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国際姉妹・友好／交流促進協定締結都市 招待選手

風光明媚な南カリフォル

ニアの中心にあるリバサ

イド郡の郡都で、郡の西

部に位置し、ロサンゼル

スから車で1時間程度の

ところにある。かつて柑

橘産業が盛んで、現在

は小売業とエンターテイ

メント産業において継続

的に発展している。人口

約31万人。

ブルターニュ州の州都。

地勢・気候が日本の東

北地方に似ている。多

くの高等教育・研究機

関があり、ブルターニュ

の学術研究の中心地と

なっている。古くから農

業地帯として栄えてきた

が、近年はハイテク産業

の立地も著しい。人口は

約21万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

マリー・
アンジュ・
オリウエラ

ディディエ・
モロー

セヴリーヌ・
ボルドー

Marie Ange Orihuela Didier Moreau Severine Bordeau

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

ビンス・
モーゼス

ハビエール・
モラレス・
マドリッド

ハンナ・
アミリア・
マドリッド

Vince Moses Javier Morales Madrid Hanna Amilia Madrid

仙台市の国際姉妹・友好都市であるリバサイド
市（アメリカ）、レンヌ市（フランス）、ミンスク市
（ベラルーシ）、アカプルコ市（メキシコ）、長
春市（中国）、ダラス市（アメリカ）及び光州広域
市（韓国）や、交流促進協定締結都市である台
南市（台湾）から代表選手を招待しています。 

レンヌ市 Rennes（France）国際姉妹都市 ■フランス共和国　ブルターニュ州
1967年 9月6日提携

リバサイド市国際姉妹都市 ■アメリカ合衆国　カリフォルニア州
1957年 3月9日提携

Riverside（U.S.A）

自己最高記録

5000m:13分47秒15（2014ゴールデンゲームズinのべおか）
10000ｍ:28分18秒15（2010全日本実業団陸上）
ハーフマラソン:1時間02分37秒（2005丸亀国際ハーフ）
マラソン:2時間07分39秒（2015東京マラソン）

自己最高記録

ハーフマラソン:1時間02分18秒（2012丸亀国際ハーフ）
マラソン:2時間08分14秒（2013ソウル国際マラソン）

主な戦績

2014別府大分毎日マラソン/2位/2時間09分30秒　　　　　　　　　　　　　
2015東京マラソン/7位（日本人1位）/2時間07分39秒（日本歴代6位）
2016仙台国際ハーフマラソン/1位/1時間03分06秒

福島県小高町（現 南相馬市）出身。順天堂大
学時代は、箱根駅伝で3年連続区間記録で走
破するという偉業を成し遂げ元祖山の神と称さ
れる。東京マラソン2015での2時間07分39
秒は、日本歴代6位で現役ランナー最速のタイ
ムで、同年開催の北京世界陸上のマラソンの
代表となる。地元東北での凱旋レースとなった
昨年の本大会では、圧巻の走りで見事優勝を
飾った。惜しくも2017ロンドン世界陸上の代
表は逃すも、地元での大会連覇が期待される。

今井 正人   Masato Imai  

［男子特別招待］

トヨタ自動車九州 1984年4月2日生/33歳/169㎝ /55㎏

自己最高記録

5000m:14分04秒31（2011鞘ヶ谷記録会）
10000m:28分54秒59（2012九州実業団選手権）
ハーフマラソン：1時間02分29秒（2009丸亀国際ハーフ）
マラソン：2時間08分35秒（2013別府大分マラソン）

主な戦績

2012ロンドン五輪マラソン/6位/2時間11分16秒
2013モスクワ世界陸上マラソン/5位/2時間10分50秒
2017別府大分毎日マラソン/1位/2時間09分32秒

2008延岡西日本マラソンで、初マラソン
ながら3位に入り頭角を現す。特長である
粘り強く安定した走りを武器に、世界の舞
台で活躍。2012ロンドン五輪6位、2013
モスクワ世界陸上5位と、2年連続の世界
大会で連続入賞という快挙を成し遂げた。
2017ロンドン世界陸上代表の選考を兼ね
た2017別府大分毎日マラソンでは、自身
通算14回目のマラソンで悲願の初優勝を
果たし、日本代表に選出された。

