
スポーツ	  MC	  DJ	  アリー	Sports	  MC	  DJ	  Alee	 http://alee.jp	

1973年3月28日 神戸市生まれ  大阪経済大学卒業  神奈川県茅ヶ崎市在住 175cm 70kg  
1998年頃からSports MC.DJ として活動中。 	
	
学生時代にスノーボードを始め、競技者として活動。競技引退後、イベントや大会等の企画運営をする中で
マイクを持ち始める。 
 
競技者だった経験を活かし、アクションスポーツを始めボールゲームまで様々なシーンを盛り上げる。	
	
スノーボード、スケートボード、モトクロス、モータースポーツ、マウンテンバイク、BMX、サイクルロードレース、
フリーランニング、トレイルラン、マラソン、ラグビー、サッカー、フットサル、ビーチサッカー、バスケットボール、
ミュージックフェスティバル、ファッションショーなどのMC DJ 
	
テレビ ラジオでのMC、ナビゲート、実況、ナレーション。 
	
熱くて繊細な目.気.心配りMC.DJで 観客,選手,スタッフが一体となるトリプルグットな世界を作り出す	

Alee,	  Sports	  MC	  DJ	  	  	  Born:	  28th	  March	  1973	  (age	  40)	  Kobe,	  Hyogo,	  Japan	  	  	  	  Residence:	  Chigasaki,	  Kanagawa,JPN	  
EducaNon:	  graduated	  Osaka	  university	  of	  Economics	  
Years	  acNve:	  1998-‐present	  
	  
Liven	  up	  games	  and	  events	  which	  are	  at	  various	  occasions,	  numbers	  of	  sports,	  outdoor	  and	  indoor	  from	  1998.	  
	  
Put	  enthusiasm	  into	  games	  by	  understanding	  all	  of	  the	  key	  points	  of	  "Events"	  
because	  MC	  Alee	  have	  strong	  background	  as	  snowboard	  player.	  
MC	  Alee	  started	  snowboard	  when	  he	  was	  university	  student	  and	  became	  contestant.	  
AXer	  reNred,	  he	  started	  to	  speak	  out	  at	  events	  and	  contest,	  some	  of	  them.	  he	  also	  planned	  and	  operated.	  
	  
Sports	  games	  and	  Events:	  
Snowboarding,	  Skateboarding,	  Motocross,	  Motorsports,	  Mountain	  bike,	  BMX,	  Cycle	  road	  race,	  Free	  running,	  
Trail	  running,	  Marathon,	  Rugby,	  Football,	  Futsal,	  Beach	  soccer,	  Basketball,	  Music	  FesNvals,	  Fashion	  show	  and	  
more	  
TV	  and	  Radio:	  MC,	  DJ,	  NavigaNon	  and	  NarraNon	  
	  
He	  creates	  scenes	  and	  places	  where	  the	  audiences,	  players	  and	  events	  staffs	  are	  united	  and	  make	  all	  of	  them	  
saNsfied	  with	  his	  MC	  which	  are	  filled	  with	  his	  passion	  and	  delicate	  a_enNon	  and	  sense	  of	  humor.	WORKS:主な実績	

[TV]	  
J	  Sports	  世界 頂 生中継 レッドブル ストリートスタイル	  (生放送)	  
J	  Sports	  レッドブルボックスカートレース 実況 (生放送)	  
J	  Sports	  レッドブルサークルオブバランス 実況	
スカパー アドレナリンスポーツ アクションスポーツワールド ナビゲーター	
スカパー スポーティング グレイツ  ナレーション	  
J	  Sports	  X	  Games	  #17	  番組ナビゲーター(BMX	  SK8	  Moto	  X)	  
[FMX]	  
レッドブルエックスファイターズ	  2013	  大阪	
[Snow	  Boarding]	  
X	  TRAIL	  JAM	  in	  東京ドーム	  2005	  2007	  
Burton	  Rail	  Days	  presented	  by	  MINI	  六本木ヒルズ	  
[Free	  Running]	  
Red	  Bull	  Art	  of	  MoNon	  横浜	
[Motocross]	  
T.M.M.R主催 Motocross	  Games	  series	  2009～2012	  
[Rugby]	  
[国際試合]	  
IRB	  Pacific	  NaNons	  Cup	  瑞穂公園ラグビー場	  /リポビタンDチャレンジ ウェールズ戦 花園	  
[Cycle	  Road	  Race]	  
JBCF	  	  JPT	  プロツアー ’11〜’13	  
AACR	  アルプスアズミノセンチュリーライド	
ちがさき ヴェロ フェスティバル	
[MTB	  /	  BMX]	  
Red	  Bull	  Holy	  RIDE	  ‘10石清水八幡宮/’11石鎚神社/’13勝尾寺	
Red	  Bull	  Urban	  Xross	  名古屋	  
Red	  Bull	  Kenny	  Belaey	  Trial	  Bike	  Performance	  名古屋	  TV塔	  
MTB全日本選手権	
シマノバイカーズフェステェイバル	
JBMXF全日本選手権大会　ひたち海浜公園	
[Sports	  EVENT]	  
NIKE	  YASEI	  NIGHT	  横浜赤レンガ倉庫	
スペシャライズドデイズ in	  白馬47	  

