GO UEDA
上田 豪

Profile : Pro Skateborder
活動拠点 : 埼玉県
URL : http://www.13mind.com

NAGASHIMA☆JIENOTSU☆YUICHIROU
長島☆自演乙☆雄一郎
Profile : Kickboxer , Prowrestler
K-1 WORLD MAX 2010
-70kg JAPAN Tournament 王者
活動拠点 : 日本・アジア
URL : http://ameblo.jp/jienotsu/

YUYA TEZUKA
手塚 祐弥

Profile : Racing Driver
活動拠点 : 栃木県
URL : http://yuyatezuka.com/

RYOTA IKEMOTO
池本 凌汰

Profile : Motocross Rider
活動拠点 : 大阪府

SHINGO MINAMIDE
南出 真吾

Profile : Bike Racer
活動拠点 : 奈良県
【戦歴】
2015年
ＦＰ4-STクラス

西日本モトチャンプ杯
ＦＰ4-ST
第１戦４位
第２戦優勝
2014年からＦＰ4-STクラスにスイッ
チ
ＦＰ4-STクラス西日本モトチャンプ
杯

2016年
全国大会
ＦＰ４−ＳＴクラス
３位
2016年

モトチャンプ杯西日本シリーズ戦
シリーズランキング２位

04年05年

２年連続ＦＮクラス日本一

シリーズランキング7位
2013年度
モトチャンプ杯関西シリーズ戦
ＦＮクラス
R2、優勝
R3、２位
R4、優勝(全国大会優勝)
R5、２位

04年05年06年10年11年13年
モトチャンプ杯関西シリーズ
ＦＮクラスチャンピオン

MAO SASAMOTO
茶々元 真央 - ささもと まお
Proﬁle : 女優 歌手 モデル
活動拠点 : 東京都
Twitter : https://mobile.twitter.com/spicamao
Facebook : https://m.facebook.com/chachamao01/?locale2=ja̲JP
活動 :

【映像】
webドラマ 超刑事super deka 主演 美香(よしか)役 出演中
動画URL:http://youtu.be/w-cgcYkN0y8

鶴川ショートムービーコンテスト協賛企業賞受賞・町田PR動画「まちだけ。」
主演

URL:https://m.youtube.com/channel/UCLFV5UKtKb7bVLLk1k3Nb1Q
TBS「金曜日のスマたちへ」赤服レギュラー出演

2014年11月 テレビ東京ライフハック 花嫁友人役

2017年4月 フジテレビ「BL漫画家ですが結婚してもいいですか？」第1話
ウェイトレス役 カップル役
【朗読劇】

森浩美監修・朗読劇「家族草子」

2015年「靴紐の結び方」地域住民役
2015年「妻のパジャマ」看護師役
【雑誌】

2016年4月アームズマガジン7月号 SPLASH TOUR GIRLS

2016年4月ピースコンバットNO.13 / 2016年6月ピースコンバットNO.14 /
2016年9月ピースコンバットNO.15 / 2016年11月ピースコンバットNO.16
SPLASH TOUR GIRLS

2017年3月 ピースコンバットNO.17 春のゲームコーディネート大特集
2016年8月 コンバットマガジン10月号 「サバゲGIRLS装備図鑑」

2016年12月 コンバットマガジン2月号 バトルスポット2周年イベント
2017年1月 東京マルイ大全

2017年1月 アームズマガジン2月号 サバゲ野郎一番星
2016年メンズナックル掲載

【ラジオ】

・FMうらやすラジオ

・BeFMラジオゲスト出演
【ファッションショー】

2015年4月 渋谷キャメロットファッションショー
2015年8月 新宿ReNYファッションショー

2017年1月 新宿パセラリゾーツ ファッションショー
【LIVE】

・2014年8月音結日 LIVE 下北沢 月灯 ・9月 吉祥寺 和風ダイニング〜旅〜
・2014年9月 / 10月 下北沢cave-b LIVE〜girls soul party vol.1〜
vol.2〜

