佐渡山

順久

(43 歳)

YOSHIHISA SADOYAMA

■Profile

■出

生年月日

1974 年 9 月 19 日

【映

出身地

兵

サイズ

身長：170cm

演
画】

庫 県

Ｂ：90cm
Ｗ：78cm
Ｈ：91cm
Ｓ：26cm
頭：57cm

趣

味

乗馬・釣り・針金ア
ート

特

技

トランペット・ビリ
ヤード

資

格

普通自動車免許
普通自動二輪免許
乗馬３級ライセンス
【ドラマ】

映像資料

Pass:attitude

アティチュード

歴
`18「この道」監督：佐々部清／俊子の夫役
`18「おもてなし」監督：ジェイ・チャン
`18「ちはやふる～結び～」監督:小泉徳宏／審判役
`18「嘘八百」監督：武正晴
`17「やまない雨はない」監督：北﨑一教
`17「彼女がその名を知らない鳥たち」監督：白石和彌
`16「地の塩～山室軍平」監督：東條政利／金森通倫役
`15「種まく旅人２」監督：篠原哲雄／信用金庫職員役
`15「日本のいちばん長い日」監督：原田眞人／夫婦役
`15「戦国の勝者」監督：井上泰治／上村信介役
`14「GHOST DOLLS」監督：西片友樹／吾平役
`14「ナニワ銭道」監督：萩庭貞明／辰田役
`12「アウトレイジ～ビヨンド～」監督：北野武／若衆
`10「ふたたび」監督：塩屋俊／スナックの客役
`09「色即ぜねれいしょん」監督：田口トモロヲ／音楽教師役
`09「トラ・コネ」監督：北崎一教／村雨忍役
`07「0 からの風」監督：塩屋俊／橋本浩介役
`07「ミナミの帝王～結婚詐欺編」監督：萩庭貞明／ライムライトのマネージャー役
`06「LOVER&KILLERS 赤龍の女」監督：市川 徹／金城役
`06「ヒョンジェ」監督：井上泰治／機動隊役
`00「PARADICE」監督：THE MODS 森山達也／ワタル役
`97「バウンス ko GALS」監督：原田眞人／不幸な男役
`18 木曜ミステリー「遺留捜査」3 話／加賀谷敦役
`18 KTV「大阪環状線 Part4」～桜ノ宮篇～／飯田秀夫役
`18 WOWOW「黒書院の六兵衛」／長州官兵役
`11～ NHK 連続テレビ小説「カーネーション」警官役／「ごちそうさん」海軍役
「マッサン」今井商店役／「わろてんか」佐藤達三少佐役
`18 NHK BS プレミアム「大岡越前 4」／世話役役
`17 BS 特集ドラマ「龍馬の遺言」／木戸孝允役
`17 NHK スペシャルドラマ「龍馬最後の 30 日」／木戸孝允役
`17 木曜ミステリー「科捜研の女」season17 ４話／真柴淳弥役
`17 日曜ワイド「ドクター彦次郎 3」／岩崎裕二役
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KTV「大阪環状線 part２」～森ノ宮駅～／アスカの夫・直樹役
NHK 木曜時代劇「ちかえもん」第 3 話／町人役
BS 日テレ「佐武と市」／魚売り役
BS 朝日「大江戸事件帖～美味でそうろう」／三太郎役
TV 東京新春特番「大江戸捜査網」／町人役
テレビ朝日「スペシャリスト４」演出家役
テレビ朝日「最強のふたり」森本一馬役
スカパー！ 疫病神シリーズ「破門」水谷の部下役
テレ朝「科捜研の女 新春 SP２」盾村孝一役
KTV「新・ミナミの帝王」児玉役
TBS「N のために」野村役
`14 KTV「狩猟雪姫」保安委員役
NHK 木曜時代劇「銀二貫」第 4 話／父親役
BS NHK「大岡越前」第２回／盗人勘次役
KTV「Y･O･U やまびこ音楽同好会」PTA 役
KTV「ヨメ代行はじめました。」アニキ役
KTV「呪報 2405」第３話・4 話／社員役
テレビ東京「GARO ～MAKAISENKI～」第６話
TBS「水戸黄門」第 41 部・第 6 話／役人役 ‘09 第 40 部・第 10 話／木島宗佑役
ABC 土曜ワイド劇場「天才刑事・野呂盆六Ⅳ」父親役
テレビ東京「名犬フーバーの事件簿」／工藤良夫役
TV 東京「刺客請負人」(初回スペシャル)／旅装の藩士役
ABC 土曜ナイトドラマ 「学問ノススメ」(1・3・6・7 話)／吉岡先生役
ABC「安楽椅子探偵」／韓国人俳優役