[TV]	  
J	  Sports	  Red	  Bull	  Street	  Style	  (Live	  broadcast)	  
J	  Sports	  Red	  Bull	  Box	  Cart	  Race	  (Live	  broadcast)	  
J	  Sports	  Red	  Bull	  Circle	  of	  balance	  (Live	  broadcast)	
SKY	  PerfecTV	  AcNon	  sports	  world	  (NavigaNon)	  
SKY	  PerfecTV	  SporNng	  greats	  (NarraNon)	  
J	  Sports	  X-‐Games	  #17	  (NavigaNon)	  
[FMX]	  
Red	  Bull	  X-‐Fighters	  2013	  Osaka	  
[Snow	  Boarding]	  
X	  TRAIL	  JAM	  in	  Tokyo	  DOME	  2005	  2007	  
Burton	  Rail	  Days	  presented	  by	  MINI	  Roppongi	  Hills	  
[Free	  Running]	  
Red	  Bull	  Art	  of	  MoNon	  YOKOHAMA	
[Motocross]	  
T.M.M.R(local	  race)	  Motocross	  Games	  series	  2009～2012	  
[Rugby]	  
[InternaNonal	  Match]	  
IRB	  Pacific	  NaNons	  Cup	  NAGOYA	  /	  Japan	  vs	  	  wales	  HANAZONO	  
[Cycle	  Road	  Race]	  
JBCF	  J	  Pro	  Tour	  ‘11~’13	  
AACR	  Alps	  AZUMINO	  century	  ride	  
CHIGASAKI	  VELO	  FesNval	
[MTB	  /	  BMX]	  
Red	  Bull	  Holy	  Ride	  ‘10	  KYOTO	  /’11	  EHIME/’13	  OSAKA	
Red	  Bull	  Urban	  Xross	  NAGOYA	  
Red	  Bull	  Kenny	  Belaey	  Trial	  Bike	  Performance	  NAGOYA	  TV	  Tower	
All	  Japan	  MTB	  Championships	  
SHIMANO	  BIKE’S	  FesNval	
All	  Japan	  BMX	  Championships	  
[Sports	  EVENT]	  
NIKE	  YASEI	  NIGHT	  YOKOHAMA	  
Specialized	  Dayz	  

<Sports	  MC	  DJ	  PA	  Team	  REAL	  	  株式会社リアル  mcalee7@gmail.com>	



[TV]	  
2013	  
J	  Sports	  世界	  頂	  ライブスペシャル レッドブルストリートスタイル 実況 (ライブ放送)	  
J	  sports	  世界 頂  中継	  
2012	  
J	  Sports	  レッドブルボックスカートレース 実況 (ライブ放送)	  
J	  Sports	  レッドブルサークルオブバランス 実況	
スカパー アドレナリンスポーツ アクションスポーツワールド ナビゲーター	
スカパー スポーティング グレイツ  ナレーション	
2011	  
J	  Sports	  X	  Games	  #17	  番組ナビゲーター(BMX	  SK8	  Moto	  X)	  
Sky-‐a	  ｢FISｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ世界選手権大会｣番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ(全9番組)	  
Gaora	  「JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会」	
2010	  
J	  Sports	  Burton	  Global	  Open	  Series	  US	  OPEN	  番組実況	  
J	  Sports	  X	  Games	  番組ナビゲーター(BMX	  SK8)	  
Gaora	  「JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会」	
2009	  
J	  Sports	  MTB	  BMX	  世界選手権大会　番組ナレーター	  
J	  sports	  ASIAN	  OPEN	  SNOWBOARDING	  CHAMPIONSHIPS　番組ナレーター	  
Sky-‐a	  ｢FISｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ世界選手権大会｣番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 	  
Gaora	  「JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会」	  
Gaora	  Bj	  League	  大阪EVESSA試合 中継 ベンチリポーター	
2008	  	  
J	  sports	  ニッサンエクストレイル　日本オープン　番組ナレーター	
2007	  
SKY-‐A	  ｢FISｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ世界選手権大会｣番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ(4番組)	  
GAORA｢JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会｣競技MC	  
2006	  
MASH	  UP	  TV‘(REGGAEﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ mush-‐up.jp)	  
GAORA	  ｢ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ･ﾋｭｰﾏﾝｶｯﾌﾟⅥ｣番組ﾅﾚｰﾀｰ	  
SKY-‐A	  ｢全日本ｽｷｰ選手権ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ大会｣番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ	
2005	  
MJTV(Music	  Japan	  TV)	  ﾐｭｰｼﾞｯｸﾀﾞｰﾂ ﾀﾞｰﾂ対決ｺｰﾅｰ担当 	  
SKY-‐A	  ｢FISｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ世界選手権大会｣番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 	  
SKY-‐A	  [human	  cup	  Ⅴ]番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ	  
SKY-‐A	  ｢JSBAﾎﾞｰﾀﾞｰｽﾞﾁｪｰﾝ｣REAL	  TOPICSｺｰﾅｰ担当	
2002	  
SKY-‐A	  ｢ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ･ﾋｭｰﾏﾝｶｯﾌﾟⅡ｣番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ	
[FM]	  
2006/09～2008/09	  
FM滋賀77.0	  e-‐radio	  4-‐7pm[Radio	  drive]Tue	  
	  
