
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香川丸亀国際ハーフ）
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　
2017ロンドン世界陸上（マラソン）/9位/2時間12分19秒
2018ボストンマラソン/1位/2時間15分58秒
2018防府読売マラソン/1位/2時間11分29秒

自己最高記録　
5000m：13分34秒53（2014ゴールデンゲームズinのべおか）
10000m：27分39秒95（2015ゴールデンゲームズinのべおか）
ハーフマラソン：1時間00分50秒（2014香川丸亀国際ハーフ）
マラソン：2時間09分50秒（2018ゴールドコーストマラソン）

主な戦績　
2017ニューヨークシティハーフマラソン/5位/1時間00分57秒
2018香川丸亀国際ハーフマラソン/3位/1時間01分42秒
2018ゴールドコーストマラソン/2位/2時間09分50秒

自己最高記録　
5000m：15分24秒70（2018ゴールデンゲームズinのべおか）
10000m：32分07秒70（2018九州実業団選手権）
ハーフマラソン：1時間11分16秒（2017山陽女子ロード）
マラソン：2時間26分33秒（2018名古屋ウィメンズ）

主な戦績　
2017中国アジアマラソン選手権/2位/2時間29分05秒
2018名古屋ウィメンズマラソン/5位（日本人3位）/2時間26分33秒
2018ジャカルタアジア競技会（マラソン）/2位/2時間36分27秒

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全日本実業団選手権）
ハーフマラソン：1時間02分36秒（2017仙台国際ハーフ）
マラソン：2時間07分39秒（2015東京マラソン）

主な戦績　
2015東京マラソン/7位（日本人1位）/2時間07分39秒
2017仙台国際ハーフマラソン/5位/1時間02分36秒
2019東京マラソン/6位（日本人2位）/2時間10分30秒

自己最高記録　
5000m：15分39秒47（2016中国実業団長距離記録会）
10000m：31分48秒31（2015ホクレンディスタンスチャレンジ網走）
ハーフマラソン：1時間09分17秒（2015山陽女子ロード）
マラソン：2時間23分20秒（2016名古屋ウィメンズ）

主な戦績　
2016名古屋ウィメンズマラソン/3位（日本人2位）／ 2時間23分20秒
2017大阪ハーフマラソン/1位/1時間10分02秒
2019大阪国際女子マラソン/2位（日本人1位）/2時間25分46秒

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12秒（2018大阪ハーフ）
マラソン： 2時間08分35秒（2013別府大分毎日マラソン）

主な戦績　
2017別府大分毎日マラソン/1位/2時間09分32秒
2017ロンドン世界陸上（マラソン）10位/2時間12分41秒
2018北海道マラソン/5位（日本人4位）/2時間12分54秒

今まで「公務員ランナー」として数多くの国内
外のレースで活躍。日本代表として3度の世界
選手権に出場。「ワールドマラソンメジャーズ」
に格づけされている2018ボストンマラソンにお
いて、日本人として31年ぶりの優勝を飾り、プ
ロランナーへの転向を宣言。2020東京五輪マ
ラソン日本代表選考大会「MGC」の出場権を
有するも、今年9月に開催されるドーハ世界選
手権への出場を目指す。初めてプロランナーと
して臨む通算9回目の杜の都での走りに期待。

地 元 仙 台 市 出 身。明 成 高 等 学 校 3 年 時 に
10000mで高校歴代 3 位となる28分23 秒18
を記録し頭角を現す。駒澤大学時代は、チーム
のエースとして学生3大駅伝で活躍。3年時の
2014 香川丸亀国際ハーフマラソン大会で1時
間00分50 秒の日本学生記録を樹立。現所属
チームでは、双子の弟の紘太選手とともに、チー
ムのエースとして、全日本実業団対抗駅伝競走
大会（ニューイヤー駅伝）の三連覇に貢献。今
回が初出場となる故郷仙台でのレースに期待。

兵庫県出身。地元の強豪校須磨学園高等学校
進学後、実業団チームに所属。現所属では、
主にトラックレースや、駅伝のメンバーとして活
躍。初マラソンとなった2015名古屋ウィメンズ
マラソンで見事5位入賞し、実力が開花。2018
名古屋ウィメンズマラソンでは、自己記録を更
新する2時間26分 33 秒で5 位（日本人 3 位）
入賞し、2020 東京オリンピックマラソン日本
代表選考大会「MGC」の出場権を獲得。日本
代表としても2017中国アジアマラソン選手権、
2018ジャカルタアジア競技会女子マラソンに
おいて連続で銀メダルを獲得。初出場となる本
大会での9月の選考レースに向けた走りに期待。

