profile
主な経歴

ラジオDJ・スポーツDJ・スタジアムDJ・スポーツアナウンサー・イベントMC

1994年
松竹芸能タレント養成所入所。ピン芸人としてお笑いLIVE、関西エリアの人気ラジオ番組「MBSヤングタウン」にレギュラー出演。

1997年〜
英会話＆旅行バラエティ「FUJIYAMA」
（スカパー！）のレポーターを務める。4年間でに渡り世界50ヶ国以上を旅し、
老若男女・国籍を問わないコミュニケーション能力を培う。

1999年〜2008年
静岡放送の深夜番組「Get!ちゅ」でのメインパーソナリティー出演や、同局情報ドキュメントバラエティ「からぁず」の出演で若者から人気を集める。

2001年
FMヨコハマでのレギュラー出演をきっかけに、ラジオDJとしてのキャリアをスタートさせる。
以降、J-WAVEやInter FM、TBSラジオ、文化放送などにレギュラー出演。現在は静岡FM放送K-mixにレギュラー出演中。

DJケチャップ
本

名

2003年〜

藤本 芳則 (ふじもと よしのり)

横浜ベイスターズのスタジアムDJに抜擢され、スポーツDJ・スタジアムDJとして試合中のウグイスを担当。
CS放送の野球中継における実況やベンチリポート、ヒーローインタビューなど務める他、ファン感謝デーなどイベント企画・演出やMCなど幅広く担当。
また、マラソンや駅伝などのランニングイベントにてDJを数多く務め、累計300大会以上の演出を担当している。

生年月日

1974年12月6日

出身地

兵庫県

血液型

B型

身長・体重

171cm

サイズ

B:92 W:86 H:98

靴サイズ

27.5cm

野球のスタジアムDJにはじまり、テニス、サッカー、ラグビー、フェンシングなど多種多様な競技においてスポーツDJとして活動の幅を広げている。
・サッカーJ3リーグSC相模原でスタジアムDJを担当。
・2014年から2017年までオリックス・バファローズスタジアムDJを担当。
・楽天ジャパンオープンテニスや、ジャパンウィメンズオープンテニスにてトーナメントDJを担当。
・2016年よりラグビー、2017年よりフェンシングの全日本選手権やW杯のトーナメントDJを担当。
・2018年より、侍JAPAN野球日本代表試合のスタジアムDJを担当。

学

歴

関西大学社会学部 卒業

other

趣

味

スポーツ ・ 旅行 ・ 英会話

特

技

老若男女・国籍を問わず
誰とでもコミュニケーションをとれる

2013年〜現在
68kg

2003年〜2013年の11年間、千葉県松戸市立中学校で特別非常勤講師として教壇に立ち、
中学生に「セルフブランディング」の重要性を伝える他、企業を対象に『笑いのコミュニケーション術』などのセミナーも行なっている。
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楽天ジャパンオープンテニスチャンピオンシップス - トーナメントDJ（2013年-2017年）

オリンピック・パラリンピック事業イベント イベントMC

横浜DeNAベイスターズ - スタジアムDJ
（2003年-2012年）

JAPAN WOMENS OPEN TENNIS - トーナメントDJ

渋谷区(2017-2018年）／中野区(2018年）／千代田区(2018年）

オリックス・バファローズ - スタジアムDJ（2014年-2017年）

ヨネックス テニス フェスティバル2017 - MC（2017年）

プロ野球マツダオールスターゲーム - スタジアムDJ（2008年）

adidas HIMARAYA テニスフェスティバル2017 - MC

侍JAPAN野球日本代表試合

スタジアムDJ（2018年〜）

(2015年-2017年）

大阪市（2018年）／山形県米沢市（2018年）

プロ野球フレッシュオールスターゲーム - スタジアムDJ（2017年）
AbemaTVプロ野球中継実況（2018年〜）
『侍プロ野球』- 実況・リポーター・ヒーローインタビュアー（TBSテレビ・BS-TBS・TBSニュースバード）

NPBローソンチケットスピードアップ賞表彰式（2018年)
ベイスターズファンフェスタ - 総合司会（2003年-2011年）

高円宮杯 フェンシング ワールドカップ - トーナメントDJ（2017年-2019年）

『move on ベイスターズ!』
（イッツ・コミュニケーションズ・横浜ケーブルビジョン）

オリックス・バファローズ・ファンフェスタ - MC（2013年-2017年）

全日本フェンシング選手権 - トーナメントDJ（2017年-2018年）

『Love BayStars』
（TBSテレビ）

群馬ダイヤモンドペガサス - スタジアムDJ（2014年〜）

『Got!ちゃ@』- レギュラー出演・メインMC（静岡放送）

日本女子プロ野球 埼玉アストライヤ - スタジアムDJ（2017年）

『からぁず』- レギュラー出演・メインMC（静岡放送）
『マレーシア三都物語』
（静岡放送）

Jリーグ S.C.相模原 - スタジアムDJ（2013年〜）
明治安田生命フットサルフェスタ2018 - 大会MC

第18回東日本大学セブンズラグビーフットボール大会 - スタジアムDJ（2017年）

『ジャポ音』- ナレーション、レギュラー（読売テレビ）

JAPAN SEVENS RUGBY - トーナメントDJ（2016年-2018年）

『女魂』- ナレーション、レギュラー（名古屋テレビ）

ニュージーランドラグビー協会『ALL BLACKS』ラグビークリニックMC(2018年）

スルガ銀行『SURUGA bank CUP』- 大会DJ（2009年-2011年）
株式会社ぐるなび『ぐるなびフットサル大会』- DJ（2009年-2010年）
埼玉スタジアム『埼スタキッズドリームサッカー2011』- 大会DJ（2012年）