中本 健太郎   Kentaro Nakamoto   3

1 2

［男子特別招待］

安川電機 1982年12月7日生/34歳/172㎝ /57㎏

埼玉県職員の肩書をもつ「公務員ランナー」。
東京マラソン2011で日本人1位となり、2011世
界陸上の代表として選考され一躍脚光を浴び
る。2011テグ世界陸上、2013モスクワ世界陸
上の男子マラソン日本代表。2014仁川アジア
大会男子マラソン銅メダリスト。惜しくも2016
リオ五輪の代表は逃すも、昨年12月4日の福岡
国際マラソンで、2時間09分11秒で日本人トッ
プの3位に入り、8月に開催される2017ロンド
ン世界陸上の日本代表に選出された。

川内 優輝   Yuki Kawauchi  

［男子特別招待］

埼玉県庁 1987年3月5日生/30歳/175㎝ /62㎏

自己最高記録

5000m:15分42秒50（2015姫路長距離記録会）
10000ｍ:32分13秒21（2015日本選手権）
ハーフマラソン:1時間09分45秒（2013山陽女子ロード）
マラソン:2時間24分38秒（2016名古屋ウィメンズ）　

主な戦績

2013山陽女子ロードレース（ハーフ）/4位/1時間09分45秒（＊ジュニア女子日本最高）
2015日本選手権10000m/6位/32分13秒21
2016名古屋ウィメンズマラソン/5位/2時間24分38秒

初のハーフマラソンとなった2013山陽女子ロー
ドレースハーフマラソンの部に出場し、1時間09
分45秒の好タイムで4位入賞。ハーフマラソン
のジュニア女子日本記録を更新し、2014世界ハー
フマラソン選手権（デンマーク）の日本代表とな
る。初マラソンとなった2014横浜国際マラソン
では終盤までトップ争いを演じ、2時間27分21
秒の好タイムで3位入賞。マラソンでも10代女
子日本記録を更新し、鮮烈なデビューを果たした。
2016名古屋ウィメンズマラソンでは、5位に入賞
し、自己ベストを更新。着実に実力を伸ばし、3
年後の2020東京五輪での活躍が期待される。

岩出 玲亜   Reia Iwade   201 
［女子特別招待］

ノーリツ 1994年12月8日生/22歳/155㎝/40㎏

1959年 12月20日生/長野県出身1962年10月27日生/福岡県出身

主な戦績

2016チューリッヒマラソン/1位/2時間12分04秒
2016ゴールドコーストマラソン/2位/2時間09秒01秒
2016福岡国際マラソン/3位/2時間09分11秒

中山 竹通 Takeyuki Nakayama谷川 真理 Mari Tanigawa

県立池田工業高校卒業後、長野鉄道車
輌整備会社、（株）富士通を経て、1983
年（株）ダイエー入社。1984年福岡国
際マラソンで優勝する、1985年ワールド
カップ（広島）で、当時・日本最高記録
を樹立。その後も2時間8分台の記録を
コンスタントに出し「天才ランナー」の称
号を与えられる。1988年ソウル、1992
年バルセロナの両五輪で共に4位。1995
年大阪産業大学・付属高校陸上部監督
に。大阪産業大・付属高校陸上部、愛
知製鋼陸上競技部監督を経て現在もラン
ナーへの指導や講演活動を行う。

高校時代陸上部の中距離選手として関東
大会に2回出場をしたものの高校卒業と同
時に陸上も卒業。専門学校に進み卒業後
は大手町でOL生活を送っていたが、昼休
みに会社の同僚とお花見で皇居を訪れた
際、ジョギングを楽しんでいる人がたくさ
んいることに感動し、翌日から皇居を走り
始める。その後、1991東京国際女子マラ
ソンに優勝するなど、数々の大会に出場し
輝かしい成績を残している。1992年には
『東京都都民文化栄誉賞』『朝日スポーツ
賞』を受賞し、2009年には外務大臣表彰
を受賞。「市民ランナーの星」と親しみを
込めて慕うファンが多く、2015年には自身
が代表をつとめる株式会社MariCompany
を設立し、現在も年間30本以上のレース
にゲスト参加して全国の方々に走る楽しさ
を伝えている。
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アカプルコ市 Acapulco（Mexico）
■メキシコ合衆国　ゲレーロ州
1973年10 月23日提携