2012ロンドン五輪6位、2013モスクワ世界陸
上5位と、世界大会で2年連続入賞の偉業を
成し遂げるなど、世界の舞台で輝かしい実績を
持つ。
年齢的にはベテランの域に達するも、昨年の北
海道マラソンにて2時間12分54 秒のタイムで
日本人 4 位となり、2020東京五輪日本代表選
考大会「MGC」の出場権を獲得。9月の選考レー
ス本番に向けた仙台での走りに期待。

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5区区間新を樹立
し山の神と称される。現所属では、2013ニュー
イヤー駅伝で11人抜きをし区間賞を獲得する等、
駅伝、ロードレースで活躍。2015東京マラソン
で日本歴代6位（当時）の2時間07分39秒を
マークし、同年北京世界選手権のマラソン代表
となる。2019東京マラソンでは悪条件の中、後
半粘りをみせ2時間10分30秒のタイムで6位（日
本人2位）となり2020東京五輪日本代表選考
大会「MGC」の出場権を獲得。9月の選考レー
ス本番に向けた地元東北での走りに期待。

岡山県出身。地元の強豪校興譲館高校に進学。国体優
勝など全国レベルで活躍。日本代表として世界ユース、
世界ジュニア選手権にも出場。現所属では、駅伝やトラッ
ク競技で力を付け、10000mの日本代表として2015北京
世界選手権出場を果たす。マラソン2戦目となった2016
名古屋ウィメンズマラソンでは、2時間23分20秒の自己
新をマークし3位（日本人2位）となるも僅か1秒差でリ
オ五輪代表を逃す。2020東京オリンピックマラソン日本
代表選考大会「MGC」は、ワイルドカードで出場権を獲得。
今年1月に開催された大阪国際女子マラソンでは、MGC
出場権を狙う有力選手を抑え、2時間25分46秒のタイ
ムで2位（日本人1位）と好調を維持。悲願の五輪代表
を目指し臨む9月の選考レースでの走りに期待。

川内 優輝   Yuki Kawauchi

村山 謙太   Kenta Murayama

野上 恵子   Keiko Nogami

中本 健太郎   Kentaro Nakamoto

今井 正人   Masato Imai

小原 怜   Rei Ohara
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［女子特別招待］

あいおいニッセイ同和損害保険

旭化成

十八銀行

安川電機

トヨタ自動車九州

天満屋

1987年3月5日生/32歳/175㎝ /62㎏

1993年2月23日生/26歳/176cm/56㎏

1985年12月6日生/33歳/160cm/46kg

1982年12月7日生/36歳/172㎝ /57㎏

1984年4月2日生/35歳/169cm/56kg

1990年8月10日生/28歳/165cm/47kg

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　
2013ボストンマラソン/1位/1時間25分32秒
2018東京マラソン/1位/1時間26分23秒
2018仙台国際ハーフマラソン/3位/47分47秒

自己最高記録　
マラソン：1時間46分14秒 （2017東京マラソン）

主な戦績　
2018仙台国際ハーフマラソン/6位/53分30秒
2018大分国際車いすマラソン（ハーフ）/1位/52分59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、
昨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。

千葉県生まれで、学生時代はバスケットボール部のキャ
プテンもつとめたほど運動の好きの活発な少女であっ
た。2007年、サーフィン中に脊髄梗塞（せきずいこうそく）
を発症し、両下肢麻痺となる。スポーツ指導員に勧めら
れ、車いす陸上に出会った。初めて出場したのは湘南マ
ラソン(10km)で、その時に走る楽しさとゴールを切る快
感に新しい喜びを得、本格的に取り組む込むことになる。
現 在、車いす陸 上 女 子 200m、400m、800m（T53）
の日本記録保持者。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 中山 和美   Kazumi Nakayama401 4021
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アクセンチュア1966年5月31日生/52歳/175cm/60kg 1983年6月22日生/35歳/160cm/43kg

