猪野学
生年月日 1972/10/07
出身地

三重県

【フィルモグラフィ】

贋作男はつらいよ (2020)

ゲスト出演

大江戸グレートジャーニー ～ザ・お伊勢参り～ (2020)

ゲスト出演

恐怖新聞 (2020)

出演 :蜷川冬夜

任侠学園 (2019)

出演 :島本義行

必殺仕事人２０１９ (2019)

出演

スパイラル～町工場の奇跡～ (2019)

ゲスト出演

サイン

出演 :会田幹彦

－法医学者 柚木貴志の事件－ (2019)

ランウェイ２４ (2019)

ゲスト出演 :島崎翔一

西郷（せご）どん (2018)

ゲスト出演 :吉川監物

大女優殺人事件～鏡は横にひび割れて～ (2018)

出演

Missデビル

出演 :柴崎亮

人事の悪魔・椿眞子 (2018)

警視庁・捜査一課長 season3 (2018)

ゲスト出演

天才バカボン３ ～愛と青春のバカ田大学 (2018)

出演

琥珀の夢 (2018)

出演

釣りバカ日誌 ～新入社員 浜崎伝助～
大パニック編 (2018)

瀬戸内海で大漁！結婚式

釣りバカ日誌 ～新入社員 浜崎伝助～
の出張編 (2017)

伊勢志摩で大漁！初めて

出演 :植木雄一
出演 :植木雄一

釣りバカ日誌 Season2 ～新米社員 浜崎伝助～ (2017)

出演 :植木雄一

琥珀 (2017)

出演

テミスの剣 (2017)

出演

家族ノカタチ (2016)

出演

大使閣下の料理人 (2015)

出演

アイムホーム (2015)

出演 :一二三努

民王 (2015)

出演 :冬島一光

釣りバカ日誌

～新入社員 浜崎伝助～ (2015)

出演 :植木雄一

家政婦は見た！2015 (2015)

出演

影武者

出演 :本多正純

徳川家康 (2014)

ＴＥＡＭ －警視庁特別犯罪捜査本部－ (2014)

出演 :中藤卓

お家さん (2014)

出演

獣医さん、事件ですよ (2014)

ゲスト出演

剣客商売

出演 :文吉

鬼熊酒屋 (2014)

武士の献立 (2013)

出演

あさひるばん (2013)

出演
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八重の桜 (2013)

出演 :山県有朋

ドクターＸ

出演 :亀山久

～外科医・大門未知子～ （第2期） (2013)

大奥～永遠～［右衛門佐・綱吉篇］ (2012)

出演

黄金を抱いて翔べ (2012)

出演

星守る犬 (2011)

出演

シューシャインボーイ (2010)

出演

世にも奇妙な物語 20周年スペシャル・春 ～人気番組競演編～
(2010)

出演

うぬぼれ刑事（でか） (2010)

ゲスト出演

必殺仕事人２０１０ (2010)

出演 :陣吉

戦国疾風伝

出演 :浅井長政

二人の軍師 ～秀吉に天下を獲らせた男たち (2010)

こちら葛飾区亀有公園前派出所 (2009)

ゲスト出演

浅見光彦 ～最終章～ (2009)

ゲスト出演

丘を越えて (2008)

出演 :長谷川伸策

瞳 (2008)

出演 :高柳俊介

相棒 （Season 6） (2007～2008)

ゲスト出演

ゲゲゲの鬼太郎 (2007)

出演

華麗なる一族 (2007)

ゲスト出演

浅草ふくまる旅館 （第１期） (2007)

出演 :瀬古竜太

王様の心臓 ～リア王より～ (2007)

出演 :安藤

浅草ふくまる旅館 （第２期） (2007)

出演 :瀬古竜太

功名が辻 (2006)

出演 :細川忠興

タイガー＆ドラゴン (2005)

ゲスト出演

天下騒乱

出演 :志田源左衛門

徳川三代の陰謀 (2005)

リロ＆スティッチ

ザ・シリーズ（シーズン２） (2004～2006)

声の出演（日本語吹替版） :デイ
ヴィッド

草の乱 (2004)

出演 :井出為吉

19borders

出演 :田所和男

ナインティーン・ボーダーズ (2004)

リロ＆スティッチ

ザ・シリーズ (2003～2004)

声の出演（日本語吹替版） :デイ
ヴィッド

スティッチ！ザ・ムービー (2003)

声の出演（日本語吹替版） :デイ
ヴィッド

ピュア・ラブ ＩＩ (2003)

出演 :遠宮陽春

ピュア・ラブ ＩＩＩ (2003)

出演 :遠宮陽春

リロ＆スティッチ (2002)

声の出演（日本語吹替版） :デイ
ヴィッド

ピュア・ラブ (2002)

出演

透明人間

出演

DEAD ZONE IN ZEUS (1996)

手塚治虫の旧約聖書物語 (1992)

声の出演 :モーセ（子供）
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