メキシコ合衆国南太平

洋岸のゲレーロ州に位置

し、美しい砂浜と変化に

富んだ海岸線で知られ

る国際的な観光保養都

市。慶長遣欧使節が太

平洋を横断し、1614 年

に初めて到着した地。市

内には支倉常長の銅像

がある。主要産業は観

光業。人口は約79万人。

ミンスク市 Minsk（Belarus）
■ベラルーシ共和国　
1973年 4 月6日提携

ベラルーシ共和国の首

都。自動車・トラクター

等の生産が盛んな工業

都市である。科学アカ

デミー・劇場・博物館・

図書館などの学術文化

機関が集まっている。人

口は約192万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

グスタボ・
アロヨ・アロヨ

オマール・
デ・ラ・クルス・
バスケス

マリエラ・
ロマン・
サンティアゴ

Gustavo 
Arroyo Arroyo

Omar 
de la Cruz Vazquez

Mariela 
Roman Santiago

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

アンドレイ・
パツェエウ

ジミートリ・
フラマトウスキ

ユリア・
タラセヴィチ

Andrei Patseyeu Dzmitry｠Hramatouski Yuliya｠Tarasevich

長春市 Changchun（China）

中国東北地方のほぼ中

央に位置する、吉林省

の省都。農工業都市・

文化都市として発展。

特に中国最大の自動車

企業、中国第一汽車グ

ループの本拠地として

有名。長春市管轄総人

口753 万人（長春市区

人口364 万人）。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

周 利明
（ジョウ・リーミン）

白 暁文
（バイ・シャオウェン）

Zhou  Li  Ming Bai Xiao Wen

国際友好都市 ■中華人民共和国　吉林省
1980年10 月27日提携

国際姉妹都市

国際姉妹都市

王 仁梅
（ワン・レンメイ）

Wang Ren Mei

ソウルから飛行機で約

40 分、韓国南西部に位

置する韓国6大都市の

1つ。「味の都」「芸術の

都」と呼ばれており、「光

州世界キムチまつり」や、

国際規模の芸術展「光

州ビエンナーレ」が有名。

人口は約149万人。

台北から台湾高速鉄道で

約1時間45分、台湾南

西部に位置する都市。「台

湾の京都」とも称される

都市で、街の中には歴史

的な建築物、寺院等が点

在している。観光、経済、

産業、福祉、文化及びス

ポーツ分野の交流促進

協定を締結している。人

口は約188万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

蘇 志濱
（スー・ヂービン）

林 秋杰
（リン・チョウジエ）

郭 沛靈
（クオ・ペイリン）

Su Chih-Pin Lin Chiu-Chieh Kuo Pei-Ling

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

鄭 琦善
（チョン・ギソン）

鄭 泰星
（チョン・テソン）

尹 寶濫
（ユン・ボラム）

Jung Gi Sun Jeong Tae Seong Yoon Bo Ram

台南市 Tainan（Taiwan）交流促進
協定締結都市

■台湾
2006年1月20日協定締結

光州広域市 Gwangju（Korea）国際姉妹都市 ■大韓民国　
2002年 4 月20日提携

ダラス市 Dallas（U.S.A）
■アメリカ合衆国　テキサス州　
1997年 8月29日提携

商業、流通、金融、製造

業が盛んなアメリカ中南

部の拠点都市。全米最

大規模の国際空港や世

界最大の卸売展示場な

どの施設があり、米国屈

指のコンベンション都市

として知られる。多くのプ

ロスポーツチームの本拠

地となっていることでも

有名。人口は約128万人。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

マーク・ベリー ジェイソン・
トレヴィ―ノ

イングリッド・
モレンコフ

Mark W. Berry Jason Trevino Ingrid Mollenkopf

国際友好都市

国際姉妹・友好／交流促進協定締結都市 招待選手
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実業団招待選手［男子］

