
第24回 仙台国際ハーフマラソン大会 招待選手等有力選手一覧

〔招待選手〕
№ 種   別 氏   名 氏名ｶﾅ 所属クラブ等 主な記録

1 国内特別招待 川内　優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 埼玉県庁 2013ソウル国際マラソン/4位/2時間08分14秒

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

3 実業団招待 前田　和浩 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 九電工 2013東京マラソン/4位/2時間8分00秒

4 実業団招待 柏原　竜二 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ 富士通 2013青梅マラソン(30km)/3位/1時間31分49秒

5 実業団招待 荻野　晧平 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ 富士通 2013防府読売マラソン/3位/2時間13分12秒

6 実業団招待 千葉　健太 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀ 富士通 2014延岡西日本マラソン/2時間18分07秒

7 実業団招待 JOHANA MAINA ﾖﾊﾅ ﾏｲﾅ 富士通 2013仙台国際ハーフ/3位/1時間02分53秒

8 実業団招待 福井　誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 富士通 2012ミュンスターマラソン(ドイツ）/5位/2時間13分57秒

8 実業団招待 外丸　和輝 ﾄﾏﾙ ｶｽﾞｷ トヨタ自動車 2014延岡西日本マラソン/1位/2時間11分43秒

10 実業団招待 井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ トヨタ自動車 2014熊日30キロロード/7位/1時間32分14秒

11 実業団招待 保科　光作 ﾎｼﾅ　ｺｳｻｸ 日清食品グループ 2004仙台ハーフ/1位/1時間03分09秒

12 実業団招待 MEKUBO MOGUSU ﾒｸﾎﾞ・ﾓｸﾞｽ 日清食品グループ 2013仙台国際ハーフ/1位/1時間01分54秒

13 実業団招待 Joseph Gitau ｼﾞｮｾﾌ ｷﾞﾀｳ ＪＦＥスチール 2012福岡国際マラソン/1位/2時間06分58秒

14 実業団招待 辻　茂樹 ﾂｼﾞ ｼｹﾞｷ 大塚製薬 2014びわ湖毎日マラソン/2時間13分41秒

15 実業団招待 山川　雄大 ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚製薬 2014延岡西日本マラソン/2時間14分28秒

16 実業団招待 石田　将教 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ＳＧホールディングスグループ 2013別府大分毎日マラソン/5位/2時間13秒07秒

17 実業団招待 仙頭　竜典 ｾﾝﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ ＳＧホールディングスグループ 2011丸亀国際ハーフ/1時間03分19秒

18 実業団招待 出岐　雄大 ﾃﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 中国電力 2012びわ湖毎日マラソン/1時間10分02秒

19 実業団招待 福山　良祐 ﾌｸﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ Ｈｏｎｄａ 2014びわ湖毎日マラソン/5位/2時間11分18秒

20 実業団招待 佐野　広明 ｻﾉ ﾋﾛｱｷ Ｈｏｎｄａ 2013シカゴマラソン/7位/2時間10分29秒

21 実業団招待 野口　拓也 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ コニカミノルタ 2014丸亀国際ハーフ/1時間02分50秒

22 実業団招待 新田　良太郎 ﾆｯﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ コニカミノルタ 2012丸亀国際ハーフ/1時間01分45秒

23 大学招待 口町　亮 ｸﾁﾏﾁ ﾘｮｳ 東洋大学 2013法政記録会(1000m)/29分28秒04

24 大学招待 山本　菜矢 ﾔﾏﾓﾄ ｻｲﾔ 東洋大学 2013上尾ハーフ/1時間04分19秒

25 大学招待 黒川　翔矢 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾔ 駒澤大学 2013全日本学生ハーフ/1時間04分15秒

26 大学招待 小山　裕太 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 駒澤大学 2014犬山ハーフ/8位/1時間05分17秒

27 大学招待 冨田　祥平 ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾍｲ 日本体育大学 2013上尾シティマラソン/1時間05分23秒

28 大学招待 小泉　雄輝 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ 日本体育大学 2014日本学生ハーフ/1時間03分58秒

29 大学招待 渡邉　利典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ 青山学院大 2014日本学生ハーフ/1時間03分32秒

30 大学招待 高橋　宗司 ﾀｶﾊｼ ｿｳｼ 青山学院大 2013高島平20kmロード/4位/1時間00分25秒

31 陸協推薦 早坂　光司 ﾊﾔｻｶ ｺｳｼﾞ 石巻ＲＣ 2013福岡国際マラソン/2時間21分45秒

32 陸協推薦 伊藤　伸一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋田市陸上競技協会 2013勝田マラソン/5位/2時間23分24秒