[Cycle	  Road	  Race]	  
2013	  
JBCF	  JPT	  ツアーMC(チームリアル)	  ‘11	  7月以降〜	  
もてぎサイクル100kmマラソン	
AACR	  アルプスアズミノセンチュリーライド	
ちがさきヴェロフェスティバル	
セオサイクルフェスティバル	  
2012	  
もてぎサイクル100kmマラソン	
AACR	  アルプスアズミノセンチュリーライド	
AEON幕張 サイクルフェスタ	
茅ヶ崎ヴェロフェスティバル	
セオサイクルフェスティバル	  
	  
[Free	  Running(PARKOUR)]	  
Red	  Bull	  Art	  of	  MoNon	  横浜	  
	  
[Running]	  
2013大阪ハーフマラソン	  
	  
[Trail	  Running]	  
2011	  野麦峠トレイルラン	  
2010	  野沢温泉 アースリート トレイルラン	  
	
[Motocross]	  
T.M.M.R主催 Motocross	  Games	  series	  2009～2012	  
	  
[Football/Futsal/Beach]	  
ビーチサッカー 国際親善試合 スイス代表戦 お台場	  2013	  
ビーチサッカーsunset	  stage	  2010	  IN	  神戸プラージュ	  
Fリーグ　シュライカー大阪　ホームゲームDJ(‘07～’09)	  
Honda	  Cup	  Futsal	  Festa	  決勝大会　オーシャンアリーナ(‘09～)	  
新温泉町ビーチサッカーフェスタ	  
	
[Rugby]	  
[国際試合]	  
IRB	  Pacific	  NaNons	  Cup	  2013	  名古屋瑞穂公園ラグビー場	
リポビタンDチャレンジ2013 日本代表 vs ウェールズ代表	
IRB	  Pacific	  NaNons	  Cup	  2012	  名古屋瑞穂公園ラグビー場	  
HSBC	  ASIAN	  5NATIONS	  
IRB	  JUNIOR	  WORLD	  CHAMPIONSHIP	  2009,	  JAPAN(U20世界ラグビー選手権)花園ラグビー場	
[国内リーグ]	  
Japan	  Rugby	  Top	  LEAGUE	  09-‐10	  10-‐11	  11-‐12	  12-‐13	  13-‐14(花園、ホムスタ、ユニバー)	  
	  
[Basketball]	  
bj	  大阪エベッサ	  
2006-‐2007シーズンチーム始動記者会見「大阪戎籠球団 出陣式」	  
2006	  E～ma	  イベント	
	
	

