
特別招待選手

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）

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（2012九州実業団対抗陸上競技選手権）
マラソン:2時間08分35秒（2013別府大分毎日マラソン）
ハーフマラソン:1時間02分12秒（2018大阪ハーフ）

主な戦績

2011東京マラソン/3位/2時間08分37秒
2014仁川アジア競技大会（マラソン）/3位/2時間12分42秒
2017世界選手権ロンドン大会（マラソン）/9位/2時間12分19秒

埼玉県立久喜高等学校に勤務する「市民
ランナ一」。東京マラソン2011で3位とな
り、同年のテグ世界陸上日本代表に選出
され、一躍脚光を浴びる。世界陸上マラ
ソン日本代表を3度務めたほか、2012仙
台国際ハーフマラソンの結果により、カバ
ルナ世界ハーフマラソン日本代表も経験し
ている。そのほか、2014仁川アジア大会
での銅メダル獲得など、国内外のマラソン
大会で活躍。通算8回目の杜の都で、ファ
ンのハートを熱くする魂の走りに期待。

川内 優輝   Yuki Kawauchi  

埼玉県庁 1987年3月5日生/31歳/175㎝ /62㎏

自己最高記録

5000m:13分34秒68（2015織田記念国際陸上）
10000m:27分41秒97（2017八王子ロングディスタンス）
ハーフマラソン：1時間00分17秒（2017マトニ・ウスティハーフマラソン）
マラソン：2時間06分11秒（2018東京マラソン）

自己最高記録

ハーフマラソン：1時間09分24秒（2014全日本実業団ハーフマラソン）
5000m:15分37秒59（2015ホクレンディスタンスチャレンジ）
10000m:32分08秒74（2015ホクレンディスタンスチャレンジ）
マラソン：2時間23分19秒（2016名古屋ウィメンズ）

主な戦績

2017マトニ・ウスティハーフマラソン/8位/1時間00分17秒（日本最高）
2017ベルリンマラソン/6位/2時間09分03秒
2018東京マラソン/2位/2時間06分11秒（日本最高）

主な戦績

2016名古屋ウィメンズマラソン/2位/2時間23分19秒　
2016リオデジャネイロオリンピック（マラソン）/19位/2時間31分12秒

東洋大学時代は、双子の兄・啓太選手とともに箱
根駅伝で活躍。3年連続区間賞の走りで、チームの
2度の優勝に貢献。現所属チームでは、チームのエー
スとして各駅伝で活躍するとともに、2015北京世界
陸上、2016リオ五輪に10000mの代表として出場。
2017年以降は、闘いの舞台をトラックからマラソン
に移すと、2017マトニ・ウスティハーフマラソン（チェ
コ）で1時間00分17秒を記録し、10年ぶりに日本
記録を更新。2018東京マラソンでは、2時間06分
11秒で2位となり16年ぶりに日本記録を塗り替える
偉業を成し遂げた。ハーフマラソン、マラソンとも
に日本最高記録を保持する現役最速ランナー。

玉川大学時代は、仙台市を舞台に開催されている全日本大学女子
駅伝（杜の都駅伝）で活躍。現所属では、2012全国実業団ハーフ
マラソン大会で自身初の全国優勝を果たし頭角を現す。初マラソン
の2014名古屋ウィメンズマラソンで2時間26分05秒の好タイム
で4位に入賞。2度目のマラソン出場となった2014横浜国際女子
マラソンでは見事に初優勝を飾る。リオ五輪代表最終選考会を兼
ねた2016名古屋ウィメンズマラソンでは、自己最高記録の2時間
23分19秒で2位（日本人1位）に入賞。3位選手とわずか1秒差
という激闘を制し、リオ五輪マラソン代表の座を射止めた。3月の
まつえレディースハーフマラソンでは、久々の実戦ながら見事に優
勝。東京五輪のマラソン代表を見据えた本大会でのレースに期待。

設楽 悠太   Yuta Shitara   

田中 智美   Tomomi Tanaka   
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Honda