実業団招待選手［男子］

実業団招待選手［女子］

佐藤 悠基
Yuki Sato 
日清食品グループ
2018　東京マラソン/

　10位/2時間08分58秒 

竹ノ内 佳樹
Yoshiki Takenouchi 
NTT 西日本
2017　福岡国際マラソン/

　7位/2時間10分01秒 

兼実 省伍
Shogo kanezane 
中国電力
2019　別府大分毎日マラソン/

　7位/2時間10分19秒

橋本 崚
Ryo Hashimoto 
GMO アスリーツ
2019　別府大分毎日マラソン/

　5位/2時間09分29秒 

森田 詩織
Shiori Morita 
パナソニック
2018　仙台国際ハーフマラソン/

　2位/1時間12分23秒

熊橋 弘将
Hiromasa Kumahashi 
山陽特殊製鋼
2018　東京マラソン/

　2時間15分49秒

村澤 明伸
Akinobu Murasawa 
日清食品グループ
2017　北海道マラソン/

　1位/2時間14分48秒 

二岡 康平
Kohei Futaoka 
中電工
2019　別府大分毎日マラソン/

　4位/2時間09分15秒 

押川 裕貴
Yuki Oshikawa 
ＮＴＮ
2018　全日本実業団ハーフマラソン/

 　4位/1時間02分01秒

松本 稜
Ryo Matsumoto 
トヨタ自動車
2018　仙台国際ハーフマラソン/

　1位/1時間03分05秒

吉本 ひかり
Hikari Yoshimoto 
ダイハツ
2018　仙台国際ハーフマラソン/

　5位/1時間12分48秒

谷川 智浩
Tomohiro Tanigawa 
コニカミノルタ
2018　北海道マラソン/

　3位/2時間12分02秒 

神野 大地
Daichi kamino 
セルソース
2019　東京マラソン/

　8位/2時間11分05秒 

久我 和弥
Kazuhiro Kuga 
富士通
2019　全日本実業団ハーフマラソン/

　1時間02分54秒

アレクサンダー・ムティソ
Alexander Mutiso
ND ソフト
2018　ぎふ清流ハーフマラソン/

　2位/1時間01分12秒

竹本 香奈子
Kanako Takemoto 
ダイハツ
2018　香川丸亀国際ハーフマラソン/

 　9位/1時間13分51秒
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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香川丸亀国際ハーフ）
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　
2017ロンドン世界陸上（マラソン）/9位/2時間12分19秒
2018ボストンマラソン/1位/2時間15分58秒
2018防府読売マラソン/1位/2時間11分29秒

自己最高記録　
5000m：13分34秒53（2014ゴールデンゲームズinのべおか）
10000m：27分39秒95（2015ゴールデンゲームズinのべおか）
ハーフマラソン：1時間00分50秒（2014香川丸亀国際ハーフ）
マラソン：2時間09分50秒（2018ゴールドコーストマラソン）

主な戦績　
2017ニューヨークシティハーフマラソン/5位/1時間00分57秒
2018香川丸亀国際ハーフマラソン/3位/1時間01分42秒
2018ゴールドコーストマラソン/2位/2時間09分50秒

自己最高記録　
5000m：15分24秒70（2018ゴールデンゲームズinのべおか）
10000m：32分07秒70（2018九州実業団選手権）
ハーフマラソン：1時間11分16秒（2017山陽女子ロード）
マラソン：2時間26分33秒（2018名古屋ウィメンズ）

主な戦績　
2017中国アジアマラソン選手権/2位/2時間29分05秒
2018名古屋ウィメンズマラソン/5位（日本人3位）/2時間26分33秒
2018ジャカルタアジア競技会（マラソン）/2位/2時間36分27秒

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全日本実業団選手権）
ハーフマラソン：1時間02分36秒（2017仙台国際ハーフ）
マラソン：2時間07分39秒（2015東京マラソン）

主な戦績　
2015東京マラソン/7位（日本人1位）/2時間07分39秒
2017仙台国際ハーフマラソン/5位/1時間02分36秒
2019東京マラソン/6位（日本人2位）/2時間10分30秒

自己最高記録　
5000m：15分39秒47（2016中国実業団長距離記録会）
10000m：31分48秒31（2015ホクレンディスタンスチャレンジ網走）
ハーフマラソン：1時間09分17秒（2015山陽女子ロード）
マラソン：2時間23分20秒（2016名古屋ウィメンズ）