33 陸協推薦 Muraya John Maina ﾑﾗﾔ ｼﾞｮﾝ ﾏｲﾅ 東邦リファイン 2013イーハトーブマラソン（ハーフ）/1位/1時間04分45秒

34 陸協推薦 森谷　修平 ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ 山形市役所 2013日体大記録会(10000m)/7位/28分52秒09

35 陸協推薦 加藤　将士 ｶﾄｳ ﾏｻｼ 郡山自衛隊 2014新宿シティマラソン(ハーフ)/2位/1時間08分28秒

36 東北学連招待 佐藤　直飛 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 宮城教育大学 ★5000mベストタイム/18分23秒82

37 東北学連招待 田辺　明 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 東北大学 2013日本学生ハーフ/1時間11分55秒

38 東北学連招待 鈴木　貴史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 東北大学 2013一関国際ハーフ(10km）/33分00秒

39 久米島招待 江﨑　義治 ｴｻﾞｷ ﾖｼﾊﾙ 久米島町 2013久米島マラソン(ハーフ）/1時間33分27秒
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〔一般参加選手〕
№ 種   別 氏   名 氏名ｶﾅ 所属クラブ等 主な記録

40 実業団一般 後藤田　健介 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｹﾝｽｹ ＤｅＮＡ 2013箱根駅伝（10区：23.1km）/1位/1時間10分49秒

41 実業団一般 高田　千春 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ ＪＲ東日本 2013福岡国際マラソン/5位/2時間10分39秒

42 実業団一般 長谷川　清勝 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｶﾂ ＪＲ東日本 2013仙台国際ハーフ/1時間07分26秒

43 実業団一般 原田　誠 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ ＪＲ東日本 2013北海道マラソン/2時間20分13秒

44 実業団一般 荒井　輔 ｱﾗｲ ﾀｽｸ ＪＲ東日本 2013日体大記録会(10000m)/29分20秒24

45 実業団一般 五ヶ谷　宏司 ｺﾞｶﾞﾔ ｺｳｼﾞ ＪＲ東日本 2013北海道マラソン/1位/2時間14分26秒

46 実業団一般 林　昌史 ﾊﾔｼ ﾏｻｼ ヤクルト 2012びわ湖毎日マラソン/8位/2時間09分55秒

47 実業団一般 涌井　圭介 ﾜｸｲ ｹｲｽｹ ヤクルト 2014東京マラソン/2時間12分12秒

48 実業団一般 川口　将宏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ヤクルト 2013全日本実業団ハーフ/1時間03分40秒

49 実業団一般 清水　和朗 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｱｷ ヤクルト 2013延岡西日本マラソン/4位/2時間12分49秒

50 実業団一般 秋葉　啓太 ｱｷﾊﾞ ｹｲﾀ 小森コーポレーション 2009別府大分毎日マラソン/3位/2時間10分53秒

51 実業団一般 下里　和義 ｼﾓｻﾞﾄ ｶｽﾞﾖｼ 小森コーポレーション 2006全日本実業団ハーフ/1位/1時間02分00秒

52 実業団一般 井上　貴博 小森コーポレーション 2012びわ湖毎日マラソン/2時間19分57秒

53 実業団一般 坂本　智史 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ プレス工業 2014東京マラソン/2時間15分13秒

54 実業団一般 中山　翔平 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ プレス工業 2014びわ湖毎日マラソン/2時間27分37秒

55 実業団一般 坪内　武史 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｹｼ スズキ浜松アスリートクラブ 2013神戸マラソン/5位/2時間18分37秒

56 実業団一般 鈴木　正章 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ボッシュ 2012上尾ハーフ/６位/1時間05分26秒

57 実業団一般 阪上　孝輝 ｻｶｳｴ ﾀｶﾃﾙ ボッシュ 2012上尾ハーフ/4位/1時間05分59秒

58 実業団一般 竹中　友人 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓﾋｺ ＮＴＴ西日本 2014別府大分毎日マラソン/2時間15分28秒

59 実業団一般 中川　剛 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾞｳ ＮＴＴ西日本 2014延岡西日本マラソン/2時間25分39秒