第一生命グループ

1991年12月18日生/26歳/170㎝ /48㎏

1988年1月25日生/30歳/154㎝/39㎏

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年連続で世界大会入賞
という快挙を成し遂げた。
年齢的にはベテランの域に達するも、今
年1月の大阪ハーフマラソンでは、自己の
ベスト記録を更新し、実力者の走りは健在。

中本 健太郎   Kentaro Nakamoto  

［車いす特別招待］

安川電機 1982年12月7日生/35歳/172㎝ /57㎏

自己最高記録

ハーフマラソン:1時間10分16秒（2009実業団ハーフ）
10000ｍ:31分38秒71（2010ホクレンディスタンス）
5000m:15分22秒87（2011日体大記録会）
マラソン:2時間23分34秒（2013名古屋ウィメンズ）　

自己最高記録

5000m:15分24秒74（2016第100回日本陸上競技選手権大会）
10000ｍ:31分22秒92（2016第100回日本陸上競技選手権大会）
マラソン:2時間23分07秒（2018名古屋ウィメンズ）　

主な戦績

2012ロンドンオリンピック（マラソン）/16位/2時間27分16秒
2013世界陸上モスクワ大会（マラソン）/4位/2時間31分28秒
2014仁川アジア大会（マラソン）/2位/2時間25分50秒　

主な戦績

2016第100回日本陸上競技選手権大会（10000ｍ）/2位/31分22秒92
2016リオデジャネイロオリンピック（10000ｍ）/20位/31分44秒44
2018名古屋ウィメンズマラソン/3位/2時間23分07秒　

佛教大学時代は、仙台市を舞台に開催されている全
日本大学女子駅伝（杜の都駅伝）で区間賞をとるな
ど活躍。現所属では、2010全日本実業団対抗陸上
競技選手権の10000mで優勝するなどトラック競技
での実績を積み上げる。自身3度目となった2011横
浜国際女子マラソンで初優勝し、2012ロンドン五輪
のマラソン代表の座を射止める。翌年の2013名古屋
ウィメンズマラソンでは、自己最高記録の2時間23分
34秒で2度目のマラソン優勝を達成。同年のモスク
ワ世界陸上のマラソン代表となり、見事に4位入賞を
果たし、世界の舞台でも活躍。今まで数多くの駅伝
大会で活躍した、思い出の地「仙台」でのレースに期待。

高校時代は、仙台育英学園高校に1年在籍。震災の影響で他校に移
籍するも、全国高校駅伝で優勝する等活躍。現所属には、2014年のチー
ムの創部メンバーとして入部。同年、自身初の国際大会なった2014ア
ジアジュニア陸上競技選手権（台北）3000mに出場し銀メダルを獲得。
2016日本選手権10000mで31分22秒92の好タイムで2位に入り、リ
オ五輪10000m代表となる等、トラック競技での実績を積む。2016全
日本実業団対抗女子駅伝では、3区を区間2位の走りで、創部わずか
3年目での優勝という快挙に貢献。フルマラソン初挑戦となった2018
名古屋ウィメンズマラソンでは、序盤から先頭集団につく積極的な走り
をみせ2時間23分07秒の好タイムで3位（日本人1位）に入賞し、見
事に2020東京五輪のマラソン代表選考会MGCの出場権を獲得した
ニューヒロイン。今回が自身初となるハーフマラソンでの走りに期待。

木﨑 良子   Ryoko Kizaki   

関根 花観   Hanami Sekine   
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ダイハツ

日本郵政グループ

1985年6月21日生/32歳/157㎝/43㎏

1996年2月26日生/22歳/156㎝/45㎏

主な戦績

2012ロンドンオリンピック（マラソン）/6位/2時間11分16秒
2013世界陸上モスクワ大会（マラソン）/5位/2時間10分50秒
2017世界陸上ロンドン大会（マラソン）/10位/2時間12分41秒

