROSA「TAB 4th LIVE」 ボーカル＆ダンサー
　池袋LIVE INN ROSA「TAB 5th LIVE EVENT!」ボーカル＆ダンサー
　池袋LIVE INN ROSA「TAB 6th LIVE」ボーカル＆ダンサー　池袋LIVE INN ROSA「TAB 6th LIVE」ボーカル＆ダンサー
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