60 実業団一般 高関　伸 ﾀｶｾｷ ｼﾝ ＮＴＴ西日本 2014全日本実業団ハーフ/1時間06分08秒

61 実業団一般 五十嵐　武 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 自衛隊体育学校 2013日体大記録会(10000m)/29分47秒64

62 実業団一般 工藤　正也 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 自衛隊体育学校 2013びわ湖毎日マラソン/2時間21分00秒

63 実業団一般 Ser-od Bat-ochir ｾﾙｵﾄﾞ ﾊﾞﾄｵﾁﾙ ＮＴＮ 2013防府読売マラソン/1位/2時間09分00秒

64 実業団一般 大久保　幹也 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷﾔ ＮＴＮ 2013大田原マラソン/4位/2時間20分20秒

65 実業団一般 鈴木　卓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 愛三工業 2014別府大分毎日マラソン/2時間15分40秒

66 実業団一般 治郎丸　健一 ｼﾞﾛﾏﾙ ｹﾝｲﾁ 日清食品グループ 2010大分合同ハーフ/2位/1時間03分44秒

67 実業団一般 藤井　延幸 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 立命館AC 2013京都マラソン/4位/2時間29分18秒

68 大学一般 高橋　尚弥 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 東洋大学 2013上尾ハーフ/1時間04分16秒

69 大学一般 小谷　政宏 ｺﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 中央大学 2014日本学生ハーフ/1時間05分59秒

70 大学一般 松原　啓介 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 中央大学 2014日本学生ハーフ/1時間05分19秒

71 大学一般 齊藤　太郎 ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ 平成国際大学 2013仙台国際ハーフ/1時間07分57秒

72 大学一般 今野　勝善 ｶﾝﾉ ｶﾂﾖｼ 平成国際大学 2013上尾ハーフ/1時間07分33秒

73 大学一般 Osei　Daniel ｵｾｲ ﾀﾞﾆｴﾙ 日本体育大学 ★ハーフベストタイム/1時間06分43秒

74 大学一般 近並　郷 ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ 日本体育大学 ★ハーフベストタイム/1時間05分52秒

75 大学一般 滝沢　優也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 日本体育大学 ★ハーフベストタイム/1時間04分18秒

76 大学一般 西岡　賢一 ﾆｼｵｶ ｹﾝｲﾁ 日本体育大学 ★ハーフベストタイム/1時間06分56秒

77 大学一般 孕石　健太 ﾊﾗﾐｲｼ ｹﾝﾀ 日本体育大学 ★ハーフベストタイム/1時間06分08秒

78 大学一般 森本　大策 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｻｸ 日本体育大学 ★ハーフベストタイム/1時間05分51秒

79 大学一般 松下　拓磨 ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾏ 日本体育大学 ★ハーフベストタイム/1時間06分13秒

80 大学一般 金子　晃裕 ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ 東海大学 2013上尾ハーフ/1時間06分57秒
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〔招待選手〕
№ 種   別 氏   名 氏名ｶﾅ 所属クラブ等 主な記録

1 国内特別招待 小崎　まり ｵｻﾞｷ ﾏﾘ ノーリツ 2003大阪国際マラソン/5位/2時間23分30秒

2 実業団招待 加納　由理 ｶﾉｳ ﾕﾘ 資生堂 2010名古屋国際マラソン/1位/2時間27分11秒

3 実業団招待 白滝　成美 ｼﾗﾀｷ ﾅﾙﾐ 資生堂 2011日本学生陸上(10000m)/6位/33分34秒69

4 実業団招待 堀江　美里 ﾎﾘｴ　ﾐｻﾄ ノーリツ 2013丸亀国際ハーフ/6位/1時間10分26秒

5 実業団招待 海野　佳那 ｳﾝﾉ ｶﾅ ノーリツ 2014丸亀国際ハーフ/1時間14分31秒

6 実業団招待 鈴木　澄子 ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ ホクレン 2012東京マラソン/2時間29分25秒