実業団招待選手［男子］

実業団招待選手［女子］

チャールズ・ディランコ゛
Charles Ndirangu
JFE スチール
2017　仙台国際ハーフマラソン/
    　1位/1時間01分44秒

2018　全日本実業団ハーフマラソン/
    　1位/1時間01分55秒

野口 拓也
Takuya Noguchi 
コニカミノルタ
2017　仙台国際ハーフマラソン/
    　4位/1時間02分21秒
2017　ゴールドコーストマラソン/
    　1位/2時間08分59秒

田中 華絵
Hanae Tanaka 
資生堂
2017　大阪国際女子マラソン/
    　3位/2時間26分19秒
2017　仙台国際ハーフマラソン/
    　1位/1時間11分07秒

黒木 文太
Bunta Kuroki
安川電機
2012　福岡国際マラソン/
    　2時間10分08秒
2018　全日本実業団対抗駅伝(6区)/
    　7位/36分58秒

大森 澪
Rei Omori
富士通
2016　関東学生選手権(ハーフマラソン)/
    　2位/1時間04分23秒
2018　箱根駅伝(1区)/
    　9位/1時間02分52秒

佐々木 悟
Satoru Sasaki 
旭化成
2015　福岡国際マラソン/
    　3位/2時間08分56秒
2016　リオオリンピック(マラソン)/
    　2時間13分57秒

奥野 有紀子
Yukiko Okuno 
資生堂
2015　まつえレディースハーフマラソン/
    　7位/1時間11分28秒
2016　東京マラソン/
    　10位/2時間31分17秒

松岡 佑起
Yuki Matsuoka
大塚製薬
2012　全日本実業団選手権(10000m)/
    　5位/27分59秒78

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
2018　東京マラソン/
    　8位/2時間08分45秒

吉本 ひかり
Hikari Yoshimoto 
ダイハツ
2011　テグ世界陸上(10000m)/
    　32分32秒22

大﨑 翔也
Shoya Osaki
中電工
2017　びわ湖毎日マラソン/
    　8位/2時間12分07秒
2017　ゴールドコーストマラソン/
    　6位/2時間11分03秒

特別招待選手

自己最高記録

マラソン：1時間19分32秒
　　　　 （2017ボストンマラソン）

主な戦績

2016大分国際車いすマラソン/1位/1時間26分02秒
2017ボストンマラソン/3位/1時間19分32秒
2018東京マラソン/1位/1時間26分23秒

福岡県福岡市出身在住。20歳の時にバイ
ク事故に遭い、車いす生活になる。リハビリ
のため車いすバスケットボールを始めるが、
体力づくりのために始めた車いすマラソンに
チーム競技とは違い個人で記録を伸ばせる
という魅力を感じ、34歳で車いすマラソン
に転向した。国内大会での優勝経験豊富な
ベテランであり、今年の東京マラソンでは
持ち前の勝負強さで、見事4度目の優勝を
勝ち取った。パラリンピックには北京・ロン
ドン・リオと3大会連続で出場。ボストンマ
ラソンなど国際大会でも結果を出しており、
今後も大いに活躍が期待される選手である。

山本 浩之   Hiroyuki Yamamoto  30001
大会ゲストランナー

福岡県出身1966年5月31日生/51歳/175cm/60kg

谷川 真理 Mari Tanigawa

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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実業団招待選手［女子］

