堀 春菜

※映像資料をご希望の方はお問い合わせください

HORI HARUNA

生年月日：1997年3月17日 出身地：神奈川県 血液型：A型
身長：160cm 体重：46kg サイズ：B79cm / W59cm / H86cm 靴サイズ：24.5cm
趣味：読書(重松清さん) 特技：クラッシックバレエ(8年)、フラダンス(3年)、ジャズダンス(7年)、陸上競技、子どもの世話（保育園勤務歴2年）
受賞歴：第10回田辺・弁慶映画祭 女優賞 ／ はままつ映画祭2019 Hopeful女優賞

株式会社映画24区 担当：長岐（ながき）
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【FILM】
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【SHORT FILM】
映画『誰かの花』 奥田裕介監督
映画『泣く子はいねぇが』 佐藤快磨監督
映画『浜辺のゲーム』 さやか役(主演) 夏都愛未監督
☆第14回大阪アジアン映画祭 コンペティション部門
映画『21世紀の女の子』 「珊瑚樹」 ハル役（主演）
☆第31回東京国際映画祭 日本映画スプラッシュ部門
映画『万引き家族』 はるみ役 是枝裕和監督
☆第71回 カンヌ国際映画祭 パルムドール受賞作品 他多数
日韓合作映画『大観覧車』 はるな役(ヒロイン) ベク・ジェホ監督
☆第13回大阪アジアン映画祭 特別招待作品部門
☆富川国際ファンタスティック映画祭2018 Korean Fantastic: Features部門
☆第34回ワルシャワ映画祭 国際競争部門
映画『空(カラ)の味』 野田聡子役（主演） 塚田万理奈監督
☆第10回田辺・弁慶映画祭 弁慶グランプリ・女優賞・映検審査員賞・市民賞 4冠
☆横濱インディペンデント・フィルム・フェスティバル 2016 観客賞 受賞
☆うえだ城下町映画祭第14回自主制作映画コンテスト 柘植靖司賞 受賞
☆はままつ映画祭2016 スタッフ賞 受賞
☆福井映画祭 11th 長編部門 審査員特別賞 受賞
☆あいち国際女性映画祭2017 コンペティション部門ノミネート
☆第32回高崎映画祭 監督たちの現在 ー進取果敢な人々ー 部門招待
映画『KILLER TUNE RADIO』 柴野太郎監督
映画『僕らのごはんは明日で待ってる』 市井昌秀監督
映画『キセキーあの日のソビトー』 兼重淳監督
映画『ポエトリーエンジェル』 飯塚俊光監督
映画『いいにおいのする映画』 酒井麻衣監督
映画『ガンバレとかうるせぇ』 広瀬菜津役(主演) 佐藤快磨監督
☆釜山国際映画祭2014 ニューカレンツ部門招待
☆PFFアワード2014観客賞、映画ファン賞、名古屋賞
☆TAMA NEW WAVE作品賞、主演女優賞ノミネート
☆ヨコハマフットボール映画祭2015 最優秀作品賞（横浜、仙台、ジャカルタ上映）
☆福岡インディペンデント映画祭 2014優秀賞
☆福井映画祭長編部門審査員特別賞
☆ちば映画祭 招待上映
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映画『空はどこにある』 平井あい 役 山浦未陽監督
映画『在りし人』 佐代 役（ヒロイン） 藤谷東監督
☆伊参スタジオ映画祭2019シナリオ大賞（短編の部）
映画『あらくれ』 由香 役 鈴木冴監督
映画『日傘を差す女』 荒木雪子 役(ヒロイン) リャオ・チエカイ監督
映画『歩けない僕らは』 相馬幸子 役 佐藤快磨監督
☆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2019 国内短編部門 観客賞
映画『過ぎて行け、延滞10代』 白石夏子 役(主演) 松本花奈監督
☆第30回東京国際映画祭 ミッドナイト・フィルム・フェス！
映画『カランコエの花』 梶原千里 役 中川駿監督
☆第26回レインボー・リール東京コンペティション部門グランプリ 他
映画『彼女はひとり』 矢野瑞樹 役 中川奈月監督
☆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2018 国内短編部門 他
映画『わたしが発芽する日』 山下優子 役(主演) 野本梢監督
☆第9回下北沢映画祭 コンペティション部門ノミネート 他
映画『赤い自転車』 小林ユキ 役 大石温夏監督
映画『全力で走る』 カナ役(主演) 加藤大志監督
映画『感光以前』 瑞木礼香役 竹内里紗監督
映画『ぼくらのさいご』 広瀬悦子 役(主演) 石橋夕帆監督
☆SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015 入選
☆田辺・弁慶映画祭2015コンペティション作品 映画.com賞受賞
映画『きらわないでよ』 姉役 加藤大志監督
映画『楽になりたい』 ハヤカワ五味 役(主演) 松田遥平監督
映画『time』 はるか 役(主演) 中川駿監督
☆NHKミニミニ映像大賞2014グランプリ
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【TV】
2020
2019
2019
2018
2017
2015