主な戦績　
2016名古屋ウィメンズマラソン/3位（日本人2位）／ 2時間23分20秒
2017大阪ハーフマラソン/1位/1時間10分02秒
2019大阪国際女子マラソン/2位（日本人1位）/2時間25分46秒

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12秒（2018大阪ハーフ）
マラソン： 2時間08分35秒（2013別府大分毎日マラソン）

主な戦績　
2017別府大分毎日マラソン/1位/2時間09分32秒
2017ロンドン世界陸上（マラソン）10位/2時間12分41秒
2018北海道マラソン/5位（日本人4位）/2時間12分54秒

今まで「公務員ランナー」として数多くの国内
外のレースで活躍。日本代表として3度の世界
選手権に出場。「ワールドマラソンメジャーズ」
に格づけされている2018ボストンマラソンにお
いて、日本人として31年ぶりの優勝を飾り、プ
ロランナーへの転向を宣言。2020東京五輪マ
ラソン日本代表選考大会「MGC」の出場権を
有するも、今年9月に開催されるドーハ世界選
手権への出場を目指す。初めてプロランナーと
して臨む通算9回目の杜の都での走りに期待。

地 元 仙 台 市 出 身。明 成 高 等 学 校 3 年 時 に
10000mで高校歴代 3 位となる28分23 秒18
を記録し頭角を現す。駒澤大学時代は、チーム
のエースとして学生3大駅伝で活躍。3年時の
2014 香川丸亀国際ハーフマラソン大会で1時
間00分50 秒の日本学生記録を樹立。現所属
チームでは、双子の弟の紘太選手とともに、チー
ムのエースとして、全日本実業団対抗駅伝競走
大会（ニューイヤー駅伝）の三連覇に貢献。今
回が初出場となる故郷仙台でのレースに期待。

兵庫県出身。地元の強豪校須磨学園高等学校
進学後、実業団チームに所属。現所属では、
主にトラックレースや、駅伝のメンバーとして活
躍。初マラソンとなった2015名古屋ウィメンズ
マラソンで見事5位入賞し、実力が開花。2018
名古屋ウィメンズマラソンでは、自己記録を更
新する2時間26分 33 秒で5 位（日本人 3 位）
入賞し、2020 東京オリンピックマラソン日本
代表選考大会「MGC」の出場権を獲得。日本
代表としても2017中国アジアマラソン選手権、
2018ジャカルタアジア競技会女子マラソンに
おいて連続で銀メダルを獲得。初出場となる本
大会での9月の選考レースに向けた走りに期待。

2012ロンドン五輪6位、2013モスクワ世界陸
上5位と、世界大会で2年連続入賞の偉業を
成し遂げるなど、世界の舞台で輝かしい実績を
持つ。
年齢的にはベテランの域に達するも、昨年の北
海道マラソンにて2時間12分54 秒のタイムで
日本人 4 位となり、2020東京五輪日本代表選
考大会「MGC」の出場権を獲得。9月の選考レー
ス本番に向けた仙台での走りに期待。

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5区区間新を樹立
し山の神と称される。現所属では、2013ニュー
イヤー駅伝で11人抜きをし区間賞を獲得する等、
駅伝、ロードレースで活躍。2015東京マラソン
で日本歴代6位（当時）の2時間07分39秒を
マークし、同年北京世界選手権のマラソン代表
となる。2019東京マラソンでは悪条件の中、後
半粘りをみせ2時間10分30秒のタイムで6位（日
本人2位）となり2020東京五輪日本代表選考
大会「MGC」の出場権を獲得。9月の選考レー
ス本番に向けた地元東北での走りに期待。

岡山県出身。地元の強豪校興譲館高校に進学。国体優
勝など全国レベルで活躍。日本代表として世界ユース、
世界ジュニア選手権にも出場。現所属では、駅伝やトラッ
ク競技で力を付け、10000mの日本代表として2015北京
世界選手権出場を果たす。マラソン2戦目となった2016
名古屋ウィメンズマラソンでは、2時間23分20秒の自己
新をマークし3位（日本人2位）となるも僅か1秒差でリ
オ五輪代表を逃す。2020東京オリンピックマラソン日本
代表選考大会「MGC」は、ワイルドカードで出場権を獲得。
今年1月に開催された大阪国際女子マラソンでは、MGC
出場権を狙う有力選手を抑え、2時間25分46秒のタイ
ムで2位（日本人1位）と好調を維持。悲願の五輪代表
を目指し臨む9月の選考レースでの走りに期待。