7 実業団招待 西尾　美都 ﾆｼｵ ﾐﾔ ホクレン 2012丸亀国際ハーフ/1時間13分31秒

8 実業団招待 田端　沙紀 ﾀﾊﾞﾀ ｻｷ 大塚製薬 2013大阪ハーフ/1位/1時間13分01秒

9 実業団招待 岡田　唯 ｵｶﾀﾞ ﾕｲ 大塚製薬 2013全日本実業団ハーフ(10km)/4位/32分58秒

10 実業団招待 人見　綾香 ﾋﾄﾐ ｱﾔｶ しまむら 2014全日本実業団ハーフ/1時間13分03秒

11 実業団招待 佐伯　由香里 ﾊｻｸ ﾕｶﾘ ユニバーサル
エンターテインメント 2009札幌国際ハーフ/3位/1時間09分36秒

12 入賞者招待 阪田　愛子 ｻｶﾀ ｱｲｺ 立命館大学 2013松江レディースハーフ/6位/1時間13分26秒

13 大学招待 福谷　好恵 ﾌｸﾔ ﾖｼｴ 立命館大学 2013松江レディースハーフ/1時間16分53秒

14 大学招待 中井　瑛理香 ﾅｶｲ ｴﾘｶ 日本体育大学 2012日体大記録会(3000m)/10分32秒

15 大学招待 矢澤　あずみ ﾔｻﾞﾜ ｱｽﾞﾐ 日本体育大学 2013日体大記録会(5000ｍ)/16分45秒

16 大学招待 奥森　由香乃 ｵｸﾓﾘ ﾕｷﾉ 日本体育大学 2013日体大記録会(5000ｍ)/17分33秒

17 大学招待 福島　理奈 ﾌｸｼﾏ ﾘﾅ 日本体育大学 2013日体大記録会(5000ｍ)/17分20秒

18 陸協推薦 鈴木　絵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 能代山本陸上競技協会 2014谷川真理ハーフ/3位/1時間16分36秒

19 陸協推薦 杉　佳世子 ｽｷﾞ ｶﾖｺ 盛岡市陸協 2013カッパハーフ/6位/1時間34分46秒

20 陸協推薦 田中　幸 ﾀﾅｶ ｻﾁ スポーツ山形21 2013山陽女子ロード(10km)/7位/33分13秒

21 陸協推薦 桑原　絵里 ｸﾜﾊﾞﾗ ｴﾘ ＡＣ須賀川 2014新宿シティマラソン(ハーフ)/2位/1時間22分26秒

22 東北学連招待 梶山　あずさ ｶｼﾞﾔﾏ ｱｽﾞｻ 東北大学 2013東北学生選手権(5000m)/19分25秒65

23 久米島招待 比嘉　聡子 ﾋｶﾞ ｻﾄｺ 久米島町 2013久米島マラソン(ハーフ）/3位/1時間38分56秒

〔一般参加選手〕
№ 種   別 氏   名 氏名ｶﾅ 所属クラブ等 主な記録

24 実業団一般 原田　詠麻 ハラダ　エマ ケミコン宮城 2013横浜国際女子マラソン/11位/2時間45分03秒

25 実業団一般 浅野　江梨 ｱｻﾉ ｴﾘ ＩＴクラブ 2011札幌国際ハーフ／1時間21分45秒

26 大学一般 弘田　歩美 ﾋﾛﾀ ｱﾕﾐ 大阪学院大学 2014大阪ハーフ/1時間32分13秒

27 大学一般 甲斐　暖奈 ｶｲ ﾊﾙﾅ 大阪学院大学 2014大阪ハーフ/1時間23分54秒

28 大学一般 田中　麻美子 ﾀﾅｶ ﾏﾐｺ 大阪学院大学 2013静岡県長距離記録会(5000m)/17分10秒88

29 大学一般 永岡　真衣 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｲ 大阪学院大学 2013関西学生選手権(5000m)/17分37秒09

30 大学一般 平安名　由莉 ﾍｲｱﾝﾅ ﾕﾘ 大阪学院大学 2014大阪ハーフ/1時間30秒07秒

　車　い　す
〔招待選手〕
№ 種   別 氏   名 氏名ｶﾅ 所属クラブ等 主な記録

1 招待 山本　浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ Ｔｅａｍ　Ｈｅａｒｔ　Ｓｐａｃｅ ボストンマラソン2013/優勝/1時間25分32秒

2 入賞者招待 樋口　政幸 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ バリストライド 2013　ＩＰＣ　陸上競技世界選手権大会/5000ｍ/２位/10分20秒95

3 入賞者招待 渡辺　勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ ＴＯＰＰＡＮ 2013　ＩＰＣ　陸上競技世界選手権大会/10000ｍ/３位/23分05秒24

4 入賞者招待 花岡　伸和 ﾊﾅｵｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞ プーマジャパン 大阪マラソン2013/優勝/1時間35分28秒

　女　　子
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