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～～  EEnntteerrttaaiimmeenntt  HHiissttoorryy  ～～  
  

  

奈奈良良県県のの小小ささなな村村でで生生ままれれ、、地地域域ぐぐるるみみのの付付きき合合いいかからら  

人人ののぬぬくくももりりをを身身近近にに感感じじ、、大大自自然然ととととももにに育育つつ。。  

高高校校時時代代ににはは、、夏夏のの高高校校野野球球県県大大会会高高校校生生リリポポーータターーにに  

33 年年間間選選抜抜さされれるる（（第第 8888 回回、、8899 回回、、9900 回回大大会会））。。  

高高校校 33 年年生生のの秋秋、、22001100  MMIISSSS  UUNNIIVVEERRSSEE  JJAAPPAANN にに応応募募しし、、  

日日本本最最終終選選考考会会ににてて史史上上最最年年少少 1188 歳歳でで準準ググラランンププリリととななるる。。  

  

22001122 年年かからら奈奈良良県県曽曽爾爾村村のの観観光光大大使使をを務務めめてていいるる。。  

現現在在、、女女優優ととししてて活活動動中中。。  
  

生年月日   1991 年 5 月 13 日 

出身地     奈良県  

血液型     A 型 

サイズ  身長 169ｃｍ B79 W62 H88 S24.5 

趣味   森林浴・読書 

特技   エレクトーン・バレーボール     

資格   普通自動車免許  
 



  

  

  

＜＜経経歴歴＞＞  
【【ドドララママ】】  

22002200 年年  朝朝日日放放送送  スステテイイナナイイトトミミスステテリリーー  「「日日暮暮里里チチャャーーリリーーズズ」」  全全４４話話    不不二二子子役役  

22002200 年年  NNHHKK  総総合合  よよるるドドララ  「「伝伝説説ののおお母母ささんん」」  第第 11 回回  料料理理番番組組  アアナナウウンンササーー役役      

22001199 年年  関関西西テテレレビビ  「「ミミナナミミのの帝帝王王 ZZEERROO」」  連連続続ドドララママ  中中川川智智美美役役  （（阿阿久久都都のの秘秘書書））  

22001177 年年  テテレレビビ東東京京    ドドララママ２２４４  「「新新宿宿セセブブンン」」  第第４４話話    長長田田愛愛香香役役    

22001177 年年  ＮＮＨＨＫＫ  ＢＢＳＳププレレミミアアムム  ススーーパパーーププレレミミアアムム「「花花嵐嵐のの剣剣士士～～幕幕末末をを生生ききたた女女剣剣士士・・中中澤澤琴琴～～」」  ししのの役役    

22001166 年年  テテレレビビ東東京京  「「吉吉祥祥寺寺だだけけがが住住みみたたいい街街でですすかか？？」」１１００，，１１１１話話  雑雑誌誌表表紙紙モモデデルル  

22001166 年年  ＮＮＨＨＫＫ  ＢＢＳＳププレレミミアアムム  ププレレミミアアムムよよるるドドララママ  「「ママママゴゴトト」」  最最終終回回  アアナナウウンンササーー役役            

22001166 年年  ＮＮＨＨＫＫ  総総合合  ドドララママ１１００  「「水水族族館館ガガーールル」」  第第６６回回    ええりりなな役役                                                

22001166 年年  TTBBSS    月月曜曜名名作作劇劇場場「「ああんんみみつつ検検事事のの捜捜査査フファァイイルル  女女検検事事のの涙涙はは乾乾くく」」  記記者者役役  

22001166 年年  ＮＮＨＨＫＫ  ＢＢＳＳププレレミミアアムム  ププレレミミアアムムよよるるドドララママ    「「初初恋恋芸芸人人」」  第第１１話話、、６６話話      千千佳佳役役      

22001155 年年  関関西西テテレレビビ  NNMMBB ととままななぶぶくくんん  木木曜曜刑刑事事ドドララママ「「相相方方  sseeaassoonn22,,33」」      仲山佳那役役  

