
 

 

織田 千穂  
Chiho Oda 
 

身長：165cm 
サイズ: B84 W56 H84 
特技：ピアノ･バレエ・書道･トランペット・レーシングカート･MT 運転 

 

-主な経歴– 

国内 A級ライセンスドライバー 

ブログアクセス数：平均約 15,000アクセス/日 

facebookの友達はシステム上限数の 5,000人 

 

資格：漢字検定 2級、秘書検 2級、パソコン検定 3級、書道 3段(硬筆&
毛筆)、アロマテラピー検定 1級、タイピング技能検定 2級、医学検定 4
級、環境カオリスタ検定、実用マナー検定準 3級、敬語力検定 2級、 
パソコン能力評価タイピング部門 1級、英検 3級、ビジネス点字検定 3
級、ペットフード/マナー検定犬コース、エコライフ検定、賞状技法士 3級 
ライセンス：国内Ａ級ライセンス、普通自動車 MT 免許､TRMC､K4GP､SL

ライセンス、公認審判員ライセンス B3級、美術検定３級、ティーコーディ

ネーターベーシック 2019 
 
最終学歴：東洋大学 社会学部卒業 
 
＜関連情報＞ 
ブログ：http://ameblo.jp/chihoda/ 
Twitter：http://twitter.com/chihoda 
Youtube：http://www.youtube.com/user/Chihoda93 
 

＜ラジオ＞ 

・2019年 8月～ 3局ネット（K-mix、IBS茨城放送、＠FM）「クリーンデバ

イス・テクノロジー presents みんなのクルマ選び」 

・2018年 4月～ FM愛媛「エッグカフェのアニメ♡女子」 

・2018年 4月～ CRT栃木放送「くるまがある」 

・2017年 7月～ Fm yokohama84.7 「Feel The Music」 

・2016年 12月～2017年 5月 FM愛媛 「エッグカフェのアニメ♡女子」 

・2015年 4月～ bayfm78 「Steingberg presents Sound Roster」 ＜パー

ソナリティ＞（火）26:30～26:55 

・2015年 4月～ FM FUJI 「BIGMOTOR presents CarNavigator」＜パー

ソナリティ＞（日）17:30～18:00 

・2013年 10月～ bayfm78 BIGMOTOR presents ENJOY CAR LIFE ＜

パーソナリティ＞（金）18:40～18:50 

・2013年 9月～ FM FUJI NAVI CARS CAFE （日）09:00～09:30 

・2013年 4月～ FM FUJI HONEY STYLE ＜パーソナリティ＞（日）18:00

～18:30 

・2013年 4月～ FM FUJI あそび TALK ＜パーソナリティ＞（日）17:30

～18:00 

・2012年 10月～ Fm yokohama84.7『THE BREEZE』（神奈川トヨタイン

フォメーション）毎週木 11:45～11:55 

・2010年 4月～毎週水 20:00～21:00公開生放送中【KIBA BREEZE !!】レ

インボータウン FM79,2MHz 

・頭文字Ｄ Radio stage 番組パーソナリティ 

・Driver's meeting(レーサー鹿島さん)ゲスト出演 

 FM ヨコハマ、K-MIX、FM山口、CROSS FM 

 

 

＜RQ＞ 

・2015年 ブリッドギャルズ(Racing Team BRIDE） 

・2014年 スーパー耐久 クラス 4 UEMATSU×supArna (TRACY 

SPORTS ings S2000） 

・2013年 UEMATSU レディ 

・2012年 D1GPレーシングヴィーナス ラウンドガール(MEGA FIGHT45

＠後楽園ホール) 

・2012年 FeⅢ レーシング RQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

・全日本ロードレース選手権（MFJ ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｸ）DUKE ギャル

(TeamTARO&PLUS ONE) 



 

 

 

・2010年 Super 耐久 DUKEギャル(Hondacars 東京 with G motion) 

・2009年キトキトギャルズ(DE耐、JOY耐、もて耐、K4GP) 

・2008年ドライバースタンド(２りんかん)イメージガール 

・2007年 Super耐久 MagSL ガール 

・その他ﾗﾘｰ、2 輪 

・SuperGT ミスＰＩＡＡガール(EPSON Nakajima Racing Team RQ) 

・2007年､2008 年 FormulaNippon ミス PIAA ガール(PIAA Nakajima 

Racing Team RQ) 

 

＜賞＞ 

・2010年 RQ ブログ選手権 Q ブロ!バイク部門年間シリーズランキング 1

位獲得 

・2007年フォーミュラニッポン sabra RQ of the year グランプリ受賞 

 
＜CM＞ 
・ダイエットサプリメント MIONA 

・ロッテガム ZEUS 

 

＜PV＞ 

・PIAA フィルター店頭 PV 

・ゆず Love&Peach(水着ギャル) 

 

＜DVD＞ 

・頭文字[イニシャル]D COMPLETE BD-BOX Vol.1、Vol.2特典 CD 

(2014、2/21 3/21発売) 

・SUPER GT RACE QUEEN OFFICIAL MEMORIAL 2007 

・デジイチ入門＆流し撮りのコツ 24 コ 

 

