吉沢亮
生年月日 1994/02/01
出身地

東京都

【フィルモグラフィ】
キングダム２ 遥かなる大地へ (2022)

出演

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE

声の出演 :ロディ・ソウル

ワールド ヒーローズ ミッション (2021)

東京リベンジャーズ (2021)

出演 :佐野万次郎[マイキー]

青天を衝け (2021)

出演 :渋沢栄一

AWAKE (2020)

出演 :清田英一

さくら (2020)

出演 :長谷川一

青くて痛くて脆い (2020)

出演 :田端楓

半沢直樹イヤー記念・エピソードゼロ

～狙われた半沢直樹のパスワード～ (2020)

出演 :高坂圭

半沢直樹 （第２期） (2020)

ゲスト出演

一度死んでみた (2019)

出演 :松岡卓

空の青さを知る人よ (2019)

声の出演 :金室慎之介／しんの

キングダム (2019)

出演 :エイ政／漂

なつぞら (2019)

出演 :山田天陽

あのコの、トリコ。 (2018)

出演 :鈴木頼

銀魂２

出演 :沖田総悟

掟は破るためにこそある (2018)

BLEACH (2018)

出演 :石田雨竜

猫は抱くもの (2018)

出演 :良男（猫）

ママレード・ボーイ (2018)

出演 :松浦遊

サバイバル・ウェディング (2018)

出演 :柏木祐一

GIVER

出演 :義波（尾崎冬矢）

復讐の贈与者 (2018)

銀魂２ -世にも奇妙な銀魂ちゃん- (2018)

出演

レ・ミゼラブル

出演 :馬場純（若き頃）

終わりなき旅路 (2018)

レオン (2017)

出演 :一条徹

リバーズ・エッジ (2017)

出演 :山田一郎

悪と仮面のルール (2017)

出演 :伊藤亮祐

斉木楠雄のΨ難 (2017)

出演 :海藤瞬

トモダチゲーム 劇場版FINAL (2017)

出演 :片切友一

銀魂 (2017)

出演 :沖田総悟

トモダチゲーム 劇場版 (2017)

出演 :片切友一

ラストコップ THE MOVIE (2017)

出演 :藤崎誠吾

トモダチゲーム (2017)

出演 :片切友一

銀魂 -ミツバ編- (2017)

出演 :沖田総悟

下北沢ダイハード／第１話

裸で誘拐された男 (2017)

出演 :渡部健人

ぼくは麻理のなか (2017)

出演 :小森功

恋する香港 (2017)

出演 :

Summer Song

出演 :市原健一

サマーソング (2016)

田健太

KABUKI DROP (2016)

出演

オオカミ少女と黒王子 (2016)

出演 :日下部憂

武道館 (2016)

出演 :水嶋大地

臨床犯罪学者 火村英生の推理 (2016)

ゲスト出演

ダメな私に恋してください (2016)

ゲスト出演
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早子先生、結婚するって本当ですか？ (2016)

ゲスト出演

コールドケース

ゲスト出演

～真実の扉～ (2016)

せいせいするほど、愛してる (2016)

ゲスト出演

バスケも恋も、していたい (2016)

出演

さらば あぶない刑事 (2015)

出演 :川澄和則

通学シリーズ

出演 :トモ

通学電車 (2015)

一路 (2015)

ゲスト出演

ＨＥＡＴ (2015)

出演 :松山航平

オトナ女子 (2015)

出演 :前川亮介

アオハライド (2014)

出演 :小湊亜耶

ロストデイズ (2014)

出演 :高野ナツ

ドラマ

出演

新解釈・日本史 (2014)

世界一即戦力な男 (2014)

出演

水球ヤンキース (2014)

出演 :加東慎介

地獄先生ぬ～べ～ (2014)

出演 :木村克也

赤々煉恋 (2013)

出演 :潤也

カノジョは嘘を愛しすぎてる (2013)

出演 :君嶋祐一

男子高校生の日常 (2013)

出演 :ヒデノリ

シェアハウスの恋人 (2013)

ゲスト出演

最悪の卒業式 (2013)

出演 :牧原匠

ぶっせん (2013)

出演 :田村正助

仮面ライダー×仮面ライダー
(2012)

ウィザード＆フォーゼ

ＭＯＶＩＥ大戦アルティメイタム 出演 :朔田流星／仮面ライダーメ
テオ

出演 :ライズマン

ぼくが処刑される未来 (2012)
仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE
仮面ライダー×スーパー戦隊

出演 :朔田流星（仮面ライダーメ
テオ）

みんなで宇宙キターッ！ (2012)

出演 :朔田流星／仮面ライダーメ
テオ

スーパーヒーロー大戦 (2012)

ゲスト出演

そこをなんとか (2012)
ネット版
(2012)

仮面ライダー×スーパー戦隊

ネット版

仮面ライダーフォーゼ

仮面ライダー×仮面ライダー
(2011)

スーパーヒーロー大変

－犯人はダレだ？！－

出演

みんなで授業キターッ！ (2012)

フォーゼ＆オーズ

ＭＯＶＩＥ大戦

出演

ＭＥＧＡ ＭＡＸ

出演

サイン (2011)

出演 :結城なぎ

金魚倶楽部 (2011)

出演 :柳橋翔

仮面ライダーフォーゼ (2011)

出演 :朔田流星／仮面ライダーメ
テオ
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