
北海道・札幌マラソンフェスティバル ２０２１

出場競技者一覧
4月19日現在



【ハーフマラソン】出場競技者：男子（招待）

1

Bib 
No.

写真 名前 所属 ハーフベストタイム・大会名

21
中村 匠吾

なかむら・しょうご

富士通 1:01:40
2020年
高根沢町元気あっぷ
ハーフマラソン

22
服部 勇馬

はっとり・ゆうま

トヨタ自動車 1:01:40
2018年
ウスティハーフマラソン

23
大塚 祥平

おおつか・しょうへい

九電工 1:01:09
2020年
香川丸亀国際ハーフマラソン

24
橋本 崚

はしもと・りょう

GMOインター
ネットグループ

1:01:56
2020年
香川丸亀国際ハーフマラソン



【ハーフマラソン】出場競技者：男子（招待）

2

Bib 
No.

写真 名前 所属 ハーフベストタイム・大会名

25
菊地 賢人

きくち・まさと

コニカミノルタ 1:00:32
2015年
全日本実業団ハーフマラソン

26 サイモンカリウキ 戸上電機製作所 1:00:43
2019年
香川丸亀国際ハーフマラソン

27
木村 慎

きむら・しん
Honda 1:00:54

2020年
全日本実業団ハーフマラソン

28
堀合 大輔

ほりあい・だいすけ

ヤクルト 1:00:59
2020年
全日本実業団ハーフマラソン

29
細森 大輔

ほそもり・だいすけ

YKK 1:01:05
2020年
全日本実業団ハーフマラソン



【ハーフマラソン】出場競技者：男子（招待）

3

Bib 
No.

写真 名前 所属 ハーフベストタイム・大会名

30

湯澤 舜

ゆざわ・しゅん
SGホールディング

ス
1:01:19

2021年
全日本実業団ハーフマラソン

31
清谷 匠

きよたに・たくみ
中国電力 1:01:27

2020年
全日本実業団ハーフマラソン

32
岡本 直己

おかもと・なおき
中国電力 1:01:34

2020年
香川丸亀国際ハーフマラソン

33
中村 大聖

なかむら・たいせい

ヤクルト 1:01:51
2019年
日本学生ハーフマラソン選手権

34
坂本 佳太

さかもと・けいた

ひらまつ病院 1:02:00
2021年
全日本実業団ハーフマラソン



【ハーフマラソン】出場競技者：女子（招待）

4

Bib 
No.

写真 名前 所属 ハーフベストタイム・大会名

71
前田 穂南

まえだ・ほなみ

天満屋 1:09:08
2019年
山陽女子ロードレース

72
鈴木 亜由子

すずき・あゆこ

日本郵政
グループ 1:07:55

2019年
香川丸亀国際ハーフマラソン

73
一山 麻緒

いちやま・まお

ワコール 1:08:49
2019年
函館マラソン（ハーフの部）

74
松田 瑞生

まつだ・みずき

ダイハツ 1:09:54
2020年
大阪国際女子マラソン
（ハーフ地点タイム）



【10K】出場競技者：女子（招待）

5

Bib 
No.

写真 名前 所属 10000mのベストタイム・大会名

401

堀 優花

ほり・ゆうか
パナソニック 31:38.63

2019年
日本実業団陸上競技連合
女子長距離記録会



【ハーフマラソン】出場競技者：男子

6

Bib 
No.