＜写真集＞ 

・【PINK】Chiho Oda (Kodak) 

 

＜新聞＞ 

・東京中日スポーツ 

・夕刊フジ 

・東京スポーツ 

・日刊ゲンダイ 

・九州スポーツ 

 

＜雑誌＞ 

・和婚 ・でちゃう ・ゼクシィ ・SPY Girl ・ﾊﾟﾁﾝｺｳｫｰｶｰ ・Edy NAVI 

・ｷﾞｬﾙｽﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ ・Pit Girls ・Sabra ・Friday ・じゃらん 

・VIPCAR ・AUTOSPORTS ・CarANDDRIVER ・driver ・日刊自家用車 

・ベストカー ・ホリデーオート ・Car トップ ・Xacar ・ジャパンカート 

・REVSPEED ・NAVICARS ・JAPANKART ・プレイドライブ ・Goo  

・WRC+ ･･･等 

 

＜コミック＞ 

・OVERTAKE！(CHIHO役で登場中) 

 

＜TV＞ 

・アッコにおまかせ 

・発掘!あるある大辞典 

・ジャンク SPORTS 

・エンタ!371 

・Car☆Xs 

・買いテキ！通販ツウ 

・ネプリーグ 

・薬師寺モータース 

 

＜ネットＴＶ＞ 

・あっ!とおどろく放送局ゲスト出演 

 

＜スマホ番組＞ 

・wallop放送局準レギュラー、ゲスト出演 

 

＜モデル＞ 

・SanDisk記者発表会モデル 

・SPY GIRL読者モデル 

・ゼクシィウェディングドレスモデル 

・三ツ星着物モデル 

・フェローズ化粧品モデル 

・トレジャーファクトリー企業広告モデル 

・BMガールイメージモデル 

・IMAGE広告モデル 

・サンドバス webモデル 

・企業転職サイトモデル 

・渋谷 109ネイルクラフト ネイルモデル 

・振袖プラチナ館着物パンフレットモデル 

・at-sceltaウェブファッションモデル 

・Be with collection コスプレモデル 

・丸惣パーティーグッズモデル 

・Rubinrosa webモデル 

・イベントステージモデル(InterBee) 

・ジョージアご褒美ブレイクｶﾞｰﾙ 

・アメフェス 2010 イメージガール 

・月刊ジャパンカート 2011年 10月号裏表紙グラビア 

・これが流し撮りだ！ポートレートモデル 

・レインボータウン FM番組プログラム春号表紙 

・REVSPEED2011年 4月号 A ライレポート特集、2012年 8月号グラビア 

・比較.com広告モデル 

・雑誌 GOO2014年 9月号巻頭ページ 人とクルマの交差点 

・フォトストックモデル(オフィス・着物浴衣・ナース) 

・産業能率大学 広告パンフレットポスターモデル 

・着物雑誌モデル 

 

＜ショー＞ 

・ファッションショーモデル(MEGAWEB フェスタ) 

・ゲスト小椋ケンイチさんヘアメイクモデル(SHIGEKI7ヘアショー) 

 

＜ドライバー＞ 

・2015年 御岳スノーランドラリー クラス 2位 

・2015年 BICC嬬恋ラリー クラス 2位 

・2015年 ジムカーナ参戦 

・2014年～ 全日本ラリー選手権参戦 コドライバー(JN3 クラス Team 

M&M) 

・Ferrari正規ディーラーRossoScuderia公認 アマチュアレーシングチー

ムレーサー 

・2013年 2013 Korea Open Kart Endurance Race@5 位入賞(Team 

chanpions) 

・2013年 KOREA SPEED FESTIVAL@KICサーキット(Team chanpions) 

・2013年モータースポーツフェス inおわらサーキット ゲスト出演 

・2013年メディア対抗レース@筑波サーキット 

・2013年 86スタイル シチズンフォースカップ asics号 

・2013年モントレー群馬 TRD ラリー選手権 

・2012年 AUTOCAR JAPAN FESTIVAL＠富士スピードウェイ 

・2012年アイドラーズ 2012＠ツインリンク茂木 

・2012年ジャパンカートカップシリーズチャンピオン 

・2012年 K-TAIツインリンク茂木 レディース賞 

・2011年ジャパンカートカップシリーズチャンピオン 

・2011年 K-TAI ツインリンク茂木レディース賞 

・2010年ベストカー読者感謝デーin富士スピードウェイ ゲスト出演 

・2010年ジャパンカートカップシリーズチャンピオン 

・2010年 K-TAI ツインリンク茂木レディース賞 MVP 賞 

・2010年 enRoute Awards 2010 Best Effort賞 

 

＜イベント MC＞ 

・2014年１１月 神奈川トヨタ DTEC TEAM MASTER ONE GAZOO Racing 

86/BRZ Race 2014参戦ご報告会及び祝勝会 MC 

 

 

 



 

 

＜その他＞ 

・Yahoo！自動車アワードﾞ 2007 イメージキャラクター 

・DELIZIEFOLLIE(デリッツェフォリエ)イメージキャラクター 

・週刊レースクイーン 
 