副島 正純
Masazumi Soejima
ソシオ SOEJIMA
2017　仙台国際ハーフマラソン/
 　2位/47分39秒

2017　ホノルルマラソン/
 　優勝/1時間39分24秒

渡邊 裕子
Yuko Watanabe 
エディオン
2013　大阪国際女子マラソン/
 　3位/2時間25分56秒

2018　熊日30kmロードレース/
 　1位/1時間47分17秒

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

畠山 実弓
Miyu Hatakeyama 
ヤマダ電機
2018　仙台国際ハーフマラソン/
 　1時間16分12秒

樋口 政幸
Masayuki Higuchi
PUMA JAPAN
2017　仙台国際ハーフマラソン/
 　優勝/47分38秒

2017　長野車いすマラソン/
    　2位/45分53秒
2017　世界パラ陸上競技選手権5000m/
    　7位/11分12秒30

富永 あかり
Akari Tominaga 
十八銀行
2018　全日本実業団ハーフマラソン/
 　1時間15分34秒

上与那原 寛和
Hirokazu Ueyonabaru
SMBC日興証券
2017　世界パラ陸上競技選手権1500m（T52）/
 　3位/4分01秒56

2017　世界パラ陸上競技選手権400m（T52）/
 　3位/1分02秒27

2017　長野車いすマラソン （T52）/
 　優勝/57分51秒

山﨑 なず菜
Nazuna Yamasaki 
十八銀行
2017　全日本実業団ハーフマラソン/
 　1時間16分49秒

2017　山陽女子ロードレース(10km)/
    　34分12秒

岩出 玲亜
Reia Iwade 
アンダーアーマー
2013　山陽女子ロードレース(ハーフマラソン)/
    　4位/1時間09分45秒
    　(ジュニア日本最高)
2018　名古屋ウィメンズマラソン/
   　4位/2時間26分28秒

宮内 洋子
Yoko Miyauchi 
ホクレン
2011　山陽女子ロードレース/
 　2位/1時間09分23秒

2013　名古屋ウィメンズマラソン/
   　7位/2時間27分17秒

車いす招待選手

加藤 岬
Misaki Kato 
九電工
2017　仙台国際ハーフマラソン/
 　2位/1時間11分42秒

2017　防府読売マラソン/
 　1位/2時間28分12秒

鈴木 千晴
Chiharu Suzuki 
日立
2015　まつえレディースハーフマラソン/
    　1時間12分27秒
2017　仙台国際ハーフマラソン/
 　8位/1時間13分27秒

