里中 ユウスケ

７月３１日生

司会（MC)、DJ（ラジオ/スポーツ）、実況 etc

satonakayusuke.com

オフィシャルサイト

趣味・特技
映画（邦画）、キャンプ、ファッション、フットサル実況、HP制作、カメラ

資格
中日ドラゴンズ検定 3級

高校野球検定 夏の甲子園 初級

ファッション
アクセサリーブランド 「HU-TU Produced by Yusuke Satonaka」
デザイナー兼プロデューサー

音楽
ピアノボーカルユニット「all some good」ボーカル
（映画主題歌担当、アルバム配信リリース）

クリエイティブ
カメラコンテスト入賞歴有

カメラのアマノフォトコンテスト入賞

【 主なＭＣ実績 （詳細は次ページ） 】

「名古屋オーシャンズ アリーナＤＪ」（2014シーズン～）
「日本女子フットサルリーグ ユニアオレディース アリーナＤＪ」
「メニコンカップ2019 スタジアムＤＪ」
「ジャパンラグビートップリーグ Ｈｏｎｄａ ＨＥＡＴスタジアムＤＪ」
「CNCIグループ ケーブルテレビフットサルフェスタ inオアシス21」
「中日ドラゴンズ、名古屋オーシャンズ 子ども夢プロジェクト チャリティー大運動会」
「日本ハンドボールリーグ ＨＣ名古屋 アリーナＤＪ」
「AICHI IMPACT 2019 in AICHI Sky Expo TOYOTA GAZOO Racing eモータースポーツ レースアナウンサー」
「東京オートサロン2020 TOYOTA GAZOO Racing eモータースポーツ レースアナウンサー」

「南区民まつり@ONLINE 日本ガイシホール e baseball パワフルプロ野球2020 実況アナウンサー」
「ナゴヤオートトレンドＭＣ & ゆきぽよトークショー」
「落合博満講演会2019 」
「中日ドラゴンズトークショー」
「コミュスポ応援団 ドラゴンズLIVE応援団 ナビゲーター」
「2021 BEST OF MISS 愛知大会」
「2020 MISS JAPAN 愛知大会」（2019年～）
「ロボカップアジアパシフィック2021あいち」

【 SNS / HP 】
Twitter
里中ユウスケ → @poti_yusuke
サトナカメラ → @satonacamera (カメラアカウント)

Instagram
里中ユウスケ → @yusukesatonaka
サトナカメラ → @satonacamera (カメラアカウント)
HU-TU Produced by Yusuke Satonaka
→ @hutu20180106 (アクセサリーブランドアカウント)

HP
satonakayusuke.com

【経歴】
【 スポーツＤＪ 】
・フットサルFリーグ 名古屋オーシャンズ アリーナＤＪ （2014シーズン～）
・日本ハンドボールリーグ HC名古屋 アリーナＤＪ（2021）
・ジャパンラグビートップリーグ2020 Honda HEAT スタジアムＤＪ （2020）
・日本女子フットサルリーグ ユニアオレディース アリーナＤＪ （2019）
・メニコンカップ 2019 スタジアムＤＪ

【 実況 / eスポーツ実況 】
・コミュスポ応援団 ドラゴンズLIVE応援団 ナビゲーター ゲスト：井端弘和さん/岩瀬仁紀さん （2022）
・日本フットサル施設連盟選手権/施設連盟リーグ 全国大会
powered by キリンビバレッジ（2021） @J-GREEN 堺
powered by セイシングランドワーク（2021） @和歌山ビックウェーブ
トラバースPresents（2018） @武田テバオーシャンアリーナ
・第1回 第2回 やんちゃＧＰ ランバイクレース 実況ＭＣ (2021/2022)
・e footballウイニングイレブン2021 実況アナウンサー 〈中部大学全学学科対抗eスポーツ大会〉(2021)

・e baseballパワフルプロ野球2020 実況アナウンサー 〈中部大学全学学科対抗eスポーツ大会〉(2021)
・FIFA21 実況アナウンサー 〈2021チャレンジeスポーツinとよたまちなか〉
・e baseball パワフルプロ野球2020 実況アナウンサー 〈南区民まつり＠ONLINE2020 @日本ガイシホール〉
・夏季愛知県高校野球大会 実況アナウンサー (一宮市民球場/2020）
・TOYOTA GAZOO Racing eモータースポーツ グランツーリスモスポーツ レースアナウンサー
東京オートサロン2020 TOYOTA GAZOO Racing GRゾーン （2020） @お台場MEGAWEB
AICHI IMPACT 2019 TOYOTA GAZOO Racing eモータースポーツステージ @AICHI Sky Expo （2019）
・CNCIグループ ケーブルテレビフットサルフェスタ @オアシス21 (2019/2018)
・愛知県知事杯 あいちフットサルカーニバル2015 @モリコロパーク
・新時代カップ フットサル実況 (2015)