ボーカル出演・メインMC出演

・2014年11月下北沢cave-b LIVE〜girls soul party vol.3〜

・2014年 12月 / 2015年 11月 新宿ドリームストア LIVE ボーカル出演

・2017年1月 王子 ベースメントモンスター プロレスラーエスコートガール
&ゲストボーカル出演
【スタンドイン】

・石原さとみ フレアフレグランス・アーユスCM
・木佐彩子 オールブランCMワイヤーアクション
【イベント】

・2016年4月〜2017年3月

サバゲーイベント、SPLASHツアー メインゲスト

・2016年10月

所さんの世田谷ベース・アメピク ALPHAブース ALPHAガール
・2016年11月 バトルスポット2周年イベント・メインゲスト

・2016年12月 GUN'z GLOVA1周年記念イベント・メインMC

・2017年3月 TOKYO outside Festival ALPHAブース ALPHAガール

TOKIO NAKAJIMA
中嶋 時男

1986/11/17生

182cm 65kg B90 W78 H88
足27cm
Twitter :
mobile.twitter.com/tokio_1117
Instagram :
www.instagram.com/tokio_1117/

【CM】

【PV】

ライオン 防カビくん煙剤 メイン

キュウソネコカミ『サギグラファー

マツコ マツコ

サイバード イケメン戦国 彼氏役メ
イン

ラヴァーフェニックス『four
season』

踊るさんま御殿

日本赤十字社 献血患者役

ミソッカス『ゴーストシップラブス
トーリー』

さんまのSUPERからくりTV
キスマイBUSAIKU!?

JACCSカード ギタリスト役
Microsoft パソコン 店員役
朝日新聞デジタル 会社員役

【モデル】
ZOZOTOWN WEAR公式
東京ガールズコレクション
環境省

裁判所

namco

コンパde恋プラン メイン
カルガモ引っ越しセンター メイン
ゼロ婚 メイン

土間土間 メイン

アクエリアス 若者役
UNIQLO ディズニーコラボTシャツ
コカコーラ 爽健美茶
lixil カタログ・パンフレット 夫役
眼鏡市場 ALOCK
サントリー ソウルマッコリ
B!nn tokyo
NIKE スニーカー プレス発表会
MIZUNO スニーカー ランウェイ
PILOT

福助

P&G ジレット
CASIO EXILIM
グッズマン GOLDWAX メイン
リサイクルショップ ティファナ メ
イン
P&G ファブリーズ メイン

ALSOK ダンサー役
google 若者役
グリーンハウス ビアサーバー 日本
人メイン

ロッピングセレクション

TarO＆JirO 『ペロレラレボリュー
ション』
里咲りさ『だってね』
Lowpass『RUFF』
くるり『Liberty ＆ Gravity』

リクルート Seemアプリ メイン

【TV】

セキスイハイム 作業員役

いいとも

シーブリーズ 高校生役

SMAP SMAP

Jhonson&Jhonson コンタクト 雑
誌編集者役

世界一受けたい授業

javari カメラマン役

プレバト！！

TAKARATOMY ソニックアワーポー
タブル 若者役

【本】
イケメンお掃除隊の家中スッキリテ
ク170
男性誌、女性誌、ムック本 多数

【MC】
東京ボーイズコレクション
スペースシャワーTV oxala

アメトーーク

世界仰天ニュース スーパーニュース
ZIP！

王様のブランチ
アッコにおまかせ！
世界の日本人妻は見た
金曜日のスマたちへ
ひみつの嵐ちゃん！
news every.

お試しかっ！

志村けんのだいじょうぶだあ
EXILEカジノ
王様のブランチ
誰だって波瀾爆笑
お願いランキング
しゃべくり007

月曜から夜更かし

たけしのニッポンのミカタ！
爆報！THEフライデー
めざましテレビ
行列の出来る法律相談所
ゴッドタン

ピラメキーノ

あさチャン！

Nスタ

【その他】
au 教育ビデオ
レッツエンジョイ東京
TOSHIBA VP
beeTV

AbemaTV

テレ朝動画 サイサイてれび！おちゃ
の娘サイサイ！
KAmiYU ライブオープニング映像
全理連ニューヘアー「gain-G」発表
モデル
矢口真里の火曜The NIGHT 月刊イ
ケメン男子チャンピオン 優勝
他、イベント、ファッションショー、
舞台、ネット番組多数