[MTB	  /	  BMX]	  
2013	  
[MTB]	  
MTB全日本選手権 (チームリアル)	
MTB	  Japan	  series	  (八幡浜 富士見 野沢 白鳥 白山)	  (チームリアル)	
ルイガノグリーンカップ	
シマノバイカーズフェステェイバル	
ウイングヒルズMTBフェスティバル	  
アドベンチャーイン富士見	  
Red	  Bull	  Holy	  Ride	  勝尾寺	
メリダミヤタカップ 湘南国際村	  
[BMX]	  
岸和田ドゥールースカップ	
2012	  
[MTB]	  
MTB全日本選手権	
MTB	  Japan	  series	  	  
ルイガノグリーンカップ	
シマノバイカーズフェステェイバル	
ウイングヒルズMTBフェスティバル	
Run	  and	  Bike	  野沢温泉	
メリダミヤタカップ 東伊豆	
2011	  
[MTB]	  
MTB	  Japan	  series	  	  
Red	  Bull	  Holy	  RIDE	  愛媛 石鎚神社	
ルイガノグリーンカップ	
シマノバイカーズフェステェイバル	
ウイングヒルズMTBフェスティバル	
メリダミヤタカップ 東伊豆	
[BMX]	  
BMX	  Japan	  series	  秩父滝沢	
2010	  
[MTB]	  
Red	  Bull	  Holy	  RIDE	  石清水八幡宮	  
29th	  MAZDA	  CUP　Avalanche	  Downhill	  Marathon	  in	  Winghills	  
浜松 MTBフェスティバル	  
アドベンチャーイン富士見Cｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ7	  
ウイングヒルズ Sports	  DEPO	  cup	  2010	  
J	  Series	  ウイングヒルズ白鳥　DH	  
ルイガノ　グリーンカップ15回記念大会 富士見高原リゾート	  
シマノバイカーズフェスタ2010	  DHエリア	  
[BMX]	  
秩父市長杯	  
JBMXFシリーズ広島	  
JBMXF全日本大会　ひたち海浜公園	
2009	  
J	  Series	  八幡浜　インターナショナルクロスカントリー	  
J	  Series	  ウイングヒルズ白鳥　DH	  
アドベンチャーイン富士見Cｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ6	  
ルイガノCup	  in	  富士見高原リゾート	  
大阪堺　BMX国際大会	  
ウイングヒルズ Sports	  DEPO	  cup	  2009	  
シマノバイカーズフェスタ2009	  DHエリア	  
虎姫MTBフェスティバル	  
BMX　久留米サイクルフェスタ	
2008	  
全日本ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ選手権大会	  
ウイングヒルズ　マウンテンバイクフェスティバル	  
シマノバイカーズフェスティバル	  
Red	  Bull	  Urban	  Xross	  
Aki	  ワールド　スポーツバイクフェスティバル	  
虎姫MTBフェスティバル	  
ありぱの富士見	  
BMXスーパーシリーズ大泉緑地	
2007	  
SMX	  (super	  mountain	  bike	  X)	  ｼﾘｰｽﾞ全戦	  
DEPO	  MTB	  ｼﾘｰｽﾞ in	  白鳥ﾘｿﾞｰﾄ	  
MTBｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾘｰｽﾞJ1	  白鳥高原ﾘｿﾞｰﾄ/DH	  
2006	  
KONA	  World	  FesNval	  in	  ふもっとぱら	  
DS	  日本一決定戦 in	  茶臼山	  
DEPOｼﾘｰｽﾞ最終戦 in	  白鳥ﾘｿﾞｰﾄ	  
MTBｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾘｰｽﾞJ1	  白鳥高原ﾘｿﾞｰﾄ/DH	  
MTBｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾘｰｽﾞJ1大鰐温泉大会/DH	  XC	  	  
SMX	  (super	  mountain	  bike	  X)	  ｼﾘｰｽﾞ全戦	
2005	  
MTBｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾘｰｽﾞJ1	  瀬女高原大会/DH	  XC	  
MTBｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾘｰｽﾞJ1	  ﾓﾔﾋﾙｽﾞ大会/DH	  XC	  	  
MTBｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾘｰｽﾞJ1	  大鰐温泉大会/DH	  XC	  	  
2005全日本ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ選手権大会 	  
MTBｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾘｰｽﾞJ3･三重桑名/4X	  
SMX	  (super	  mountain	  bike	  X)	  ｼﾘｰｽﾞ全戦	
2004~2003	  
SMX	  (super	  mountain	  bike	  X)	  ｼﾘｰｽﾞ全戦	

	
	

スポーツ	  MC	  DJ	  アリー	Sports	  MC	  DJ	  Alee	 http://alee.jp	

<Sports	  MC	  DJ	  PA	  Team	  REAL	  	  株式会社リアル  mcalee7@gmail.com>	



[FMX]	  
レッドブルエックスファイターズ	  2013	  大阪	
FMX	  AIR	  JACK	  トヨタロックフェスティバル	  
	  
[Climbing]	  
Reel	  Rock	  8	  試写会 平山ユージ トークセッション	  
	  
[Running	  Bike]	  
2013	  
West	  Japan	  Rider‘s	  Cup	  第4戦～第6戦(チームリアル)	  
2012	  
West	  Japan	  Rider‘s	  Cup	  第1戦～第3戦(チームリアル)	
湘南ドリームカップ	  
	  