実業団招待選手［女子］

実業団招待選手［女子］

野口 拓也
Takuya Noguchi 
コニカミノルタ
2015　 びわ湖毎日マラソン/5位/ 
　　　 2時間12分29秒
2017　 全日本実業団駅伝/7区15.5㎞/
　　　 区間賞/46分08秒
2017　東京マラソン/2時間11分04秒

山本 浩之
Hiroyuki Yamamoto

2016　 仙台国際ハーフマラソン/
    　1位/45分43秒
2016　 大分国際車いすマラソン/
    　1位/1時間26分02秒

神野 大地
Daichi Kamino
コニカミノルタ
2016　 甲佐10マイルロードレース/
    　1位/46分38秒
2017　 丸亀国際ハーフマラソン/5位/
    　1時間01分04秒
2017　 青梅マラソン（30㎞）/3位/
    　1時間31分33秒

副島 正純
Masazumi Soejima
ソシオSOEJIMA
2015　 ホノルルマラソン/1位/
    　1時間33分12秒
2015　 大分国際車いすマラソン/
    　3位/1時間25分15秒
2016　 東京マラソン/4位/
    　1時間26分02秒

小﨑  まり
Mari Ozaki
ノーリツ
2010　 大阪国際女子マラソン/
　　　 3位（日本人1位）/
　　　 2時間26分27秒
2016　 パリマラソン/6位/
　　　 2時間32分46秒
　　　 （日本女子選手40歳最高記録）

前田 穂南
Honami Maeda 
天満屋
2016　 仙台国際ハーフマラソン/
    　2位/1時間13分02秒
2017　 大阪国際女子マラソン/
    　2時間32分19秒

上野 裕一郎
Yuichiro Ueno  
DeNA
2015　 仙台国際ハーフマラソン/3位/
    　1時間03分21秒
2017　 全日本実業団駅伝/3区/2位/
    　38分14秒
2017　 熊日30kロードレース/1位/
    　1時間30分17秒

鈴木 ひとみ
Hitomi Suzuki 
パナソニック
2014　 日本学生女子ハーフマラソン/
    　3位/1時間12分46秒
2014　 関東インカレ（10000m）/
    　3位/33分46秒99

加藤 岬
Misaki Kato   
九電工
2015　 大阪ハーフマラソン/2位/
    　1時間09分49秒
2016　 全日本実業団選手権（10000m）/
    　2位/31分59秒72
2016　 全日本実業団選手権（5000m）/
    　4位/15分23秒98

馬場 圭太
Keita Baba 
Honda
2015　 全日本実業団ハーフマラソン/
    　1時間02分23秒
2017　 びわ湖毎日マラソン/
    　2時間14分36秒

松尾 良一
Ryoichi Matsuo 
旭化成
2016　 大阪ハーフマラソン/1位/
    　1時間04分13秒
2014　 延岡西日本マラソン/1位/
    　2時間12分11秒
2017　 延岡西日本マラソン/1位/
    　2時間13分36秒

古賀 悠華
Yuka Koga 
十八銀行
2015　 九州実業団選手権（10000m）/
    　5位/33分22秒84
2015　 ゴールドコースト
    　エアポートマラソン(ハーフ)/
    　5位/1時間13分35秒
2015　 タイムトライアルIN長崎（5000m）/
    　15分59秒13

宮内 宏子
Hiroko Miyauchi 
ホクレン
2012　 仙台国際ハーフマラソン/
    　2位/1時間12分07秒
2013　 北海道マラソン/4位/
    　2時間37分01秒

内田 梨絵
Rie Uchida 
大塚製薬
2016　 全日本実業団ハーフマラソン/
    　1時間16分57秒
2016　 名古屋ウィメンズマラソン/
    　2時間32分25秒
2016　 山陽女子ロードレース(ハーフ)/
    　1時間17分00秒

