足立梨花
生年月日 1992/10/16
出身地

長崎県

【フィルモグラフィ】
絶対零度～未然犯罪潜入捜査～ （第2期） (2020)

ゲスト出演

白衣の戦士！ (2019)

ゲスト出演

僕はまだ君を愛さないことができる (2019)

出演 :御手洗陽

ポイズンドーター・ホーリーマザー (2019)

出演 :弓香

警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～SEASON4 (2019)

ゲスト出演

サギデカ (2019)

出演 :向井有紗

ほんとにあった怖い話

２０周年スペシャル (2019)

出演

赤ひげ２ (2019)

ゲスト出演

がっこうぐらし！ (2018)

出演
出演 :藤田陽子

キスできる餃子 (2018)
オー・マイ・ジャンプ！

ゲスト出演

～少年ジャンプが地球を救う～ (2018)

私たちの未来 (2018)

声の出演 :島谷マヒル

逃亡花（のがればな） (2018)

ゲスト出演 :糸井美幸

噂の女 (2018)

出演 :糸井美幸

限界団地 (2018)

出演 :桜井江理子

科捜研の女 （第17期） (2017～2018)

ゲスト出演

アヤメくんののんびり肉食日誌 (2017)

出演 :椿 雛菊

傷だらけの悪魔 (2017)

出演 :葛西舞

こんにちは、女優の相楽樹です。 (2017)

ゲスト出演

人は見た目が100パーセント (2017)

出演 :岸根香澄

地味にスゴイ！ＤＸ 校閲ガール・河野悦子 (2017)

出演 :今井セシル

MARS～ただ、君を愛してる～ (2016)

出演 :中嶋宏美

傘をもたない蟻たちは (2016)

出演 :中村安未果

早子先生、結婚するって本当ですか？ (2016)

ゲスト出演

最後の贈り物 (2016)

出演 :水島もえみ

水族館ガール (2016)

出演 :小柴久美子

営業部長 吉良奈津子 (2016)

出演 :神崎あすか

地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子 (2016)

出演 :今井セシル

大阪環状線

出演

ひと駅ごとの愛物語 (2016)

出演 :野村香織

劇場霊 (2015)
二十歳と一匹 (2015)

出演 :木下サラ

福岡恋愛白書１０

出演 :中村美憂

十回目の鈴が鳴るとき (2015)

ようこそ、わが家へ (2015)

出演 :保原万里江

ブーケなんていらない！ (2015)

出演

ほんとにあった怖い話

出演

夏の特別編２０１５ (2015)

私たちがプロポーズされないのには、１０１の理由があってだな

SEASON 2 (2015)

出演

コウノドリ (2015)

ゲスト出演

サイレーン 刑事×彼女×完全悪女 (2015)

ゲスト出演

誤断 (2015)

出演 :安城亜紀

私たちがプロポーズされないのには、１０１の理由があってだな (2014～2015)

出演

でーれーガールズ (2014)

出演 :秋本武美

このデータベースのデータおよび解説文等の権利はすべて株式会社スティングレイが所有しています 。
データ及び解説文、画像等の無断転用を一切禁じます。

Copyright (C) 2019 Stingray. All Rights Reserved.

トリハダ －劇場版２－ (2014)

出演

ポケモン・ザ・ムービー ＸＹ 破壊の繭とディアンシー (2014)

声の出演 :マリリン・フレイム

好きっていいなよ。 (2014)

出演 :武藤愛子

劇場版 東京伝説

出演

恐怖の人間地獄 (2014)

大東京トイボックス (2014)

出演 :百田モモ

ブラック・プレジデント (2014)

ゲスト出演

トクボウ 警察庁特殊防犯課 (2014)

ゲスト出演

近キョリ恋愛

出演 :高塔凛々子

～Season Zero～ (2014)

ダイヤモンド (2013)

出演 :遠藤の娘・奈央

あまちゃん (2013)

出演 :有馬めぐ

クロユリ団地～序章～ (2013)

出演 :葉山麗奈

山田くんと７人の魔女 (2013)

ゲスト出演

東京トイボックス (2013)

ゲスト出演 :百田モモ

相棒 （Season 11） (2012～2013)
仮面ライダー×仮面ライダー
(2012)
名探偵コナン

Good Luck

ウィザード＆フォーゼ

ゲスト出演
ＭＯＶＩＥ大戦アルティメイタム

１１人目のストライカー (2012)

恋結びの里 (2012)

イロドリヒムラ (2012)

出演 :大木美代子
声の出演 :足立梨花

出演 :平野有美
ゲスト出演

行け！男子高校演劇部 (2011)

出演 :玉城

それいけ！アンパンマン

声の出演 :お掃除ロボ

すくえ！ココリンと奇跡の星 (2011)

隠密八百八町 (2011)

出演 :千代

音楽人 (2010)

出演

ゲゲゲの女房 (2010)

出演 :飯田ユキエ（布美枝の姉・
次女）

ハンマーセッション！ (2010)

ゲスト出演

Happy! School Days! (2010)

出演

非女子図鑑 (2009)

出演

ふたつのスピカ (2009)

出演 :宇喜多万里香

トリハダ６ 夜ふかしのあなたにゾクッとする話を (2009)

出演

銀河鉄道９９９

声の出演 :明星（大人）

ダイヤモンドリングの彼方へ (2009)

愛流通センター (2008)

出演

未来講師めぐる (2008)

ゲスト出演

先生はエライっ！ (2008)

出演
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