[Slack	  lining]	  
ギボンカップ2013	  二子玉川ライズ	  
	  	  
[Other	  Sports	  EVENT]	  
2012	  
NIKE	  YASEI	  NIGHT	  横浜赤レンガ倉庫	
スペシャライズドデイズ in	  白馬47	  
2011	  
	  
2010	  
大阪ウォータースポーツフェスティバル　大阪プール	  
ラグビーの街　東大阪の夕べ 日刊スポーツ主催	  
アースリートフェスタ　名古屋栄大通り公園	  
Honda	  鈴鹿製作所 生誕50周年イベント [Let's	  50	  cub]	  
2009	  
アースリートフェスタ　名古屋栄大通り公園	
2008	  
アースリートフェスタ　名古屋栄大通り公園	  
Burton	  Tokyo	  
アクションサッカー	
2007	  
TREK	  flag	  ship	  store	  ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾃｨｰ	  
東京ｵｰﾄｻﾛﾝ2007	  ＠幕張ﾒｯｾ [HANKOOK	  TIRE]ﾌﾞｰｽ	  
Punk	  springs	  07in幕張 NIKE6.0	  BIKE	  JAM	  TREKflag	  ship	  store	  
2006	  
ｱｰｽﾘｰﾄﾌｪｽﾀ 2006	  Jib	  Jam	  ｺﾝﾃｽﾄ in名古屋 中央公園	  
ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ BOX	  JAM	  in大津ﾊﾟﾙｺ 円形広場	  
Mack	  Dawg	  ProducNon	  ﾜｰﾙﾄﾞﾌｨﾙﾑﾂｱｰ in	  渋谷Club	  ASIA	  
RED	  EYES‘	  FILM	  ﾌﾟﾚﾐｱﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ＠大阪Club	  Pure	  
FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2006	  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ in神戸ｳｲﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ	  
Green	  room	  fesNval	  in	  Osaka	  	  
NISSAN	  X-‐TRAIL	  X-‐CHA	  LLENGE	  MTB(ﾀﾞｳﾝﾋﾙ)in	  富士見ﾊﾟﾉﾗﾏﾘｿﾞｰﾄ	
2005	  
X-‐TRAIL	  JAM	  in	  TOKYO	  DOME	  
NISSAN	  X-‐TRAIL	  X-‐CHA	  LLENGE	  MTB(ﾀﾞｳﾝﾋﾙ)in	  富士見ﾊﾟﾉﾗﾏﾘｿﾞｰﾄ	  
ﾄﾞｺﾓ Happy	  cuteen	  summer	  party	  @	  大阪PLUTINUM	  
Je_y	  summer	  collecNon	  in	  PLUTINUM	  1st	  Anniversary	  
(ｹﾞｽﾄ‘くまきりあさみさん)	  
SBJ(日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ産業振興会)主催 ON	  SNOW	  FesNval	  石打丸山	  
東京ｵｰﾄﾒｯｾ＠有明 [work]ﾌﾞｰｽ	
2004	  
dub	  super	  series	  in	  Japan	  @大阪ｲﾝﾃｯｸｽ STAGE	  	  
(ﾌﾟﾛ野球選手･岩隈選手､女優･釈由美子さんとのﾄｰｸｼｮｰ)	  	  
RED	  EYES'	  FILM	  ﾌﾟﾚﾐｱﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ＠渋谷ｴｯｸﾞﾏﾝ	  
RED	  EYES'	  FILM	  ﾌﾟﾚﾐｱﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ＠大阪ｴﾝﾊﾟﾙﾒ	  
LIL(ﾘﾙ)	  EVENT	  2004	  ＠大阪ｴﾝﾊﾟﾙﾒ	  
F	  C	  movie	  第7弾試写会＆ｽﾓｰｶﾞｽﾗｲﾌﾞ＠大阪ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	  
東京ｵｰﾄﾒｯｾ＠有明 [work]ﾌﾞｰｽ	
2003	  
BURTON	  WORLD	  TOUR	  ＠神戸	  
TONY	  ALVA	  来阪ｲﾍﾞﾝﾄ＠大阪	