千葉 健太
Kenta Chiba 
富士通
2017　 別府大分毎日マラソン/
    　2時間13分53秒

樋口 政幸
Masayuki Higuchi
PUMA JAPAN
2016　 仙台国際ハーフマラソン/
    　3位/48分47秒
2016　 リオパラリンピック（5000m）/
    　4位/11分02秒54
2017　 シャールジャ国際陸上競技大会
    　(1500m)/1位/2分54秒77

堀江 美里
Misato Horie 
ノーリツ
2016　 ゴールドコーストマラソン/
    　1位/2時間26分41秒
2017　 大阪国際マラソン/2位/
    　2時間25分44秒

下門 美春
Miharu Shimokado
しまむら
2016　 まつえレディースハーフマラソン/
    　1位/1時間11分48秒
2016　 青梅マラソン（30km）/1位/
    　1時間43秒55秒

棟方 雄己
Yuki Munakata 
カネボウ
2016　 別府大分毎日マラソン/
    　8位（日本人3位）/
    　1時間13分53秒

田中 花歩
Kaho Tanaka 
第一生命グループ
2014　 ホクレンディスタンス（10000m）/
    　4位/32分24秒73
2015　 丸亀国際ハーフマラソン/6位/
    　1時間11分12秒
2015　 ホクレンディスタンス（5000m）/
    　15分41秒68

水口 侑子
Yuko Mizuguchi   
デンソー
2014　 名古屋国際マラソン/
    　2時間31分39秒
2015　 丸亀国際ハーフマラソン/3位/
    　1時間11分03秒

佐々木 寛文
Hiroyuki Sasaki 
日清食品グループ
2012　 丸亀国際ハーフマラソン/
    　1時間02分36秒
2016　 ゴールドコーストハーフマラソン/
    　2位/1時間03分56秒

前川 晴菜
Haruna Maekawa 
十八銀行
2016　 九州実業団選手権（10000m）/
    　7位/33分21秒07
2016　 国体（5000m）/6位/
    　15分44秒27
2017　 大阪国際女子マラソン/
    　2時間38分29秒

高田 晴奈
Haruna Takada 
ヤマダ電機
2016　 名古屋ウィメンズマラソン/
    　2時間31分17秒
2016　 仙台国際ハーフマラソン/5位/
    　1時間15分48秒

宮脇 千博
Chihiro Miyawaki 
トヨタ自動車
2012　 全日本実業団ハーフマラソン/
    　 1位/1時間00分53秒
    　（日本歴代5位）
2014　 東京マラソン/2時間11分50秒

鈴木 朋樹
Tomoki Suzuki
トヨタ自動車
2016　 仙台国際ハーフマラソン/
    　2位/46分56秒
2016　 大分国際車いすマラソン/
    　2位/1時間26分03秒
2017　 ドバイIPCグランプリ（5000m）/
    　3位/11分56秒02

加藤 麻美
Asami Kato
パナソニック
2013　 ロックンロールフィラデルフィア
    　（ハーフ）/5位/1時間10分21秒
2015　 ロッテルダムマラソン/1位/
    　2時間26分30秒

野村 沙世
Sayo Nomura  
ユニクロ
2013　 山陽女子ロードレース（ハーフ）/
    　5位/1時間10分03秒
2016　 山陽女子ロードレース（ハーフ）/
    　8位/1時間12分10秒

小山 司
Tsukasa Koyama 
SUBARU
2017　 東京マラソン/2時間13分58秒

田中 華絵
Hanae Tanaka 
第一生命グループ
2013　 全日本実業団ハーフマラソン/
    　2位/1時間09分18
2014　 全日本実業団陸上（10000m）/
    　5位/32分00秒15
2017　 大阪国際女子マラソン/3位/
    　2時間26分19秒

宮内 洋子
Yoko Miyauchi   
ホクレン
2013　 名古屋ウィメンズマラソン/
    　7位/2時間27分17秒
2013　 仙台国際ハーフマラソン/
    　4位/1時間12分25秒

山川 雄大
Yudai Yamakawa 
大塚製薬
2014　 大阪ハーフマラソン/2位/
　　　 1時間03分58秒
2014　 延岡西日本マラソン/4位/
　　　 2時間14分28秒