【T V】

`18 YTV「ブータンが愛した日本人」／西岡京治役
`17 テレビ朝日「古館トーキングヒストリー～本能寺の変～」／町人 B 役
`17 27 時間テレビ「学ぶヒストリー劇場～大地震と富士山と人々と～」／毛利輝元役
`17 E テレ「先人たちの底力 知恵泉」徳川家康役
`16 E テレ「英雄たちの選択」足利義教役
`15 KTV「世界でバカウケ JAPAN」～ポッキー編 `15 KTV「よーいドン！」～佐渡裕編
`15 テレビ朝日「ナニコレ珍百景～法律を作った犬と飼い主の物語」
`14 KTV「ハピくるっ！～実録女の事件簿」
`13～ ABC「ビーバップ！ハイヒール」 多数
`10～ NHK「歴史秘話ヒストリア」
徳川四天王／井伊直虎／家康の頼れる家臣服部半蔵／頑張れ東京／
天下人・徳川家康と子どもたち／つらいときこそ一歩前へ／徳川家康役
聖徳太子の棺／小役人役
日本語／上田万年役
古代／保渡田の王役
奈良の鹿／丸尾平次郎役
逃げの小五郎と呼ばれて／逃げちゃだめだ／桂小五郎役・木戸孝允役
富士山に魅せられて／足利義教役 戦国最強の鉄砲集団／織田信長役
明治ゴーストバスター／井上円了役
江戸の復興代官奇跡の 4 年／伊奈半左エ門役
幕末スーパーDr’s／華岡青洲役
奈良の魔法使い／吉備真備役
`08 NTV「本当にあった日本史サスペンス劇場」忠臣蔵の女たち／潮田又之丞役
`04 NTV「いつみても波乱万丈」再現Ｖ「西城秀紀編」
`04 NTV「行列の出来る法律相談所」再現Ｖ「整形夫編」
「名詞に裏書編」

【Ｃ

`17「コカ・コーラ」夏の選抜高校野球 タイアップインフォマーシャル CM
`17～「シスコシステムズ」`17～「アート買取協会」`17～「京都 TOYOTA」
`16～「ヒガシマル～ちょっとぞうすい」`15「サカイ引越センター」 `14～「仲山石梁」
`14「くら寿司」 `13「広島住宅ふくやま」 `11「ノーベル VC3000 のど飴」
`10「UR 都市機構」 `09「ケイオプティコム eo 光」きっかけは節約編
`08「スシロー」スシ王子フェア編・みんなでお寿司編
`08「ミスタードーナツ～イチゴフェア」インフォマーシャル CM
`07「丸大食品」
`06～`10「山勇のカニ」
`06`17「大阪ガス」
`06「マルキン忠勇～もろみ酢」 `06「和歌山マリーナシティ」インフォマーシャル CM

М】

【その他】

アティチュード

`17 大阪城展示ジオラマ映像「からくり太閤記」
`16「三協アルミ」広告モデル
`13「パナソニック（i-pad）
」広告モデル
`13「TUV」パンフレットモデル `12「マンダム（制汗剤）」広告モデル
`12～「小野薬品」ＰＶ `10 関西電力「エルテック新大阪」スチールモデル
`12「関西ウォーカー～スマホ博士」
`10 パナソニック「HD 映像コム」VP
`09 JR 西日本「EX－IC」Web 動画／メイン監督役
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`07
`06
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BS11「KanFA ライフスタイル TV ショッピング」／司会
アスパラドリンク×ULTRA`NIPPON（新聞広告）
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