[Snowboarding]	  
2013	  
Burton	  Rail	  Days	  presented	  by	  MINI	  六本木ヒルズ	  
PSA	  主催 ツアー戦 (HP	  SS	  SX	  DU	  PS	  PGS)	  
31回 JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会(	  
2012	  
Burton	  Rail	  Days	  presented	  by	  MINI	  六本木ヒルズ	  
PSA	  主催 ツアー戦 (HP	  SS	  SX	  DU	  PS	  PGS)	  
30回 JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会(西日本、東日本大会)	  
FORUM	  Jib	  Ba_le	  2012	  
2011	  
Burton	  Rail	  Days	  presented	  by	  MINI	  六本木ヒルズ	  
PSA	  南郷HP	  セッション	  
PSA	  石打大会(HP	  SS)	  
29回 JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会(西日本、全日本FS種目)	  
FORUM	  Jib	  Ba_le	  2011	  	  
2010	  
PSA	  南郷HP	  セッション	  
PSA	  20周年記念大会(HP	  SS)	  
JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会(西日本、全日本)	  
PSA	  スピードファクトリー(GS	  DS)	  
SBJ	  on	  snow	  FESTIVAL	  in	  尾瀬戸倉	  
PSA	  高井冨士スロープスタイルセッション	  
FORUM	  PARK	  MEETING	  2010	  
2009	  
ASIAN	  OPEN	  SNOWBOARDING	  CHAMPIONSHIPS	  
PSA　プロサーキット石打.神立	  
JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会	  
SBJ	  on	  snow	  FESTIVAL	  in	  苗場	  
FISワールドカップ	
2008	  
JSBA全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会	  
SBJ	  on	  snow	  FESTIVAL	  in	  苗場	
2007	  
SBJ	  on	  snow	  FESTIVAL	  2007	  in	  苗場	  
第25回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大SL/GS/HP/	  
第25回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会 白樺湖ﾛｲﾔﾙﾋﾙ～白山瀬女高原	  
静岡県県民大会 SX	  
第9回 ひなまつりCUP	  長野白馬乗鞍	  
ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾂ 高鷲ﾁｬﾚﾝｼﾞ	  
SAJ全日本ｽｷｰ選手権大会ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技	
2006	  
RIDER‘S	  DELIGHT	  in	  栂池	  
SBJ	  on	  snow	  FESTIVAL	  in	  苗場	  
ﾘﾙﾀｲﾑ with	  EssenNal	  in苗場	  
第1回HAKUNORI	  CUP	  HP	  
第24回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大SL/GS/HP/SX/SS	  
第3回 白馬ｱﾙﾌﾟｽｶｯﾌﾟ SX	  
静岡県県民大会 SX	  
第8回 ひなまつりCUP	  長野白馬乗鞍 SX	  
ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ･ﾋｭｰﾏﾝ CUⅤⅥI	  SX/HP/SS	  
JAM	  SPOTAKA	  AIR	  SESSION	  2006	  ｽｷｰｼﾞｬﾑ勝山 BIGAIR	  
2005	  
CAR	  MATE	  Classics&nbsp;SS	  岐阜白鳥高原ﾘｿﾞｰﾄ	  
第23回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大SL/GS/HP/SX/SS	  
第23回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会関東地区大会 HP/SS	  	  
第23回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会関東地区大会 白馬乗鞍 GS/SL/SX	  
第2回白馬ｱﾙﾌﾟｽｶｯﾌﾟ SX	  
第7回 ひなまつりCUP	  長野白馬乗鞍 SX	  
SAJ全日本選手権大会 SX	  長野菅平	  
静岡県CUP	  SX	  長野菅平	  