【 イベントＭＣ 】
・ロボカップアジアパシフィック2021 & ロボカップ応援ステージ ゲスト：SKE48（2021）
・南区民まつり @ONLINE 総合ＭＣ （2021/2020）
・さくらスポーツフェスタ @パロマ瑞穂レクリエーション広場 （2021）
・おおぶ映画祭 総合司会 & 監督トークセッション （2022/2021）
・ナゴヤオートトレンド メインステージＭＣ （2020）

・中日ドラゴンズ、名古屋オーシャンズ 子ども夢プロジェクト チャリティー大運動会 ＭＣ （2019）
・デラスポ☆スタジアム 総合ＭＣ @パロマ瑞穂スタジアム （2020/2019）
・日本最大級の企業対抗駅伝2019 supported by メルディアグループＭＣ（2019）
・愛産大春フェスＭＣ ゲスト：ゆりあんレトリィバー＆ジョイマン
・名古屋ニコニコランド2013 @久屋大通公園

【経歴】
【 コンテストＭＣ 】
・2021 BEST OF MISS 愛知大会ＭＣ
・2020 MISS JAPAN 愛知大会ＭＣ / 2019 MISS JAPAN 愛知大会ＭＣ
・美容室 レイフィールド ビューティーコンテスト「RAY CROSS 2019」 @名古屋国際会議場 （2019）

【 トークショー / 講演会 】
・三井不動産グループ祭り 名古屋オーシャンズ 篠田龍馬選手トークショー
@ららぽーと名古屋みなとアクルス（2022）
・ゆきぽよトークショー（2020） 〈ナゴヤオートトレンド〉
・ラリージャパントークショー 元Ｆ１ドライバー山本左近さん、梅本まどかさん（2020） 〈ナゴヤオートトレンド〉
・ｌｏｌトークショー （2020）
・中日ドラゴンズ 選手トークショー @豊橋けいりん

藤井淳志選手 遠藤一星選手 藤嶋健人選手 （2020）
藤井淳志選手 福谷浩司選手 遠藤一星選手 （2019）

・中日ドラゴンズ 田島慎二選手 根尾昂選手 トークショー @スポーツスタジアムソブエ （2019）
・BOYS AND MEN トークショーＭＣ 〈メニコンカップ 2019〉
・元中日ドラゴンズ・ＧＭ 落合博満講演会2019 オレ流野球の真実、決断=実行 (2019)
・シーホース三河 加藤寿一選手 森川正明選手トークショー 〈ケーブルテレビフットサルフェスタ2019〉
・ＦＣ岐阜クラブアンバサダー 難波宏明氏トークショー 〈ケーブルテレビフットサルフェスタ2019〉
・名古屋グランパス榎本大輝選手 名古屋オーシャンズ水谷颯真選手トークショー
〈ケーブルテレビフットサルフェスタ2019〉
・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 中東泰斗選手 中務敏宏選手トークショー
〈ケーブルテレビフットサルフェスタ2018〉

【 その他 ＭＣ 】
・オービックファミリー運動会
・人前結婚式、結婚披露宴司会 〈名古屋観光ホテル ザコンダーハウス 東急ホテル など〉

など多数

【経歴】
【 ラジオ 】
・FMとよた RADIO LOVEAT 「ゆうらぶ」（水曜レギュラー 2021.4～2022.3）
・FMとよた RADIO LOVEAT 特別番組「フォトジェニックレディオ」 (2022)
・FMとよた RADIO LOVEAT 「ひるらぶ」（木曜レギュラー 2020.4～2021.3）
・FMおかざき 夏季愛知県高校野球大会2020 実況アナウンサー（岡崎市民球場）
・FMおかざき「FUN!FAN!MUSIC」（第四水曜レギュラー）
・高鷲スノーパーク ゲレンデＤＪ 2015～2016シーズン TAKASU AIR MIXX(土日レギュラー）
・愛知北ＦＭ 「I-mix」 （月曜～金曜 帯番組レギュラー）
・愛知北ＦＭ 「Lunch」 （月曜、火曜レギュラー）
・瀬戸ラジオSANQ「サンキューイブニング」 （木曜レギュラー）