名前 フリガナ 所属

101 設楽 悠太 シタラ ユウタ Ｈｏｎｄａ

102 髙久 龍 タカク リュウ ヤクルト

103 押川 裕貴 オシカワ ユウキ NTN

104 土方 英和 ヒジカタ ヒデカズ Ｈｏｎｄａ

105 小山 司 コヤマ ツカサ SUBARU

106 足羽 純実 アシワ アツミ Ｈｏｎｄａ

107 田口 雅也 タグチ マサヤ Ｈｏｎｄａ

108 金子 元気 カネコ ゲンキ ヤクルト

109 齋田 直輝 サイタ ナオキ NTN

110 松本 稜 マツモト リョウ トヨタ自動車

111 平賀 喜裕 ヒラガ ヨシヒロ 自衛隊体育学校

112 松村 優樹 マツムラ ユウキ Ｈｏｎｄａ

113 春日 千速 カスガ チハヤ ヤクルト

114 富安 央 トミヤス アキラ ラフィネグループ

115 牧野 冴希 マキノ サエキ 大日本印刷陸上部

116 口町 亮 クチマチ リョウ SUBARU

117 宮脇 千博 ミヤワキ チヒロ トヨタ自動車

118 渡邉 清紘 ワタナベ キヨヒロ NDソフト

119 藤村 行央 フジムラ ユキオ 住友電工

120 安田 共貴 ヤスダ トモキ 九電工

121 平田 幸四郎 ヒラタ コウシロウ ＳＧホールディングス

122 木村 哲也 キムラ テツヤ 住友電工伊丹

123 八巻 雄飛 ヤマキ ユウト ＳＧホールディングス

124 宮上 翔太 ミヤガミ ショウタ 九電工

125 安藤 駿 アンドウ シュン NDソフト

126 セルオド バトオチル セルオド バトオチル NTN

127 大﨑 遼 オオサキ リョウ ラフィネグループ

128 向井 悠介 ムカイ ユウスケ 早稲田大学競走部

129 山口 賢助 ヤマグチ ケンスケ 早稲田大学競走部

130 鈴木 創士 スズキ ソウシ 早稲田大学競走部



【ハーフマラソン】出場競技者：男子

7

Bib 
No.

名前 フリガナ 所属

131 山田 直弘 ヤマダ ナオヒロ YKK

132 秋山 太陽 アキヤマ タイヨウ 森ビル

133 小野寺 勇樹 オノデラ ユウキ 創価大学

134 安藤 貴信 アンドウ タカノブ 大分陸上競技協会

135 高宮 祐樹 タカミヤ ユウキ ヤクルト

136 瀬口 啓太 セグチ ケイタ 住友電工伊丹

137 濱崎 達規 ハマサキ タツノリ なんじぃAC

138 河合 陽平 カワイ ヨウヘイ 早稲田大学競走部

139 澤井 玄 サワイ ゲン 作.AC北海道

140 冨田 祥平 トミタ ショウヘイ ワコール

141 宮本 蒼人 ミヤモト アオト 札幌学院大学

142 川瀬 育夢 カワセ イクム 北海道大学

143 市原 利希也 イチハラ リキヤ 創価大学

144 倉本 皓司 クラモト コウジ 札幌学院大学

145 秋野 僚太 アキノ リョウタ 北海道大学

146 山中 秀仁 ヤマナカ ヒデト Ｈｏｎｄａ

147 鈴木 浩風 スズキ ヒロカゼ 自衛隊体育学校

148 本田 晃士郎 ホンダ コウシロウ 創価大学

149 山森 龍暁 ヤマモリ リュウキ 創価大学

150 吉田 悠良 ヨシダ ユラ 創価大学

151 九嶋 恵舜 クシマ ケイシュン 東洋大学

152 佐藤 真優 サトウ マヒロ 東洋大学

153 西脇 翔太 ニシワキ ショウタ 帝京大学

154 小林 大晟 コバヤシ タイセイ 帝京大学

155 江川 李生 エガワ リキ 札幌学院大学

156 吉田 光希 ヨシダ コウキ 札幌学院大学



【ハーフマラソン】出場競技者：女子

8

Bib 
No.

名前 フリガナ 所属

201 岩出 玲亜 イワデ レイア 千葉陸上競技協会

202 野添 佑莉 ノゾエ ユリ 三井住友海上

203 岡本 奈々依 オカモト ナナヨ ニトリ

204 清水 美穂 シミズ ミホ ホクレン

205 藤澤 舞 フジサワ マイ 札幌エクセルＡＣ



【10K】出場競技者：男子

9

Bib 
No.

名前 フリガナ 所属

301 宮下 隼人 ミヤシタ ハヤト 東洋大学

302 千明 龍之佑 チギラ リュウノスケ 早稲田大学競走部

303 辻 文哉 ツジ フミヤ 早稲田大学競走部

304 伊藤 大志 イトウ タイシ 早稲田大学競走部

305 片桐 太一 カタギリ タイチ 株式会社SteP

306 小林 優史 コバヤシ マサシ 東京陸上競技協会

307 新井 大貴 アライ ヒロキ 帝京大学

308 松山 和希 マツヤマ カズキ 東洋大学

309 高島 大空 タカシマ カナタ 帝京大学

310 西久保 雄志朗 ニシクボ ユウジロウ 帝京大学

311 荻野 皓平 オギノ コウヘイ 富士通

【10K】出場競技者：女子

Bib 
No.

名前 フリガナ 所属

402 小山 恵 コヤマ メグミ 株式会社SteP

403 土井 友里永 ドイ ユリエ 富士通