フェリスタ・ワンジュグ
Felista Wanjugu
ユニバールサルエンターテインメント
2016　 兵庫リレーカーニバル（10000m）/
    　1位/32分11秒68
2016　 仙台国際ハーフマラソン/1位/
    　1時間12分05秒
2017　 全日本実業団ハーフ/7位/
    　1時間11分34秒

畠山 実弓
Miyu Hatakeyama 
ヤマダ電機
2017　 全日本実業団ハーフマラソン/
    　1時間17分07秒

車いす招待選手
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招待選手
男子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

1 今井 正人 トヨタ自動車九州

2 川内 優輝 埼玉県庁

3 中本 健太郎 安川電機

11 ハビエール・モラレス・マドリッド リバサイド国際交流委員会

12 ディディエ・モロー レンヌ競技場陸上クラブ

13 ジミートリ・フラマトウスキ ベラルーシ共和国内務省
ミンスク市地域安全保障部

14 オマール・デ・ラ・クルス・バスケス 　

15 白 暁文 吉林省長春市順利達物流有限公司 職員

16 ジェイソン・トレヴィ―ノ Team Cricket Wireless

17 鄭 泰星 東岡大學校

18 林 秋杰 COSTCO

21 野口 拓也 コニカミノルタ

22 神野 大地 コニカミノルタ

23 千葉 健太 富士通

24 宮脇 千博 トヨタ自動車

25 上野 裕一郎 DeNA

26 棟方 雄己 カネボウ

27 小山 司 SUBARU

28 馬場 圭太 Honda

29 佐々木 寛文 日清食品グループ

30 山川 雄大 大塚製薬

31 石島 一真 日本体育大学

32 重松 久志 日本体育大学

33 山下 一貴 駒澤大学

34 中村 大聖 駒澤大学

41 栁田 剛 六ヶ所村陸友会

42 大場 直樹 秋田市陸協

43 米倉 将周 一関AC

44 中島 拓実 福島自衛隊

45 大橋 真弥 石巻市役所

46 森谷 修平 山形市役所

47 下地 由祐 琉球物流

48 藤原 忠昌 マツダAC

49 森本 和雄

50 福田 光博

51 松尾 良一 旭化成

　
女子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

201 岩出 玲亜 ノーリツ

211 ハンナ・アミリア・マドリッド リバサイド国際交流委員会

212 セヴリーヌ・ボルドー レンヌ競技場陸上クラブ

213 ユリア・タラセヴィチ ベラルーシ国立体育文化大学3年

214 マリエラ・ロマン・サンティアゴ 　

215 王 仁梅 長春市体育運動学校

216 イングリッド・モレンコフ Aztecas

217 尹 寶濫 光州広域市

218 郭 沛靈 国立成功大学

221 小﨑  まり ノーリツ

222 堀江 美里 ノーリツ

223 加藤 麻美 パナソニック

224 鈴木 ひとみ パナソニック

225 田中 花歩 第一生命グループ

226 田中 華絵 第一生命グループ

227 古賀 悠華 十八銀行

228 前川 晴菜 十八銀行

229 フェリスタ・ワンジュグ ユニバールサルエンターテインメント

230 前田 穂南 天満屋

231 下門 美春 しまむら

232 野村 沙世 ユニクロ

233 加藤 岬 九電工

234 水口 侑子 デンソー

235 宮内 洋子 ホクレン

236 宮内 宏子 ホクレン

237 高田 晴奈 ヤマダ電機

238 畠山 実弓 ヤマダ電機

239 内田 梨絵 大塚製薬

241 中軽米 愛美 陸上自衛隊青森第5連隊

242 大場 美加 鹿角市陸協

243 菅原 初江 一関AC

244 松栄 モモ子 ㈱ボディーワークラフィネ

245 田中 幸 スポーツ山形21

246 梶山 あずさ 東北大学

247 原田 詠麻 石巻専修大学

248 牧野 あや 石巻専修大学

249 川崎 美祈 石巻専修大学

250 庄司 琴美 石巻専修大学

251 伊東 信子

252 佐伯 弥生 トップギア広島

253 長谷川 宜子

　
ハーフ車いすの部 

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