芦 麻生
Maki Ashi 
九電工
2017　全日本実業団ハーフマラソン/
 　 4位/1時間11分12秒

2018　青梅マラソン(30km)/
   　1位/1時間44分14秒

阿部 有香里
Yukari Abe 
しまむら
2017　日本選手権(5000m)/
 　 5位/15分28秒62

2017　全日本実業団選手権(10000m)/
 　 4位/32分24秒61

水口 侑子
Yuko Mizuguchi 
デンソー
2015　丸亀国際ハーフマラソン/
 　3位/1時間11分03秒

2017　仙台国際ハーフマラソン/
 　7位/1時間13分13秒

森田 詩織
Shiori Morita 
パナソニック
2018　まつえレディースハーフマラソン/
 　4位/1時間12分38秒

大学招待選手［男子］

枝村 高輔  Kosuke Edamura 神奈川大学
2016日本学生ハーフマラソン/1時間05分41秒

郡司 陽大  Akihiro Gunji 東海大学
2017上尾シティマラソン(ハーフ)/1時間03分23秒

二宗 広大  Kodai Nisyo 創価大学
2017記録挑戦競技会(10000m)/29分30秒69

白頭 徹也  Tetsuya Hakuto 駒澤大学
2017神奈川ハーフマラソン/1時間04分31秒

井手 孝一  Kohichi Ide 神奈川大学
2017平成国際大学長距離競技会(10000m)/29分55秒35

中園 誠也  Seiya Nakazono 東海大学
2017上尾シティマラソン(ハーフ)/1時間05分11秒

作田 将希  Masaki Sakuda 創価大学
2017日本体育大学長距離競技会(5000m)/13分55秒36

神戸 駿介  Syunsuke Kanbe 駒澤大学
2017世田谷陸上競技会(5000m)/14分18秒24

陸協推薦招待選手［男子］

栁田 剛  Takeshi Yanagita 六ヶ所村体育協会
2017仙台国際ハーフマラソン/1時間10分47秒

清水 翔一朗  Syoichiro Shimizu TEAMアテルイ
2017いわて奥州きらめきマラソン/3位/2時間32分45秒

才村 流成  Ryusei Saimura 秋田市陸協
2018サンスポ千葉マリンマラソン(ハーフ)/1時間09分39秒

渡邉 清紘  Kiyohiro Watanabe NDソフト
2018山形県冬季ロードレース(10km)/1位/30分06秒

矢走 拓斗  Takuto Yahashiri アルパイン株式会社
2017あづま荒川クロスカントリー(13km)/4位/43分08秒

大橋 真弥  Shinya Ohashi 石巻RC
2017東北陸上競技選手権(10000m)/1位/31分05秒48

陸協推薦招待選手［女子］

菅原 めぐみ  Megumi Sugawara 胆沢南走会
2017イーハトーブ花巻ハーフマラソン/40歳代1位/1時間29分16秒

伊藤 夏織  Kaori Ito 酒田市陸協
2017酒田シティハーフマラソン/1位/1時間20分21秒

原田 詠麻  Ema Harada 石巻専修大学
2017東北みやぎ復興マラソン/5位/2時間55分37秒

東北学連招待選手［女子］

大学招待選手［女子］

寺牛 若菜  Wakana Teraushi 石巻専修大学
2017松島ハーフマラソン/1位/1時間22分48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/9位/1時間21分57秒

三浦 佑美香  Yumika Miura 立命館大学
2015日本体育大学長距離競技会(5000m)/15分55秒47

神戸マラソン

松山 治  Osamu Matsuyama ユニバー SC
2017神戸マラソン/7位/2時間23分07秒

京都マラソン

櫻井 一  Hajime Sakurai パナソニック ES
2017福知山マラソン/3時間45分58秒

京都マラソン

山谷 祐司  Yuji Yamatani
2014京都マラソン/3時間13分53秒

ひろしま国際平和マラソン

平田 圭  Kei Hirata 庄原市陸上競技協会
2017ひろしま国際平和マラソン(10km)/1位/31分48秒

都市交流招待選手［男子］

都市交流招待選手［女子］
神戸マラソン

村田 さやか  Sayaka Murata 神戸市陸協
2017神戸マラソン/13位/2時間54分07秒

京都マラソン

杉原 裕子  Yuko Sugihara わかちゃん FRC
2018京都マラソン/3時間23分36秒

ひろしま国際平和マラソン

高砂 めぐみ  Megumi Takasago SAT
2016別府大分毎日マラソン/3時間19分11秒

国
内
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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。

市内には、伊達政宗の

命を受けローマへ向かう

途中で同市に立ち寄った

支倉常長の銅像がある。

主要産業は観光業。

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

等の生産で有名。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。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

エリセオ・
デ・ヘスス・
ソラーノ

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

Eliseo 
de Jesús Solano

Omar 
de la Cruz Vazquez

Mariela 
Roman Santiago

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

アレクセイ・
アファナシェフ

セルゲイ・
クラフチェニャ

ユリア・
タラセヴィチ

Aliaksei Afanasyeu Siarhei Krauchenia 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。工業都市・文

化都市として発展、特に

中国第一自動車工場が

有名。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

張 佐斌
（ジャン・ズォビン）

陳 新福
（チェン・シンフー）

Zhang Zuo Bin Chen Xin Fu

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 微
（ワン・ウェイ）

Wang Wei

仙台

ミンスクミンスクミンスクミンスクミンスク

レンヌレンヌレンヌレンヌレンヌ
光州光州

台南

リバサイドリバサイド
ダラスダラス

アカプルコアカプルコアカプルコアカプルコアカプルコ

長春長春

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

イド群の郡都で、郡の西

部に位置し、ロサンゼル

スから車で一時間程度

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。

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。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

セバスティアン・
セムリル

ダヴィッド・
エルヴラン

アンヌ・ルー

Sébastien Sémeril David Hervelin Anne Roux

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

ジェームズ・
ケイト

ヴィンセント・
ハウ

ハリナ・カレーラ

James J Cate Vincent S Hau Halina Carrera

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）
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招待選手
男子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

