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2012年04月17日現在

【男子】実業団/招待選手

種別 氏名 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 主な記録

国内特別招待 藤原　新 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ 東京陸協 2012東京マラソン/2位/2時間07分48秒

国内特別招待 川内　優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 埼玉県庁 2011東京マラソン/3位/2時間08分37秒

実業団招待 藤田　敦史 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 富士通 2000福岡国際マラソン/1位/2時間06分51秒　※日本歴代2位

実業団招待 GITAU DANIEL ｷﾞﾀｳ ﾀﾞﾆｴﾙ 富士通 2012丸亀国際ハーフ/2位/1時間01分01秒

実業団招待 保科　光作 ﾎｼﾅ　ｺｳｻｸ 日清食品グループ 2012全日本実業団駅伝（3区13.6㎞）/4位/38分58秒

実業団招待 熊本　剛 ｸﾏﾓﾄ　ﾀｹｼ トヨタ自動車 2012東京マラソン/（日本人4位）/2時間10分13秒

実業団招待 野口　功太 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ トヨタ自動車 2012延岡西日本マラソン/3位/2時間12分28秒

実業団招待 堀口　貴史 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ Ｈｏｎｄａ 2012びわ湖毎日マラソン/7位/2時間09分16秒

実業団招待 福山　良祐 ﾌｸﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ Ｈｏｎｄａ 2008全日本実業団ハーフ/6位/1時間02分49秒

実業団招待 井村　光孝 ｲﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 小森コーポレーション 2010丸亀国際ハーフ/1時間03分12秒

実業団招待 HARUN ＮＪＯＲＯＧＥ ｱﾙﾝ ｼﾞｮﾛｹﾞ 小森コーポレーション 2012別府大分毎日マラソン/1位/2時間09分38秒

実業団招待 辻　茂樹 ﾂｼﾞ ｼｹﾞｷ 大塚製薬 2012大阪ハーフ/6位/1時間04分30秒

実業団招待 西山　容平 ﾆｼﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 大塚製薬 2012丸亀国際ハーフ/1時間02分38秒

実業団招待 野口　憲司 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 四国電力 2007仙台国際ハーフ/3位/1時間03分04秒

実業団招待 和田　壮平 ﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ 四国電力 2010高知マラソン/1位/2時間15分19秒

実業団招待 鈴木　伸司 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 愛三工業 2007全日本実業団ハーフ/1時間03分27秒

実業団招待 尾関　誠 ｵｾﾞｷ　ﾏｺﾄ 愛三工業 2010静岡県記録会(10000m）/29分13秒14

【男子】実業団/一般参加選手

種別 氏名 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 主な記録

実業団一般 豊田　崇 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ Ｈｏｎｄａ 2008玉名ハーフ/2位/1時間03分17秒

実業団一般 吉井　賢 ﾖｼｲ ｻﾄｼ ＳＵＭＣＯ 2010びわ湖毎日マラソン/7位/2時間10分45秒

実業団一般 原口　広大 ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ ＳＵＭＣＯ 2009びわ湖毎日マラソン/2時間20分54秒

実業団一般 瀬口　啓太 ｾｸﾞﾁ ｹｲﾀ ＳＵＭＣＯ 2010関東学生選手権（ハーフ）/1時間05分11秒

実業団一般 涌井　圭介 ﾜｸｲ ｹｲｽｹ ヤクルト 2012別府大分毎日マラソン/8位/2時間12分55秒

実業団一般 山中　宣幸 ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 佐川急便 2012高知マラソン/1位/2時間17分23秒

実業団一般 原田　拓 ﾊﾗﾀﾞ　ﾀｸ トーエネック 2009全日本実業団ハーフ/1時間04分19秒

実業団一般 前川　雄 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀｹｼ トーエネック 2007丸亀ハーフ/7位/1時間02分30秒

実業団一般 家谷　和男 ｲｴﾀﾆ ｶｽﾞｵ 山陽特殊製鋼 2010仙台国際ハーフ/1時間04分49秒

実業団一般 森田　司 ﾓﾘﾀ ﾂｶｻ 山陽特殊製鋼 2008仙台国際ハーフ/1時間02分42秒

実業団一般 森本　直人 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾄ 山陽特殊製鋼 2011大阪ハーフ/1時間04分39秒

実業団一般 稲垣　晃二 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｼﾞ 山陽特殊製鋼 2011玉名ハーフ/5位/1時間04分41秒

実業団一般 森川　翔平 ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 山陽特殊製鋼 2012丸亀国際ハーフ/1時間03分28秒

実業団一般 仁科　徳将 ﾆｼﾅ ﾉﾘﾏｻ 富士通 2011防府読売マラソン/3位/2時間15分12秒

実業団一般 荻野　晧平 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ 富士通 2012箱根駅伝(2区:23.2km)/7位/1時間08分57秒

実業団一般 JOHANA MAINA ﾖﾊﾅ ﾏｲﾅ 富士通 2012Kisii　Corss Country( 8km)/4位/24分05秒

実業団一般 山本　芳弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ トヨタ紡織 2004全日本実業団ハーフ/6位/1時間02分03秒

実業団一般 井上　貴博 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 小森コーポレーション 2007犬山ハーフ/1時間03分39秒