ﾋｭｰﾏﾝ CUP	  ISF	  WQE(ﾌﾟﾛｻｰｷｯﾄﾌｧｲﾅﾙ)	  長野白馬乗鞍 SX/HP	  
SPOTAKA	  AIR	  SESSION	  2005	  ｽｷｰｼﾞｬﾑ勝山 BIGAIR	  
2004	  
第22回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大会ｽﾎﾟﾀｶｶｯﾌﾟ ﾊﾁ高原 SL/GS/HP/SX/SS	  
第22回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会関東地区大会 ﾑﾗｻｷ CUP	  苗場浅貝 HP/SS	  
第22回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会関東地区大会 白馬乗鞍 GS/SL/SX	  
第1回白馬ｱﾙﾌﾟｽｶｯﾌﾟ SX	  	  
第6回ひなまつりCUP	  長野白馬乗鞍 SX	  	  
ﾋｭｰﾏﾝ CUPⅣ	  ISF	  WQE	  長野白馬乗鞍 SX/HP	  
SPOTAKA	  AIR	  SESSION	  2004	  ｽｷｰｼﾞｬﾑ勝山 BIGAIR	  
ﾛｼﾆｮｰﾙ･ﾖﾅｽ来日ｲﾍﾞﾝﾄ@ｽﾉｰｳﾞｧ広島	
2003	  
第21回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大会ｽﾎﾟﾀｶｶｯﾌﾟ ﾊﾁ高原 SL/GS/HP/SX/SS	  
第21回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会関東地区大会 ﾑﾗｻｷ CUP	  苗場浅貝 HP/SS	  	  
第21回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会関東地区大会 白馬乗鞍 GS/SL/SX	  	  
第5回 ひなまつりCUP	  長野白馬乗鞍 SX	  	  
ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ ﾋｭｰﾏﾝ CUPⅢ	  ISF	  WQE	  長野白馬乗鞍 SX/HP	  	  
SPOTAKA	  AIR	  SESSION	  2003	  ｽｷｰｼﾞｬﾑ勝山 BIGAIR	  
2002	  
第20回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大会ｽﾎﾟﾀｶｶｯﾌﾟ 白馬乗鞍 SL/GS/HP/BX	  
第20回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会関東地区大会 RUSTY	  CUP2002	  白樺湖ﾛｲﾔﾙﾋﾙ BS/HP/SS	  
第4回 ひなまつりCUP	  長野白馬乗鞍 BX	  	  
ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ ﾋｭｰﾏﾝ CUPⅡ	  ISF	  WQE	  長野白馬乗鞍SX/HP	  	  
INDUSTY	  CUP	  Ⅱ	  白馬47	  BX（4人ﾘﾚｰｹﾞｰﾑ）&nbsp;	  
JSBA公認 C級大会 CSP	  CUP	  愛媛ｱｸﾛｽ重信 HP	  	  
六甲山人工ｽｷｰ場 ｼｰｽﾞｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ ｽﾎﾟﾀｶｽﾛｰﾌﾟｽﾀｲﾙ 	  
WHO'S	  A	  HANDRAILKING?	  ﾊﾁ高原ｽｷｰ場PRｲﾍﾞﾝﾄ ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙﾜﾝﾒｲｸｺﾝﾃｽﾄ ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸	
2001	  
第19回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大会ｽﾎﾟﾀｶｶｯﾌﾟ 兵庫ﾊﾁ高原 HP	  
第1回ﾋｭｰﾏﾝCUP	  長野白馬乗鞍 HP/BX	  
第3回ひなまつりCUP	  長野白馬乗鞍 BX	  	  
SIMS	  CUP	  長野北志賀ﾊｲﾂ/REFPARK	  HP	  JIB(pro/amaopen)	  	  
岡山ｱｸｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ ASPO	  ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ SUMMER	  BIG	  AIR	  in	  OKAYAMA	  	  
SNOWING	  CUP	  神戸SNOVA	  HP	  
2000	  
第18回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大会ｽﾎﾟﾀｶｶｯﾌﾟ 兵庫ﾊﾁ高原 HP	  	  
SNOW	  STYLE	  CUP	  長野白馬乗鞍 HP/BX	  	  
SIMS	  CUP	  新横浜ｽﾉｰｳﾞｧｰ OM/HP	  
1999	  
第17回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ選手権大会西日本地区大会ｽﾎﾟﾀｶｶｯﾌﾟ 兵庫ﾊﾁ高原 HP	  	  
MORROW	  CUP	  長野岩岳 HP	