川内 優輝   Yuki Kawauchi

村山 謙太   Kenta Murayama

野上 恵子   Keiko Nogami

中本 健太郎   Kentaro Nakamoto

今井 正人   Masato Imai

小原 怜   Rei Ohara

［男子特別招待］

［男子特別招待］

［女子特別招待］

［男子特別招待］

［男子特別招待］

［女子特別招待］

あいおいニッセイ同和損害保険

旭化成

十八銀行

安川電機

トヨタ自動車九州

天満屋

1987年3月5日生/32歳/175㎝ /62㎏

1993年2月23日生/26歳/176cm/56㎏

1985年12月6日生/33歳/160cm/46kg

1982年12月7日生/36歳/172㎝ /57㎏

1984年4月2日生/35歳/169cm/56kg

1990年8月10日生/28歳/165cm/47kg

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　
2013ボストンマラソン/1位/1時間25分32秒
2018東京マラソン/1位/1時間26分23秒
2018仙台国際ハーフマラソン/3位/47分47秒

自己最高記録　
マラソン：1時間46分14秒 （2017東京マラソン）

主な戦績　
2018仙台国際ハーフマラソン/6位/53分30秒
2018大分国際車いすマラソン（ハーフ）/1位/52分59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、
昨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。

千葉県生まれで、学生時代はバスケットボール部のキャ
プテンもつとめたほど運動の好きの活発な少女であっ
た。2007年、サーフィン中に脊髄梗塞（せきずいこうそく）
を発症し、両下肢麻痺となる。スポーツ指導員に勧めら
れ、車いす陸上に出会った。初めて出場したのは湘南マ
ラソン(10km)で、その時に走る楽しさとゴールを切る快
感に新しい喜びを得、本格的に取り組む込むことになる。
現 在、車いす陸 上 女 子 200m、400m、800m（T53）
の日本記録保持者。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 中山 和美   Kazumi Nakayama401 4021