【 ナレーション 】
・cacチャンネル 「しるし」 （2015.4月～2016.12月）

【 映画 】
・Filmusic in 中川運河・春 「canal try 」 映画主題歌担当
●「キドラアローン」 本多役 （海外映画祭 受賞作品 ）
※アメリカ テキサス州 「オースティンアクション映画祭2020」 チャンピオン受賞
アメリカ ニューヨーク 「アーバンアクションショーケース国際アクション映画祭2020」 入選
北アイルランド 「イエローフィーバーインディー映画祭2020」 ベストアクション賞ノミネート
●「この世で一番強いヤツ」 主演 金平太一役
●「ＥＮＯLＡ」 主演 アズマ役
●：セルＤＶＤ全国販売＆TSUTAYA,GEOなど全国レンタルショップ流通作品

【 武将隊 】
・グレート家康公「葵」武将隊 本多忠勝役 （2017.4月～2019.2月）
・長久手武将隊 長久手歴史トラベラーズ 森長可役 （2011.6月～2013.5月）

【 テレビ 】
・ミクスネットワーク「何事じゃ！」（レギュラー）
・ＮＨＫ「あさイチ」 / 「さらさらサラダ」 / 「ＮＨＫのど自慢」
・日本テレビ 「踊るさんま御殿！！」
・フジテレビ「おじゃマップ」
・東海テレビ 「リサッチ」
・テレビ愛知「遊びに行こっ！～旅するＴＶホトチャンネル～」
・メーテレ「ザキロバ アシュラのすすめ」
・中京テレビ「ラッキーブランチ」
・ＣＢＣ「そこ知り板東リサーチ」
・ひまわりネットワーク「よーいドン」
・ｽﾀｰｷｬｯﾄﾁｬﾝﾈﾙ 「でらなごＴＶ」

【 ドラマ 】
・ＮＨＫ 「天地人」 北条重臣役 / 「とめはねっ！」 / 「下流の宴」 ホスト役 サラリーマン役
・ＴＢＳ ＴＢＳゴールデン「家族」 裁判傍聴人役
・フジテレビ 「アタシんちの男子」 土木作業員役

【経歴】
【 ＰＶ 】
・RAG FAIR 「メリミー」

【 舞台 】
・メニコンpresents ミュージカル 「本能寺が燃える」 森蘭丸役（名古屋能楽堂）
・全国武将隊天下一決定戦「宴」 （名鉄ホール） ※セルＤＶＤ全国販売

【 雑誌 】
・KELLy

・東海ウォーカー

・日経トレンディ

【 モデル 】
・長島スポーツランド
・るるぶ東京横浜ベストセレクト２０１０

【 ＣＭ 】
・サンシャイン京楽 それぞれのゼブラー小野晴香編
・モバゲー
・プロスタッフ

・大雪渓酒造
・プロピル

【 ラジオＣＭ 】
・サンシャイン京楽

・きがる家

【 音楽配信リリース 】
・asg cover songs vol.1 （ピアノボーカルユニット all some good）
※itunes、Apple MUSIC、LINE MUSIC、Spotify など各配信サービスより配信

【 イベント出演 】
・MASA21 鉄腕アトム展
・東山動植物園 秋のライトアップイベント
・名古屋市主催 桶狭間の合戦再現イベント(2019・2016)
・中部国際空港セントレア
・あすなる金山
・名古屋城宵まつり
・名古屋港水族館
・ラグーナ蒲郡
・モリコロパーク
・トヨタ博物館クラシックカーフェスティバル
・名古屋商業フェスタ（愛知芸術劇場大ホール）

・とよた産業フェスタ
・名古屋モーターショー
・ラシック
・なごやまつり
・広小路夏まつり
・徳川園
・清洲城ふるさと祭り
・SAMURAIサミットin名古屋ドーム
・全国うまいもの祭り
・長久手文化の家

その他、ＭＣ、音楽ユニット、武将隊として

など多数

※プロフィールに掲載致しました「固有名詞」の企業、クライアント様、メディア様の名称は、
広告媒体等にプロフィール掲載頂く際の使用は、謹んでお断り申し上げます

