
招待選手紹介

山本　修二（旭化成）
年齢　22歳
身長　174cm
体重　54kg

やまもと　　  しゅうじ ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　1 0゚2'56″ 　（2017年立川ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'50″64（2017年関東インカレ１部）
　５，０００ｍ　　13'56″49（2016年関東私学六大学対校）

代田　修平（カネボウ）
年齢　27歳
身長　179cm
体重　64kg

　しろた　　  しゅうへい ベストレコード
フルマラソン　2 1゚7'15″ 　（2019年別府大分毎日マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚2'40″ 　（2017年香川丸亀国際ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　29'10″77（2016年世田谷陸上競技会）
　５，０００ｍ　　13'48″99（2017年世田谷陸上競技会）

上野　渉（Honda）
年齢　28歳
身長　171cm
体重　53kg

　うえの　　　わたる ベストレコード
フルマラソン　2 2゚4'08″ 　（2016年延岡西日本マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚2'15″ 　（2019年香川丸亀国際ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'38″33（2013年八王子ロングディスタンス）
　５，０００ｍ　　13'46″79（2011年日本体育大学長距離競技会）

堀尾　謙介（トヨタ自動車）
年齢　22歳
身長　183cm
体重　61kg

　ほりお　　  けんすけ ベストレコード
フルマラソン　2 1゚0'21″ 　（2019年東京マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚1'57″ 　（2018年箱根駅伝予選会）
１０，０００ｍ　　28'34″54（2016年関東学連10,000ｍ記録挑戦会）
　５，０００ｍ　　13'33″51（2018年日本体育大学記録会）

MGCファイナリスト

髙久　龍（ヤクルト）
年齢　26歳
身長　168cm
体重　53kg

　たかく　　  りゅう ベストレコード
フルマラソン　2 1゚0'02″ 　（2019年ハンブルクマラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚1'58″ 　（2019年香川丸亀国際ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'36″71（2015年八王子ロングディスタンス）
　５，０００ｍ　　13'57″89（2016年日本体育大学記録会）

MGCファイナリスト

宮脇　千博（トヨタ自動車）
年齢　27歳
身長　175cm
体重　55kg

みやわき　　  ちひろ ベストレコード
フルマラソン　2 0゚8'45″ 　（2018年東京マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚0'53″ 　（2012年全日本実業団ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　27'41″57（2012年全日本実業団対抗陸上）
　５，０００ｍ　　13'35″74（2011年ゴールデンゲームズinのべおか）

MGCファイナリスト

谷川　智浩（コニカミノルタ）
年齢　30歳
身長　161cm
体重　46kg

たにがわ　　 ともひろ ベストレコード
フルマラソン　2 1゚1'39″ 　（2015年長野マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚2'17″ 　（2013年香川丸亀国際ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'24″31（2013年八王子ロングディスタンス）
　５，０００ｍ　　13'51″09（2013年ホクレンＤＣ 深川大会）

MGCファイナリスト

中本　健太郎（安川電機）
年齢　36歳
身長　172cm
体重　57kg

なかもと　　   けんたろう ベストレコード
フルマラソン　2 0゚8'35″ 　（2013年別府大分毎日マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚2'12″ 　（2018年大阪ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'54″59（2012年九州実業団対抗陸上競技選手権）
　５，０００ｍ　　14'04″31（2011年鞘ヶ谷記録会）

MGCファイナリスト

二岡　康平（中電工）
年齢　25歳
身長　175cm
体重　58kg

ふたおか　　 こうへい ベストレコード
フルマラソン　2 0゚9'15″ 　（2019年別府大分毎日マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚3'18″ 　（2017年玉名ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'38″17（2018年中国実業団長距離記録会）
　５，０００ｍ　　14'02″75（2018年京都産業大学長距離記録会）

MGCファイナリスト

風岡　永吉（ＪＦＥスチール）
年齢　23歳
身長　170cm
体重　51kg

かざおか　　 えいきち ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　1 0゚3'45″ 　（2016年香川丸亀国際ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'58″07（2018年八王子ロングディスタンス）
　５，０００ｍ　　14'04″47（2018年日本体育大学記録会）

【ハーフ男子招待選手】

《欠場》

《欠場》



招待選手紹介

ダニエル カヨウキ（桜美林大学）
年齢　22歳
身長　167cm
体重　53kg

ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　1 0゚2'30″ 　（2018年キリマンジャロハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　28'54″24（2018年ケニアトライアル）
　５，０００ｍ　　13'49″55（2017年国士館大学競技会）

田村　岳士（帝京大学）
年齢　22歳
身長　170cm
体重　50kg

　たむら　　　 たけし ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　1 0゚2'55″ 　（2018年新潟ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　29'42″13（2016年The 2nd Juntendo Distance 2016）
　５，０００ｍ　　14'20″73（2017年The 1st Juntendo Distance 2017）