3

201

2

4

202

［車いす特別招待］ ［車いす特別招待］

アクセンチュア1966年5月31日生/52歳/175cm/60kg 1983年6月22日生/35歳/160cm/43kg

実業団招待選手［男子］

実業団招待選手［女子］

佐藤 悠基
Yuki Sato 
日清食品グループ
2018　東京マラソン/

　10位/2時間08分58秒 

竹ノ内 佳樹
Yoshiki Takenouchi 
NTT 西日本
2017　福岡国際マラソン/

　7位/2時間10分01秒 

兼実 省伍
Shogo kanezane 
中国電力
2019　別府大分毎日マラソン/

　7位/2時間10分19秒

橋本 崚
Ryo Hashimoto 
GMO アスリーツ
2019　別府大分毎日マラソン/

　5位/2時間09分29秒 

森田 詩織
Shiori Morita 
パナソニック
2018　仙台国際ハーフマラソン/

　2位/1時間12分23秒

熊橋 弘将
Hiromasa Kumahashi 
山陽特殊製鋼
2018　東京マラソン/

　2時間15分49秒

村澤 明伸
Akinobu Murasawa 
日清食品グループ
2017　北海道マラソン/

　1位/2時間14分48秒 

二岡 康平
Kohei Futaoka 
中電工
2019　別府大分毎日マラソン/

　4位/2時間09分15秒 

押川 裕貴
Yuki Oshikawa 
ＮＴＮ
2018　全日本実業団ハーフマラソン/

 　4位/1時間02分01秒

松本 稜
Ryo Matsumoto 
トヨタ自動車
2018　仙台国際ハーフマラソン/

　1位/1時間03分05秒

吉本 ひかり
Hikari Yoshimoto 
ダイハツ
2018　仙台国際ハーフマラソン/

　5位/1時間12分48秒

谷川 智浩
Tomohiro Tanigawa 
コニカミノルタ
2018　北海道マラソン/

　3位/2時間12分02秒 

神野 大地
Daichi kamino 
セルソース
2019　東京マラソン/

　8位/2時間11分05秒 

久我 和弥
Kazuhiro Kuga 
富士通
2019　全日本実業団ハーフマラソン/

　1時間02分54秒

アレクサンダー・ムティソ
Alexander Mutiso
ND ソフト
2018　ぎふ清流ハーフマラソン/

　2位/1時間01分12秒

竹本 香奈子
Kanako Takemoto 
ダイハツ
2018　香川丸亀国際ハーフマラソン/

 　9位/1時間13分51秒
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仙台

ミンスク

レンヌ
光州

台南

リバサイド
ダラス

アカプルコ

長春

実業団招待選手［女子］

西田 宗城
Hiroki Nishida
バカラパシフィック（株）
2018　パリマラソン/

　1位/1時間30分03秒
2018　シカゴマラソン/

　4位/1時間33分27秒

樋口 政幸
Masayuki Higuchi
PUMA JAPAN
2016　リオデジャネイロパラリンピック

　（5000m）/4位/11分02秒
2018　仙台国際ハーフマラソン/

　1位/45分50秒

吉田 竜太
Ryota Yoshida
SUS（株）
2017　ベルリンマラソン/

　3位/1時間32分43秒
2019　東京マラソン/

　7位/1時間40分40秒

車いす招待選手

国際姉妹・友好／交流促進協定締結都市 招待選手

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。

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。

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。

国際姉妹都市  ミンスク市 Minsk
（Belarus）

ベラルーシ共和国　1973 年 4 月6 日提携

国際姉妹都市  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

［引率者］

ミカライ・ホーマン

Mikalai Homan

［引率者］

イヴォン・
レジアール

Yvon Leziart

［引率者］

フランシスコ・
ハビエル・サラド・
サンティアゴ

Francisco Javier Salado Santiago

［男子選手］

セルゲイ・
クラフチェニャ

Siarhei Krauchenia

［男子選手］

ヴァンサン・シウ

Vincent Siou

［男子選手］

オマール・
デ・ラ・クルス・
バスケス

Omar de la Cruz Vazquez

［女子選手］

スヴャトラーナ・
クランスカヤ

Sviatlana Kurhanskaya

［女子選手］

エルサ・ドゥロネー

Elsa Delaunay

［女子選手］

アウロラ・
カフエンテス・
ルカテロ

Aurora Cafuentes Lucatero

国際姉妹都市  レンヌ市 Rennes
（France）

フランス共和国　ブルターニュ州　1967 年 9 月6 日提携

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。

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。 

国際姉妹都市  リバサイド市 Riverside
（U.S.A.）

アメリカ合衆国　カリフォルニア州　1957 年 3 月9 日提携

［引率者］

リンダ・ケネディ

Linda L Kennedy 

［男子選手］

フリオ・ガルシア

Julio C Garcia

［女子選手］

ジョアンナ・
レイヤス