22001155 年年  時時代代劇劇専専門門チチャャンンネネルル  「「時時代代劇劇法法廷廷ススペペシシャャルル～～被被告告人人はは坂坂本本龍龍馬馬～～」」  桜桜井井桃桃子子役役  

22001155 年年  関関西西テテレレビビ  「「新新・・ミミナナミミのの帝帝王王」」  第第 99・・1100 話話  

22001144 年年  TTBBSS          「「ペペテテロロのの葬葬列列」」  第第 77 話話  レレスストトラランンススタタッッフフ役役  

22001144 年年  フフジジテテレレビビ  「「キキャャビビンンアアテテンンダダンントト刑刑事事～～ニニュューーヨヨーークク殺殺人人事事件件～～」」  客客室室乗乗務務員員役役  

22001144 年年  テテレレビビ朝朝日日  「「事事件件救救命命医医 22〜〜IIMMAATT のの奇奇跡跡〜〜」」  指指揮揮本本部部オオペペレレーータターー役役  

  

【【映映画画】】  

22001122 年年  東東映映          「「利利休休ににたたずずねねよよ」」  秀秀吉吉側側室室役役  

  

【【テテレレビビ番番組組】】  

22001177 年年  NNHHKK 奈奈良良  「「ななららナナビビ」」  77 月月 1144 日日放放送送  

22001166 年年～～22001177 年年 33 月月  関関西西テテレレビビ  「「みみんんななののニニュューースス  ワワンンダダーー」」番番組組内内ココーーナナーー「「ワワンンダダーーののトトビビララ」」  レレポポーータターー  

22001155 年年～～22001166 年年 33 月月  関関西西テテレレビビ  「「ゆゆううががたた  ＬＬＩＩＶＶＥＥワワンンダダーー」」番番組組内内ココーーナナーー「「ワワンンダダーーののトトビビララ」」レレポポーータターー  

22001155 年年  NNHHKK 奈奈良良    「「ななららナナビビ」」  77 月月 1100 日日放放送送  

22001144 年年  奈奈良良テテレレビビ  「「ゆゆううドドキキッッ！！」」  1111 月月 2277 日日放放送送  

22001144 年年  日日本本テテレレビビ  「「ズズーームムイインン！！！！ササタタデデーー」」  1111 月月 88 放放送送  

22001144 年年  NNHHKK 奈奈良良    「「ななららナナビビ」」  99 月月 1199 日日放放送送  

22001122 年年  朝朝日日放放送送    「「キキャャスストト」」  1122 月月 55 日日放放送送  

22001100 年年  奈奈良良テテレレビビ  「「ゆゆううドドキキッッ！！」」  奈奈良良 SSTTAARR フファァイイルル、、初初回回ゲゲスストト  33 月月 3311 日日放放送送  

  

【【PPRR】】  

22001199 年年  奈奈良良県県警警察察  桜桜井井警警察察署署  「「一一日日警警察察署署長長」」兼兼「「１１日日キキャャララババンン隊隊長長」」  

22001188 年年  奈奈良良県県警警察察  桜桜井井警警察察署署  「「一一日日警警察察署署長長」」兼兼「「１１日日キキャャララババンン隊隊長長」」  

22001188 年年  紀陽銀行と FM802 プロジェクト「NAMBA SQUARE」PR動画  

22001177 年年  奈奈良良県県警警察察  桜桜井井警警察察署署  「「一一日日警警察察署署長長」」兼兼「「１１日日キキャャララババンン隊隊長長」」  

  
  

 
有限会社スター・ヒル 
【東京本社】 

〒151-0062 

東京都渋谷区元代々木町４-５クレアトゥール４Ｆ-Ｆ 

TEL 03-6415-8503  FAX 0744-42-0610 

【関西支社】 

〒633-0064  

奈良県桜井市戒重 330-1 

TEL 0744-42-1652  FAX 0744-42-0610                                                                                                             

http://www.starhill.co.jp 

担当 山野  

０９０３２７７７３６８ 

yamano@starhill.co.jp 
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