神戸　駿介（駒澤大学）
年齢　21歳
身長　165cm
体重　50kg

　かんべ　　  しゅんすけ ベストレコード
フルマラソン　̶ 
ハーフマラソン　1 0゚2'56″ 　（2019年金栗杯玉名ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　30'01″42（2018年日本体育大学記録会）
　５，０００ｍ　　14'16″92（2018年東海大学記録会）

澤藤　響（順天堂大学）
年齢　20歳
身長　166cm
体重　53kg

 さわふじ　   ひびき ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　1 0゚4'08″ 　（2018年箱根駅伝予選会）
１０，０００ｍ　　29'15″74（2018年順天堂大学長距離競技会）
　５，０００ｍ　　14'29″98（2016年日本体育大学長距離競技会）

【ハーフ男子招待選手】



招待選手紹介
【ハーフ女子招待選手】

堀　優花（パナソニック）
年齢　23歳
身長　155cm
体重　40kg

ほり　　   ゆうか ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　1 1゚1'05″ 　（2018年全日本実業団ハーフマラソン大会）
１０，０００ｍ　　31'48″93（2018年日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会）
　５，０００ｍ　　15'23″53（2016年日本体育大学長距離競技会）

福士　加代子（ワコール）
年齢　37歳
身長　161cm
体重　46kg

　ふくし　　　　 かよこ ベストレコード
フルマラソン　2 2゚2'17″ 　（2016年大阪国際女子マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚7'26″ 　（2006年香川丸亀国際ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　30'51″81（2002年アジア競技大会）
　５，０００ｍ　　14'53″22（2005年Golden Gala）

MGCファイナリスト

安藤　友香（ワコール）
年齢　25歳
身長　160cm
体重　45kg

 あんどう　　　 ゆか ベストレコード
フルマラソン　2 2゚1'36″ 　（2017年名古屋ウィメンズマラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚9'51″ 　（2015年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　31'58″71（2016年ホクレンDC 網走大会）
　５，０００ｍ　　15'32″67（2015年静岡県長距離強化記録会）

MGCファイナリスト

一山　麻緒（ワコール）
年齢　22歳
身長　158cm
体重　42kg

 いちやま　　　 まお ベストレコード
フルマラソン　2 2゚4'33″ 　（2019年東京マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚9'14″ 　（2017年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　31'49″01（2017年カーディナル招待陸上）
　５，０００ｍ　　15'24″17（2017年全日本実業団対抗陸上競技選手権大会）

MGCファイナリスト

上原　美幸（第一生命グループ）
年齢　23歳
身長　154cm
体重　39kg

 うえはら　　   みゆき ベストレコード
フルマラソン　2 2゚4'19″ 　（2019年名古屋ウィメンズマラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚9'13″ 　（2017年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　31'38″80（2016年Payton Jordan Invitational）
　５，０００ｍ　　15'21″40（2015年ホクレンＤＣ）

MGCファイナリスト

岩出　玲亜（アンダーアーマー）
年齢　24歳
身長　155cm
体重　40kg

　いわで　　   れいあ ベストレコード
フルマラソン　2 2゚3'52″ 　（2019年名古屋ウィメンズマラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚9'45″ 　（2013年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　32'13″21（2015年日本選手権）
　５，０００ｍ　　15'42″50（2015年姫路長距離記録会）

MGCファイナリスト

中野　円花（ノーリツ）
年齢　27歳
身長　156cm
体重　41kg

   なかの　　   まどか ベストレコード
フルマラソン　2 2゚7'39″ 　（2019年大阪国際女子マラソン） 
ハーフマラソン　1 1゚2'12″ 　（2017年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　32'50″18（2019年関西実業団陸上競技選手権）
　５，０００ｍ　　15'53″22（2017年ホクレンDC 北見大会）

MGCファイナリスト

池満　綾乃（鹿児島銀行）
年齢　28歳
身長　162cm
体重　49kg

いけみつ　　  あやの ベストレコード
フルマラソン　2 2゚6'07″ 　（2019年名古屋ウィメンズマラソン） 
ハーフマラソン　1 1゚1'14″ 　（2017年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　32'35″93（2017年日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会）
　５，０００ｍ　　15'46″65（2018年ゴールデンゲームズinのべおか）

MGCファイナリスト

谷本　観月（天満屋）
年齢　24歳
身長　153cm
体重　42kg

 たにもと　　  みづき ベストレコード
フルマラソン　2 2゚5'28″ 　（2019年名古屋ウィメンズマラソン） 
ハーフマラソン　1 1゚1'02″ 　（2018年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　32'18″44（2016年日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会）
　５，０００ｍ　　15'46″40（2014年姫路長距離記録会）

MGCファイナリスト

前田　穗南（天満屋）
年齢　22歳
身長　166cm
体重　44kg

　まえだ　　　ほなみ ベストレコード
フルマラソン　2 2゚3'48″ 　（2018年大阪国際女子マラソン） 
ハーフマラソン　1 0゚9'12″ 　（2018年山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　32'13″87（2018年ホクレンDC 深川大会）
　５，０００ｍ　　15'38″16（2018年ホクレンDC 士別大会）

MGCファイナリスト

《欠場》