Joanna G Reyes

星 梨佳
Rika Hoshi 
しまむら
2018　日本実業団女子長距離記録会

（5000m）/16分37秒18

宮内 洋子
Yoko Miyauchi 
ホクレン
2018　仙台国際ハーフマラソン/

 　1時間15分10秒

川崎 美祈
Minori Kawasaki 
メモリード
2017　山陽女子ロードレース（ハーフ）/

　1時間17分03秒

宮内 宏子
Hiroko Miyauchi 
ホクレン
2018　函館マラソン（ハーフ）/

　2位/1時間13分13秒

棚池 穂乃香
Honoka Tanaike 
大塚製薬
2017　まつえレディースハーフマラソン/

 　7位/1時間12分20秒

大学招待選手［男子］
中嶋 貴哉 Takaya Nakashima 東海大学
2019神奈川マラソン（ハーフ）/6位/1時間04分34秒

鈴木 雄太 Yuta Suzuki 東海大学
2018上尾シティマラソン（ハーフ）/1時間03分31秒

田中 龍誠 Ryusei Tanaka 東洋大学
2019鹿島祐徳ロードレース（ハーフ）/2位/1時間05分28秒

蝦夷森 章太 Shota Ezomori 東洋大学
2019読売犬山ハーフマラソン/3位/1時間03分58秒

大坪 桂一郎 Keiichiro Otsubo 駒澤大学
2018神奈川マラソン（ハーフ）/1時間05分33秒

佃 康平 Kohei Tsukuda 駒澤大学
2019奥球麿ロードレース（ハーフ）/1時間06分08秒

陸協推薦招待選手［男子］
鈴木 悠太 Yuta Suzuki おいらせ町

役場2019箱根駅伝（8区）/区間7位相当（OP参加）/1時間06分27秒

長澤 晃也 Koya Nagasawa チーム
ネクサス2018いわて奥州きらめきマラソン/4位/2時間34分05秒

才村 流成 Ryusei Saimura 秋田市陸協
2019ハイテクハーフマラソン（ハーフ）/3位/1時間05分54秒

照井 明人 Akito Terui ND ソフト
2019山形県冬季ロードレース（10km）/1位/29分27秒

佐藤 征昭 Masaaki Sato 水ラン
RedBlu's2018円谷メモリアルマラソン（ハーフ）/2位/1時間11分06秒

大橋 真弥 Shinya Ohashi 石巻 RC
2018松島ハーフマラソン/1位/1時間09分00秒

東北学連招待選手［女子］
庄司 琴美 Kotomi Shoji 石巻専修

大学2018黒部名水マラソン（10km）/1位/36分11秒

都市交流招待選手［女子］
久米島マラソン招待

糸数 米子 Yoneko Itokazu ■■■■
■2018久米島マラソン（ハーフマラソン）/2時間16分23秒

神戸マラソン招待

大樽 瑞葉 Mizuha Otaru メモリード
2018神戸マラソン/10位/2時間51分53秒

京都マラソン招待

冬木 裕美 Hiromi Fuyuki ■■■■
■

2015京都マラソン/5時間34分34秒

京都マラソン招待

松村 恵美代 Emiyo Matsumura ■■■■
■

2019京都マラソン/4時間40分25秒

ひろしま国際平和マラソン招待

筒本 恭実 Yoshimi Tsutsumoto  広島県庁
RC

2018おかやまマラソン/2位/2時間51分32秒

東北学連招待選手［男子］
桑原 悠人 Yuto Kuwahara 東北学院

大学2018足立フレンドリーマラソン（ハーフ）/1時間15分48秒

都市交流招待選手［男子］
久米島マラソン招待

久手堅 哲也 Tetsuya Kudeken  ■■■■
■2018久米島マラソン（ハーフマラソン）/1時間38分31秒

神戸マラソン招待

岡野 徹 Toru Okano ユニバー
SC

2018神戸マラソン/15位/2時間28分44秒

京都マラソン招待

黒岡 將光 Masamitsu Kurooka  KYO2
クラブ

2019京都マラソン/3時間53分25秒

ひろしま国際平和マラソン招待

石津 悟 Satoru Ishizu 大竹市
陸協

2014びわ湖毎日マラソン/2時間26分41秒

陸協推薦招待選手［女子］
小松 杏衣 Ai Komatsu 六ヶ所村

体育協会2019大阪国際女子マラソン/3時間05分48秒

児玉 由美 Yumi Kodama しらゆり
レディース2018栗原ハーフマラソン/年代1位/1時間30分26秒

鈴木 絵里 Eri Suzuki 能代山本
陸協2019ハイテクハーフマラソン（ハーフ）/1位/1時間19分34秒

今野 まどか Madoka Konno 酒田市
陸協2018酒田つや姫ハーフマラソン/1位/1時間19分35秒

須藤 ひかる Hikaru Sudo 東北福祉
大学2018日本学生女子ハーフマラソン/2位/1時間12分41秒

沼田 未知
Michi Numata 
豊田自動織機
2019　全日本実業団ハーフマラソン/

 　8位/1時間11分21秒

鈴木 千晴
Chiharu Suzuki 
日立
2018　山陽女子ロード(ハーフ)/

　10位/1時間12秒46秒

藤本 彩夏
Ayaka Fujimoto 
京セラ
2017　東京マラソン/

　4位/2時間27分08秒

国
際
姉
妹
・
友
好
／
交
流
促
進
協
定
締
結
都
市
招
待
選
手

Invited Runners From
 Sendai

’s International Sister/Friendship C
ities and C

ities w
ith O

fficial A
greem

ents 

国
内
招
待
選
手

D
om

estic Invited Runners

THE 29th SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON 