30001 山本 浩之

30002 樋口 政幸 PUMA JAPAN

30003 鈴木 朋樹 トヨタ自動車

30004 副島 正純 ソシオSOEJIMA

大学招待選手［男子］

山下 一貴  Ichitaka Yamashita   駒澤大学
2017 神奈川ハーフマラソン/1時間04分16秒

中村 大聖  Taisei Nakamura  駒澤大学
2016 上尾シティハーフマラソン/1時間04分07秒

石島 一真  Kazuma Ishijima   日本体育大学
2016 奥球磨ロードレース（ハーフ）/1時間05分15秒

重松 久志  Hisashi Shigematsu   日本体育大学
2016 上尾シティハーフマラソン/1時間04分10秒

陸協推薦招待選手［男子］

栁田 剛  Takeshi Yanagita  六ヶ所村陸友会
2015仙台国際ハーフマラソン/1時間11分24秒

大場 直樹  Naoki Ooba   秋田市陸協
2016田沢湖マラソン（20km）/1位/1時間05分56秒

米倉 将周  Masanori Yonekura 一関AC
2016一関国際ハーフマラソン/1時間19分52秒

中島 拓実  Takumi Nakajima  福島自衛隊
2016あづま荒川クロスカントリー(13㎞ )/2位/42分44秒

大橋 真弥  Shinya Oohashi   石巻市役所
2017 いわきサンシャインマラソン/1位/2時間30分24秒

森谷 修平  Shuhei Moriya 山形市役所
2017 奥球磨ロードレース（ハーフ）/1時間04分47秒

陸協推薦招待選手［女子］

中軽米 愛美  Manami Nakakarumai  陸上自衛隊青森第５連隊
2016 青森県長距離記録会（10000m）/1位/36分29秒75

大場 美加  Mika Ooba   鹿角市陸協
2016 山陽女子ロードレース（ハーフ）/1時間21分49秒

菅原 初江  Hatsue Sugawara 一関AC
2017 東京マラソン/3時間12分10秒

松栄 モモ子  Momoko Matsue   ㈱ボディーワークラフィネ
2017 大阪国際女子マラソン/2時間51分56秒

田中 幸  Sachi Tanaka   スポーツ山形 21
2016 仙台国際ハーフマラソン/4位/1時間14分51秒

東北学連招待選手［女子］

梶山あずさ  Azusa Kajiyama    東北大学
2016 日体大記録会（5000m）/18分46秒11

原田 詠麻  Ema Harada    石巻専修大学
2013 仙台国際ハーフマラソン/1時間16分17秒

牧野 あや  Aya Makino    石巻専修大学
2016 仙台国際ハーフマラソン/1時間21分57秒

川崎 美祈  Minori Kawasaki    石巻専修大学
2015 石巻復興マラソン（ハーフ）/1位/1時間19分57秒

庄司 琴美  Kotomi Shoji    石巻専修大学
2016 北日本インカレ（5000m）/3位/17分16秒01

久米島マラソン

下地 由祐  Yusuke Shimoji    琉球物流
2016 久米島マラソン（ハーフ）/1位/1時間19分54秒

ひろしま国際平和マラソン

藤原 忠昌  Tadamasa Fujiwara    マツダAC
2016 仙台国際ハーフマラソン/1時間10分11秒

京都マラソン

森本 和雄  Kazuo Morimoto     
2017 京都マラソン/3時間36分46秒

京都マラソン

福田 光博  Mitsuhiro Fukuda     
2014 京都マラソン/3時間44分46秒

都市交流招待選手［女子］
久米島マラソン

伊東 信子  Nobuko Ito     
2017 名護ハーフマラソン/1時間47分54秒

ひろしま国際平和マラソン

佐伯 弥生  Yayoi Saiki    トップギア広島
2016 大阪国際女子マラソン/3時間07分55秒

京都マラソン

長谷川 宜子  Noriko Hasegawa   
2017 京都マラソン/4時間45分22秒

都市交流招待選手［男子］
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