1 川内 優輝 埼玉県庁

2 中本 健太郎 安川電機

3 設楽 悠太 Honda

11 ヴィンセント・ハウ リバサイド市

12 ダヴィッド・エルヴラン レンヌ市

13 セルゲイ・クラフチェニャ ミンスク市

14 オマール・デ・ラ・クルス・バスケス アカプルコ市

15 陳 新福 長春市

16 キラン・ギル ダラス市

17 金 永東 光州広域市

18 林 秋杰 台南市

21 チャールズ・ディランゴ JFEスチール

22 野口 拓也 コニカミノルタ

23 佐々木 悟 旭化成

24 宮脇 千博 トヨタ自動車

25 黒木 文太 安川電機

26 松岡 佑起 大塚製薬

27 大﨑 翔也 中電工

28 大森 澪 富士通

31 枝村 高輔 神奈川大学

32 井手 孝一 神奈川大学

33 郡司 陽大 東海大学

34 中園 誠也 東海大学

35 二宗 広大 創価大学

36 作田 将希 創価大学

37 白頭 徹也 駒澤大学

38 神戸 駿介 駒澤大学

41 栁田 剛 六ヶ所村体育協会

42 清水 翔一朗 TEAMアテルイ

43 才村 流成 秋田市陸協

44 渡邉 清紘 NDソフト

45 矢走 拓斗 アルパイン株式会社

46 大橋 真弥 石巻RC

47 松山 治 ユニバーSC

48 櫻井 一 パナソニックES

49 山谷 祐司

50 平田 圭 庄原市陸上競技協会

　
女子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

201 木﨑 良子 ダイハツ

202 田中 智美 第一生命グループ

203 関根 花観 日本郵政グループ

211 ハリナ・カレーラ リバサイド市

212 アンヌ・ルー レンヌ市

213 ユリア・タラセヴィチ ミンスク市

214 マリエラ・ロマン・サンティアゴ アカプルコ市

215 王 微 長春市

216 キンバリー・リチャーズ ダラス市

217 李 海眞 光州広域市

218 何 慶燕 台南市

221 田中 華絵 資生堂

222 奥野 有紀子 資生堂

223 吉本 ひかり ダイハツ

224 加藤 岬 九電工

225 芦 麻生 九電工

226 水口 侑子 デンソー

227 鈴木 千晴 日立

228 阿部 有香里 しまむら

229 森田 詩織 パナソニック

230 渡邊 裕子 エディオン

231 宮内 洋子 ホクレン

232 宮内 宏子 ホクレン

233 山﨑 なず菜 十八銀行

234 富永 あかり 十八銀行

235 畠山 実弓 ヤマダ電機

236 岩出 玲亜 アンダーアーマー

241 三浦 佑美香 立命館大学

251 菅原 めぐみ 胆沢南走会

252 伊藤 夏織 酒田市陸協

253 原田 詠麻 石巻専修大学

261 寺牛 若菜 石巻専修大学

262 牧野 あや 石巻専修大学

271 村田 さやか 神戸市陸協

272 杉原 裕子 わかちゃんFRC

273 高砂 めぐみ SAT

　
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 副島 正純 ソシオ SOEJIMA

30004 上与那原 寛和 SMBC日興証券

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。

台北から台湾高速鉄道
で約1時間40分、台湾
南西部に位置する。「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。七夕を
通じて市民交流の機運
が高まり、観光・経済・
産業・福祉・文化・スポー
ツの6分野において、交
流を促進するための協
定を締結している。

［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）

何 慶燕 
（ホー・チンイェン）

Su Chih-Pin Lin Chiu-Chieh Ho Ching-Yen

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

鄭 琦善
（チョン・ギソン）

金 永東
（キム・ヨンドン）

李 海眞
（イ・ヘジン）

Jung Gi sun Kim Yeong-dong Lee Hae-jin

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。

［引率者］ ［男子選手］ ［女子選手］

ジュリアンナ・
アレン　

キラン・ギル キンバリー・
リチャーズ

Julianna C. Allen Kiran A. Gyr Kimberly A. Richards

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
招
待
選
手
一
覧
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