佐野岳
生年月日 1992/04/03
出身地

愛知県

【フィルモグラフィ】
管理官キング (2022)

出演

部長と社畜の恋はもどかしい (2022)

出演 :拝島高志

封刃師（ふうじんし） (2022)

ゲスト出演

憐情 警視庁強行犯係 樋口顕 (2022)

出演

クロステイル ～探偵教室～ (2022)

ゲスト出演

暁鐘 警視庁強行犯係 樋口顕 (2022)

出演

イケメン共よ メシを喰え (2022)

ゲスト出演

警視庁強行犯係 樋口顕 Season2 (2022)

出演 :菊池和馬

科捜研の女 Season21 (2021～2022)

ゲスト出演

今野敏サスペンス

出演 :菊池和馬

警視庁強行犯係 樋口顕 (2021)

ＩＰ～サイバー捜査班 (2021)

ゲスト出演

孤独のグルメ Season9 (2021)

ゲスト出演

疑念 警視庁強行犯係 樋口顕 (2021)

出演

真・鮫島事件 (2020)

出演 :佐々木将輝

リスタートはただいまのあとで (2020)

出演 :上田裕

仮面病棟 (2020)

出演

大江戸スチームパンク (2020)

出演 :弥助

柳生一族の陰謀 (2020)

出演 :ハヤテ

警視庁・捜査一課長2020 (2020)

ゲスト出演

探偵・由利麟太郎 (2020)

ゲスト出演

おしゃ家ソムリエおしゃ子！ (2020)

ゲスト出演

銀座黒猫物語 (2020)

出演

刑事７人 （シーズン６） (2020)

ゲスト出演

リアルプリンセス (2020)

声の出演

鬼火 警視庁強行犯係・樋口顕 (2020)

出演

超・少年探偵団NEO -Beginning- (2019)

出演 :ワタリ

スキャンダル専門弁護士 QUEEN (2019)

出演 :茂呂裕也

MAGI -天正遣欧少年使節- (2019)

出演 :ドラード

仮面同窓会 (2019)

出演 :皆川希一

聖域 警視庁強行犯係・樋口顕 (2019)

出演 :菊池和馬

黄色い煉瓦～フランク・ロイド・ライトを騙した男～ (2019)

出演 :牧口銀司郎

黒蜥蜴～BLACK LIZARD～ (2019)

出演 :真田信人

ふたつの昨日と僕の未来 (2018)

出演

純平、考え直せ (2018)

出演

となりの怪物くん (2018)

出演 :佐々原宗平

honey (2018)

出演 :権瓦郁巳

絶対零度～未然犯罪潜入捜査～ (2018)

ゲスト出演

健康で文化的な最低限度の生活 (2018)

ゲスト出演
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戦争めし (2018)

出演 :ワイン醸造所工場長

BRIDGE

出演 :佐伯有

はじまりは1995.1.17 神戸 ディレクターズカット版 (2018)

仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL ビルド＆エグゼイドwithレジェンド 出演 :葛葉紘汰／仮面ライダー
ライダー (2017)
鎧武

HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION (2017)

出演

HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY (2017)

出演

陸王 (2017)

出演 :毛塚直之

報復(かえし) (2017)

出演

報復(かえし) ２ (2017)

出演

インターン！ (2016)

出演 :死神

臨床犯罪学者 火村英生の推理 (2016)

ゲスト出演

仰げば尊し (2016)

出演 :桑田勇治

鎧武／ガイム外伝
ソイカレ

出演

仮面ライダー斬月／仮面ライダーバロン (2015)

出演

～わたしがイケメンと添い寝する30の方法～ (2015)

出演 :川本浩司

下町ロケット (2015)
仮面ライダー×仮面ライダー
劇場版 仮面ライダー鎧武

ドライブ＆鎧武

MOVIE大戦フルスロットル (2014)

サッカー大決戦！黄金の果実争奪杯！ (2014)

平成ライダー対昭和ライダー

仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊 (2014)

烈車戦隊トッキュウジャーＶＳ仮面ライダー鎧武／ガイム
(2014)

地獄先生ぬ～べ～ (2014)
仮面ライダー×仮面ライダー
合戦 (2013)

春休み合体スペシャル

出演 :葛葉紘汰／仮面ライダー
鎧武
出演 :仮面ライダー鎧武／紘汰
出演 :葛葉紘汰（仮面ライダー
鎧武）
出演
出演 :白戸秀一

鎧武＆ウィザード 天下分け目の戦国ＭＯＶＩＥ大 出演 :葛葉紘汰／仮面ライダー
鎧武

「また、必ず会おう」と誰もが言った。 (2013)

出演 :香月和也

鴨、京都へ行く。 －老舗旅館の女将日記－ (2013)

出演 :石原圭介

ＧＴＯ完結編 ～さらば鬼塚！卒業スペシャル (2013)

出演 :石田拓海

ファーストクラス 僕のシンデレラ (2013)

出演

仮面ライダー鎧武／ガイム (2013)

出演 :仮面ライダー鎧武／紘汰

クロヒョウ２ 龍が如く 阿修羅編 (2012)

ゲスト出演

ＧＴＯ (2012)

出演 :石田拓海

ＧＴＯ

出演 :石田拓海

秋も鬼暴れスペシャル！ (2012)

捜査地図の女 (2012)

出演 :橘和輝

ＧＴＯ

出演 :石田拓海

正月スペシャル！冬休みも熱血授業だ (2012)
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