佐々木希
生年月日 1988/02/08
出身地

秋田県

関連人物 渡部建 (夫)

【フィルモグラフィ】

リカ ～自称28歳の純愛モンスター～ (2021)

出演 :梅本尚美

にじいろカルテ (2021)

ゲスト出演

バイプレイヤーズ

ゲスト出演

～名脇役の森の100日間～ (2021)

白い濁流 (2021)

出演 :河原智子

伊藤くん A to E (2018)

出演 :島原智美

デイジー・ラック (2018)

出演 :山城楓

東京喰種

出演 :入見カヤ

トーキョーグール (2017)

ラストコップ

THE MOVIE (2017)

バイプレイヤーズ
(2017)

出演 :鈴木結衣

～もしも６人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら～

ゲスト出演

小さな巨人 (2017)

出演 :山本アリサ

伊藤くん A to E (2017)

出演 :島原智美（Ａ）

雨が降ると君は優しい (2017)

出演 :立木彩

いきなり先生になったボクが彼女に恋をした (2016)

出演 :山城さくら

カノン (2016)

出演 :岸本茜

嫌な女 (2016)

出演 :神谷真里菜

早子先生、結婚するって本当ですか？ (2016)

ゲスト出演

世にも奇妙な物語'16

出演

春の特別編 (2016)

沈まぬ太陽 （第２部） (2016)

出演 :雪絵

ＯＮ

出演 :佐藤都夜

異常犯罪捜査官・藤堂比奈子 (2016)

ヤッさん～築地発！おいしい事件簿～ (2016)

ゲスト出演

THE LAST COP／ラストコップ （シーズン２） (2016)

出演 :鈴木結衣

福家堂本舗 -KYOTO LOVE STORY- (2016)

出演 :福吉雛

星ガ丘ワンダーランド (2015)

出演 :清川七海

縁

出演 :飯塚真紀

～The Bride of Izumo～ (2015)

呪怨 －ザ・ファイナル－ (2015)

出演 :生野結衣

結婚に一番近くて遠い女 (2015)

出演 :佐藤カンナ

スケープゴート (2015)

出演 :三崎麻由

アイムホーム (2015)

ゲスト出演

THE LAST COP／ラストコップ （シーズン１） (2015)

出演 :鈴木結衣

恋愛あるある。 (2015)

出演

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
2 (2015)

さいはてにて ～やさしい香りと待ちながら～ (2014)

SEASON

出演
出演 :山崎 絵里子
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呪怨 －終わりの始まり－ (2014)

出演 :生野結衣

星新一ミステリーＳＰ (2014)

出演

ファースト・クラス (2014)

出演 :MINA

信長のシェフ （パート２） (2014)

出演 :香蓮

キャビンアテンダント刑事 ～ニューヨーク殺人事件～ (2014)

出演 :真野はるか

必殺仕事人２０１４ (2014)

出演 :おつう

ファーストクラス (2014)

出演 :鈴木良子

黒服物語 (2014)

出演 :杏子

風俗行ったら人生変わったwww (2013)

出演 :かよ

お天気お姉さん (2013)

出演 :橋本茜

世にも奇妙な物語'13

出演

春の特別編 (2013)

海の上の診療所 (2013)

ゲスト出演

恋するイヴ (2013)

出演

サンゴレンジャー (2012)

出演 :島袋リサ

ONE PIECE FILM Z

声の出演 :ゾミノ

ワンピース フィルム ゼット (2012)

ぱいかじ南海作戦 (2012)

出演 :キミ

アフロ田中 (2012)

出演 :加藤亜矢

聖なる怪物たち (2012)

ゲスト出演

恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか？ (2012)

エンディングテーマ,出演 :宝
池青子

TOKYOエアポート ～東京空港管制保安部～ (2012)

出演 :酒井真奈

べるぜバブ (2011)

歌

プロポーズ兄弟 ～生まれ順別 男が結婚する方法～ (2011)

出演 :渡辺みなみ

怪盗ロワイヤル (2011)

出演 :謎の女

火車 (2011)

出演 :失踪した美女

まっすぐな男 (2010)

出演 :萱島ゆきえ

土俵ガール！ (2010)

出演 :若林光（ＫＯＨ）

新春サザエさんスペシャル (2010)

出演 :未来の花沢（花沢イメー
ジ）

デス・ゲーム・パーク (2010)

出演

天使の恋 (2009)

出演 :小澤理央

神の雫 (2009)

出演 :セーラ

ローズオニール キューピー (2009)

ナレーション

しぇいけんBABY! -Shakespeare Syndrome- (2009)

出演 :瀬尾桜子

ハンサム★スーツ (2008)

出演 :玲美
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