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。

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。

テキサス州北部に位置する商業、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。

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。

国際友好都市  長春市 Changchun
（China）

中華人民共和国　吉林省　1980 年 10 月27 日提携

国際姉妹都市  光州広域市 Gwangju
（Korea）

大韓民国　2002 年 4 月20 日提携

国際友好都市  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

交流促進協定締結都市  台南市 Tainan
（Taiwan）

台湾　2006 年 1 月20 日協定締結

［引率者］

陳　国貞
（チェン・グオジェン）

Chen Guozhen

［引率者］

姜　和庚
（カン・ファギョン）

Kang Hwa-kyeong

［引率者］

ジュリアンナ・
アレン

Julianna C. Allen

［引率者］

蘇　志濱
（スー・ヂービン）

Su Chih-Pin

［男子選手］

李　友誼
（リー・ヨウイー）

Li Youyi

［男子選手］

鄭　丞喆
（チョン・スンチョル）

Jeong Seung-cheol

［男子選手］

ジェレミー・
キーザー

Jeremy S. Kieser

［男子選手］

呉　睿恩
（ウー・ズェンエン）

Wu Jui-En

［女子選手］

魏　亜楠
（ウェイ・ヤーナン）

Wei Yanan

［女子選手］

韓　西子
（ハン・ソジャ）

Han Seo-ja

［女子選手］

ジェシカ・スミス

Jessica D. Smith

［女子選手］

郭　沛靈
（クオ・ペイリン）

Kuo Pei-Ling

招待選手

男子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

1 川内 優輝 あいおいニッセイ同和損害保険

2 中本 健太郎 安川電機

3 村山 謙太 旭化成

4 今井 正人 トヨタ自動車九州

11 フリオ・ガルシア リバサイド市

12 ヴァンサン・シウ 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 李 友誼 長春市

16 ジェレミー・キーザー ダラス市

17 鄭 丞喆 光州広域市

18 呉 睿恩 台南市

21 佐藤 悠基 日清食品グループ

22 村澤 明伸 日清食品グループ

23 谷川 智浩 コニカミノルタ

24 竹ノ内 佳樹 NTT西日本

25 二岡 康平 中電工

26 神野 大地 セルソース

27 橋本 崚 GMOアスリーツ

28 松本 稜 トヨタ自動車

29 アレクサンダー・ムティソ NDソフト

30 兼実 省伍 中国電力

31 押川 裕貴 ＮＴＮ

32 久我 和弥 富士通

33 熊橋 弘将 山陽特殊製鋼

41 中嶋 貴哉 東海大学

42 鈴木 雄太 東海大学

43 田中 龍誠 東洋大学

44 蝦夷森 章太 東洋大学

45 大坪 桂一郎 駒澤大学

46 佃 康平 駒澤大学

51 鈴木 悠太 おいらせ町役場

52 長澤 晃也 チームネクサス

53 才村 流成 秋田市陸協

54 照井 明人 NDソフト

55 佐藤 征昭 水ランRedBlu's

56 大橋 真弥 石巻RC

57 桑原 悠人 東北学院大学

58 久手堅 哲也

59 岡野 徹 ユニバー SC

60 黒岡 將光 KYO2クラブ

61 石津 悟 大竹市陸協

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

401 山本 浩之

402 中山 和美 アクセンチュア

403 樋口 政幸 PUMA JAPAN

404 西田 宗城 バカラパシフィック（株）

405 吉田 竜太 SUS（株）

女子

ゼッケン
No.

氏名
Name

所属
Affiliation

201 野上 恵子 十八銀行

202 小原 怜 天満屋

211 ジョアンナ・レイヤス リバサイド市

212 エルサ・ドゥロネー レンヌ市

213 スヴャトラーナ・クランスカヤ ミンスク市

214 アウロラ・カフエンテス・ルカテロ アカプルコ市

215 魏　亜楠 長春市

216 ジェシカ・スミス ダラス市

217 韓　西子 光州広域市

218 郭　沛靈 台南市

221 森田 詩織 パナソニック

222 吉本 ひかり ダイハツ

223 竹本 香奈子 ダイハツ

224 沼田 未知 豊田自動織機

225 鈴木 千晴 日立

226 藤本 彩夏 京セラ

227 宮内 洋子 ホクレン

228 宮内 宏子 ホクレン

229 棚池 穂乃香 大塚製薬

230 星 梨佳 しまむら

231 川崎 美祈 メモリード

241 小松 杏衣 六ヶ所村体育協会

242 児玉 由美 しらゆりレディース

243 鈴木 絵里 能代山本陸協

244 今野 まどか 酒田市陸協

245 須藤 ひかる 東北福祉大学

246 庄司 琴美 石巻専修大学

247 糸数 米子

248 大樽 瑞葉 メモリード

249 冬木 裕美

250 松村 恵美代

251 筒本 恭実 広島県庁RC
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THE 29th SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON 