実業団一般 古川　茂 ﾌﾙｶﾜ ｼｹﾞﾙ ＳＵＢＡＲＵ 2009全日本実業団ハーフ/1時間03分34秒

実業団一般 大中　健嗣 ｵｵﾅｶ ｹﾝｼﾞ 　ＮＴＴ西日本 2011大阪マラソン/5位/2時間14分36秒

実業団一般 MEKUBO JOB MOGUSU ﾒｸﾎﾞ・ｼﾞｮﾌﾞ・ﾓｸﾞｽ 日清食品グループ 2007丸亀国際ハーフ/1位/59分48秒

資　料　３
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【男子】大学／招待選手

大学招待 淀川　弦太 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ 東洋大学 2012犬山ハーフ/5位/1時間04分07秒

大学招待 高久　龍 ﾀｶｸ　ﾘｭｳ 東洋大学 2011上尾シティハーフ/1時間06分21秒

大学招待 郡司　貴大 ｸﾞﾝｼﾞ　ﾀｶﾋﾛ 駒澤大 2011ぎふ清流マラソン（ハーフ）/1時間04分31秒

大学招待 井浦　舜 ｲﾉｳﾗ ｼｭﾝ 駒澤大 2011上尾シティハーフ/1時間04分55秒

大学招待 岩間　一輝 ｲﾜﾏ ｶｽﾞｷ 日本体育大学 2012ふかやシティハーフ/1時間06分44秒

大学招待 加藤　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 日本体育大学 2012守谷ハーフ/1時間06分29秒

【女子】実業団/招待選手

種別 氏名 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 主な記録

国内特別招待 野口　みずき ﾉｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ シスメックス 2005ベルリンマラソン/1位/2時間19分12秒　※日本最高記録

実業団招待 河合　さおり ｶﾜｲ　ｻｵﾘ 日本ケミコン 2002駿府マラソン(ハーフ）/1位/1時間11分55秒

実業団招待 松本　菜津美 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅﾂﾐ 日本ケミコン 2010ホクレンディスタンス(5000m)/4位/16分08秒34

実業団招待 宮内　洋子 ﾐﾔｳﾁ　ﾖｳｺ 京セラ 2011山陽女子ロードレース（ハーフ）/2位/１時間09分23秒

実業団招待 宮内　宏子 ﾐﾔｳﾁ　ﾋﾛｺ 京セラ 2008宮崎女子ロードレース/2位/1時間09分54秒

実業団招待 清家　恵 ｾｲｹ ﾒｸﾞﾐ シスメックス 2009全日本実業団ハーフ/6位/1時間10分08秒

実業団招待 鈴木　澄子 ｽｽﾞｷ　ｽﾐｺ ホクレン 2011東京マラソン/6位/2時間32分02秒

実業団招待 堀江　美里 ﾎﾘｴ　ﾐｻﾄ ノーリツ 2012丸亀国際ハーフ/4位/1時間10分37秒

実業団招待 大内　唯衣 ｵｵｳﾁ　ﾕｲ ノーリツ 2012大阪ハーフ/2位/1時間13分58秒

実業団招待 新宅　里香 ｼﾝﾀｸ　ﾘｶ しまむら 2012丸亀国際ハーフ／１時間11分52秒

実業団招待 山本　菜美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾐｺ ダイハツ 2011全日本実業団駅伝（6区:6.795km）/21分51秒

実業団招待 松見　早希子 ﾏﾂﾐ ｻｷｺ 第一生命 2009全日本実業団ハーフ/1時間12分13秒

【女子】実業団/一般参加選手

種別 氏名 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 主な記録

実業団一般 関野　茜 ｾｷﾉ ｱｶﾈ ホクレン 2011NAGOハーフマラソン/1位/1時間14分47秒

実業団一般 古瀬　麻美 ﾌﾙｾ　ﾏﾐ 京セラ 2011丸亀国際ハーフ/1時間13分54秒

実業団一般 加藤　麻美 ｶﾄｳ ｱｻﾐ パナソニック 2012全日本実業団ハーフ/7位/1時間11分32秒

【女子】大学／招待・一般参加選手

大学招待 近藤　彩乃 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 立命館大 2011大阪陸協長距離ナイター記録会（5000m）/5位/16分12秒16

大学招待 砂川　侑紀 ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｷ 立命館大 2012香川丸亀国際ハーフ/1時間19分47秒

大学招待 近藤　好 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾉﾐ 立命館大 2012香川丸亀国際ハーフ/1時間21分40秒

大学招待 加藤　未有 ｶﾄｳ　ﾐｳ 立命館大 2011山陽女子ロード（ハーフ）/1時間13分32秒

大学一般 久保木 亜衣 ｸﾎﾞｷ ｱｲ 立命館大 2011山陽女子ロード（ハーフ）/1時間28分09秒

大学一般 田村　夏穂 ﾀﾑﾗ ﾅﾂﾎ 城西国際大 2011関東選手権（10000m）/37分38秒

大学一般 佐藤　利奈 ｻﾄｳ ﾘﾅ 城西国際大 2012青梅マラソン(30km）/7位/1時間59分10秒

大学一般 渋川 華綸 ｼﾌﾞｶﾜ ｶﾘﾝ 城西国際大 2012青梅マラソン(30km）/2時間12分05秒

【車いす】招待選手

種別 氏名 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 主な記録

車いす招待 副島　正純 ｿｴｼﾞﾏ ﾏｻｽﾞﾐ シーズアスリート 2011IPC世界陸上選手権大会（マラソン）/優勝/1時間31分30秒

車いす入賞者 樋口　政幸 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ バリストライド 2011大分国際車いすマラソン/2位（国内1位）/1時間24分55秒

車いす入賞者 山本　浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ はぁとスペース 2012東京マラソン/優勝/1時間29分26秒

車いす入賞者 花岡　伸和 ﾊﾅｵｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞ プーマジャパン 2011大分国際車いすマラソン/5位/1時間29分34秒