『THE DAVE FROMN
佐渡ロングライド2018

DJ

株式会社アイデム『アイデムカップ アイデムフットサル大会J-GREEN堺』- 大会DJ（2012年・2013年）

『TBSラジオ エキサイトベースボール』
（TBSラジオ、ジングルを担当）

三浦知良キングカズカップフットサル大会 - DJ（2013年）

『MORNING STEPS』
（FMヨコハマ）

サカママ - イベントMC(2014-2017年）
企業対抗フットサル - 大会DJ（2013-2017年）

SHOW』- レギュラー出演中（InterFM897)

『ケチャップのドバドバ しずおか』- レギュラー出演中（K-mix静岡FM、2012年4月 - ）

高崎市ダンスフェスティバル - 大会MC（2016年-2017年）

『EVENING STEPS』- レギュラー出演（FMヨコハマ）

第1回渋谷区長杯ウィルチェアラグビー大会 - 大会DJ
（2017年）

『玉川美沙 たまなび』- レギュラー出演（文化放送）

Microsoft社Windows 7発売記念イベント - メインMC（2009年）

『THE DAVE FROMM SHOW[6]』- レポーター・レギュラー出演（InterFM）

第5回B級ご当地グルメの祭典B-1グランプリ2010

『20minutes』- レギュラー・メインパーソナリティー（SBSラジオ）

グランプリ大会 - メインMC（2010年）

三浦国際市民マラソン - 大会DJ（2006年-2018年）

赤城乳業『ガリガリ君』発売30周年記念イベント『ガリガリ祭り in パルコ』- メインMC（2011年）

『坂上みきのビューティフル 』
（TOKYO FM）

スポニチ 山中湖ロードーレース - 大会DJ
（2009年-2018年）

第15回ミス苗場コンテスト - 司会・メインMC（2012年）

『SPARKLIN SUMMER』
（NACK5）

かすみがうらマラソン - 大会DJ（2017年-2018年）

新潟県湯沢町第34回ミスかぐらクイーンコンテスト - 司会（2012年）

『CLASSY CAFE』- レギュラー出演（J-WAVE）

しまだ大井川マラソンinリバティ - 大会DJ（2013年-2018年）

Mt.Naebaミス・クイーンコンテスト - 司会（第1回・2013年）

『Wanted!!』- レギュラー出演（TBSラジオ）

佐渡トキマラソン2018 - 大会DJ

静岡スバル自動車 55th anniversary party - イベントMC（2015年）

丸の内駅伝2018 - 大会DJ

渋谷パラダイス - MC(2013-2016年)

スポニチ TOKYOベイエリアナイトラン - DJ（2015年-2018年）

NRI 野村総研50周年記念式典 - イベントMC(2015年）

茨城県坂東市いわい将門ハーフマラソン - 大会DJ（2012年-2017年）

小谷実可子 カウントダウン シンクロナイズドショー

大阪城公園ナイトラン - 大会DJ（2016年-2017年）

RedBull フルーグタグ神戸2015 - LiveMC【J-SPORTS】(2015年）

企業対抗駅伝大会 in 東京 - 大会DJ（2010年-2017年）

泡フェス 静岡 - イベントMC(2016年）

Number Do EKIDEN - DJ（2011年-2019年）

三菱地所 丸の内スポーツフェス - イベントMC(2016年-2018年）

全国下水道職員健康駅伝大会 - DJ（2011年-2017年）

センチュリー２１ジャパンコンベンション(2018年)

国立競技場リレーマラソン - 大会DJ（2011年-2013年）

映画『ヤッターマン』- 出演

電通九州制作『松平工務店CM』
株式会社龍光『パチンコ龍光CM』

沼津かのがわハーフマラソン - 大会DJ（2015年-2018年）

静岡県広報CM『静岡空港開港CM』

グルメラン - 大会DJ（2016年・2017年）
東京-大阪
ChocoRun〜チョコレートを愛する人のラン〜 - 大会DJ（2013年-2017年）東京-愛知-大阪-福

イベントMC(2015年-2017年）

明治安田生命e.J LEAGUE決勝ラウンドMC

株式会社メガネトップ『眼鏡市場CM』

東京ガスリレーマラソン - 大会DJ（2013年-2017年）
コーポレートゲームス駅伝in東京- 大会DJ（2014年-2017年）
駿府城大御所リレーマラソン - 大会DJ（2014-2017年）

鹿児島県小学校理科教材用VTR - ナレーション

バブルラン - DJ（2015年・2017年）東京-愛知-大阪

ベースボールマガジン社『週刊ベースボール』 - 寄稿（2011年）

ゾンビラン - DJ
（2015年・2017年）東京-大阪

ヒューマンアカデミー横浜校

DJ KAORI presents ライトニングダッシュ - DJ(2015-2017年）東京-大阪

焼津商工会議所青年部通常総会 - セミナー講師（2015年）

スポーツエンターテイメント講座 - 講師(2013年)

静岡県商工会議所青年部連合会 第2回若手後継者等育成事業研修会 - セミナー講師（2015年）

http://moodmaker.net/
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DJケチャップ
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