【CM/CF】
WOWOW「有村架純の撮休」 第3話「人間ドック」 香川 役 演出：是枝裕和
CX「痛快TV スカッとジャパン」 6/3 ONAIR
NHK「みんなのパラリンピック（7） 女子高生とパラアスリート篇」
NHKBS「あったまるユートピア」 城殿 漣 役
YBS「セブンティーン、北杜 夏」 川口彩未役(主演) 演出：冨樫森
ABC「チア☆ドル」 チアリーディング選手役 演出：藤澤浩和

【STAGE】
2020
2020
2020
2020
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2019
2016
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2014
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Asian Performing Arts Farm 2020「Young Farmers Camp」
ロロ「ロマンティック・コメディ」 脚本・演出：三浦直之 ※公演中止
M.M.S.T 「Othello＜prototype version＞」国際舞台芸術ミーティングin横浜
Asia Butoh Tree Team Asia in Thailand
EATI 2019 in Taipei ＠台湾・国立劇場「國家戲劇院 実験劇場」
モラトリアムパンツ「プラヌラ」 まひろ役（主演）
『解体されゆくアントニン・レーモンド建築 旧体育館の話』 息吹役（主演） 作・オノマリコ
モラトリアムパンツ「君が決めてよ明日のことは」 まどか役
ミュージカル「FAB FIVE THE MUSICAL」 神田千波役
カルミアクラブ「なつきとオバケくぬぎ」 米倉菊役
劇団SPACE☆TRIP 「ココロノハナシ」 内田陽奈役
劇団SPACE☆TRIP 「門星家の秘密」 門星ルイス役

株式会社映画24区 担当：長岐（ながき）
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伊東園ホテルズ「通える温泉宿「女友達」篇」
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ヨコハマ・フットボール映画祭＜YFFFアワード2020＞作品審査員
キネマ旬報社「映画検定」シネアド ナレーション
ドコモ「マイマガジンのある生活」webCM
装苑11月号（2018/9/28）
ヒカリエ8/TV ショートフィルム「渋谷、もうひとつのハチ。」
日本ネットワークサービス イメージキャラクター
欅坂46「二人セゾン」長濱ねる個人PV「自分ルール」
フットボール映画祭2016公式アンバサダー
写真集『視線』 撮影：新藤早代
福岡インディペンデント映画祭2016 OPムービー
パインズマインズ『道』MV/ 藤井三千監督
宮崎県西米良村移住・定住促進ムービー「煮しめ」
ちば映画祭PV「ちば映画祭のテーマ～初期衝動～2016ver. 」
バーガーキング・ジャパン WebCM
楽天カードWeb CM 「涙を流す準備はできている」
スピードラーニングTVCM（2015年秋～放送）
アオイゼミPV -ライブ授業編白鬚神社 例大祭 西図子PV
OriHimeプロモーション映像（Ori研究所）
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