スポーツ	  MC	  DJ	  アリー	Sports	  MC	  DJ	  Alee	 http://alee.jp	

<Sports	  MC	  DJ	  PA	  Team	  REAL	  	  株式会社リアル  mcalee7@gmail.com>	



[Motor(Bike&Car	  Race)]	  
2006	  
三菱ﾄﾞﾗﾃｸﾚｯｽﾝ2006	  
eco	  car	  ﾌｪｽﾀ 2006	  
Ciao	  Itaria	  2006	  in	  ｾﾝﾄﾗﾙｻｰｷｯﾄ(ﾚｰｽ実況)	  
YOKOHAMA	  presents	  EURO	  CUP	  2006	  第2戦/3戦/4戦/5戦(ｾﾝﾄﾗﾙｻｰｷｯﾄ)	  
2005	  
秋のﾓﾄﾙﾈｯｻﾝｽ in	  岡山国際ｻｰｷｯﾄ	  
Ciao	  Itaria	  2005	  in	  ｾﾝﾄﾗﾙｻｰｷｯﾄ(ﾚｰｽ実況)	  
YOKOHAMA	  presents	  EURO	  CUP	  2005	  第2戦～最終戦(ｾﾝﾄﾗﾙｻｰｷｯﾄ)	  
ARCA(ｱﾙﾌｧﾛﾒｵﾁｬﾚﾝｼﾞ)鈴鹿ｽﾍﾟｼｬﾙ	
2004	  
ARCA(ｱﾙﾌｧﾛﾒｵﾁｬﾚﾝｼﾞ)	  関西ｻｰｷｯﾄ全戦(三戦)TIｻｰｷｯﾄ RACE	  MC	  &	  STAGE	  MC	  	  
SPEEDWAY	  MEET（HARLEY	  DAVIDSON）STAGE	  MC(岡山TIｻｰｷｯﾄ)	  
TIﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ第5戦	  
TIﾛｰﾄﾞﾚｰｽRd.6	  &	  Open100ﾏｲﾙ耐久ﾚｰｽ	  
MITHY	  DOG	  ﾐﾆｽｰﾊﾟｰ耐久（兵庫ｾﾝﾄﾗﾙｻｰｷｯﾄ）	  
ARCA	  全国統一戦 山口MINEｻｰｷｯﾄ RACE	  MC	  &	  STAGE	  MC	  
2003	  
ARCA(ｱﾙﾌｧﾛﾒｵﾁｬﾚﾝｼﾞ)	  関西ｻｰｷｯﾄ全戦(三戦)TIｻｰｷｯﾄ RACE	  MC	  &	  STAGE	  MC	  
ARCA	  全国統一戦 TIｻｰｷｯﾄ RACE	  MC	  &	  STAGE	  MC	  
SPEEDWAY	  MEET（HARLEY	  DAVIDSON）STAGE	  MC(岡山TIｻｰｷｯﾄ)	  
2002	  
ARCA(ｱﾙﾌｧﾛﾒｵﾁｬﾚﾝｼﾞ)	  関西ｻｰｷｯﾄ全戦(三戦)TIｻｰｷｯﾄ RACE	  MC	  &	  STAGE	  MC	  
ARCA	  全国統一戦 TIｻｰｷｯﾄ RACE	  MC	  &	  STAGE	  MC	  
	  
[Skate	  Board]	  
2005	  
FREEDOM	  SKATE	  JAM	  (震災から10年 神戸からの発信)	  北神戸田園ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸ	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 京都火打型公園	
2004	  
京田辺市 田辺公園ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ(ｷｬﾊﾞﾚﾛ来日)	  	  
北神戸田園公園ｽｹｰﾄﾊﾟｰｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ 	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 滋賀 ﾛｰｸﾞｽSK8PARK	  	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 北神戸田園公園	
2003	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 滋賀 ﾛｰｸﾞｽSK8PARK	  	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 滋賀長浜 ﾊｯｸﾙﾍﾞ ﾘｰ	
2002	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 和歌山 S｡G	  COOL	  	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 滋賀長浜 ﾊｯｸﾙﾍﾞﾘ-‐	  
2001	  
es	  JAPAN	  TOUR	  DEMO	  大阪りんくう 	  
BRIGADE	  JAPAN	  TOUR	  DEMO	  大阪りんくう 	  
AJSA公認大会 関西ｱﾏﾁｭｱｻｰｷｯﾄ 滋賀長浜	
2000	  
ACTIVE	  COLLECTION	  DEMO	  TOUR	  大阪りんくう 	  
AJSA公認B級大会 ﾊｯｸﾙﾍﾞﾘｰCUP	  滋賀長浜 	  
AJSA公認B級大会 ﾊｽｺCUP	  大阪りんくう 	  
UP−SKATE−PARK	  skateseries	  全戦 大阪りんくう 	  
（各戦ﾀｲﾄﾙ／55DSL･AIRWALK･TOMYOTO･HASC	  
1999	  
AIRWALK	  SERIES	  全戦 大阪鶴見 	  
CONVERSE	  SUMMER	  DEMO	  TOUR	  大阪鶴見	
1998	  
UP−SKATE−PARK	  skateseries	  全戦 大阪鶴見 	  
SENCE	  SHOSE	  DEMO	  TOUR	  大阪りんくう 	  
GRAVITY	  DEMO	  TOUR	  大阪りんくう	

スポーツ	  MC	  DJ	  アリー	Sports	  MC	  DJ	  Alee	 http://alee.jp	

<Sports	  MC	  DJ	  PA	  Team	  REAL	  	  株式会社リアル  mcalee7@gmail.com>	


