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 ［ 女 子 ］

No.1	 ベッツィ・サイナ
	 （BETSY	SAINA	ケニア）
■年齢（	A g e	）:	31
■身長（Height）:	160cm
■体重（Weight）:	47kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間09分17秒
　	 マラソン　2時間22分56秒
■主な成績（Honors）
　2018	香川丸亀国際ハーフマラソン　優勝
　2018	パリマラソン　優勝

No.4	 レイチェル・クリフ
	 （RACHEL	CLIFF	カナダ）
■年齢（	A g e	）:	30
■身長（Height）:	163cm
■体重（Weight）:	47kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間10分08秒
　	 マラソン　2時間28分53秒
■主な成績（Honors）
　2018	ウッドランドハーフマラソン　優勝
　2018	ベルリンマラソン　11位

No.2	 シニード・ダイバー
	 （SINEAD	DIVER	オーストラリア）
■年齢（	A g e	）:	41
■身長（Height）:	163cm
■体重（Weight）:	48kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間09分20秒
　	 マラソン　2時間25分19秒
■主な成績（Honors）
　2018	ゴールドコーストハーフマラソン　2位
　2018	世界ハーフマラソン　23位

No.6	 シャーロット・パデュー
	 （CHARLOTTE	PURDUE	イギリス）
■年齢（	A g e	）:	27
■身長（Height）:	155cm
■体重（Weight）:	46kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間11分21秒
　	 マラソン　2時間29分23秒
■主な成績（Honors）
　2017	ロンドン世界陸上マラソン　13位
　2018	世界ハーフマラソン　21位

No.3	 サラ・ホール
	 （SARA	HALL	アメリカ）
■年齢（	A g e	）:	35
■身長（Height）:	163cm
■体重（Weight）:	50kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間09分27秒
　	 マラソン　2時間26分20秒
■主な成績（Honors）
　2018	ゴールドコーストハーフマラソン　優勝
　2018	オタワマラソン　3位

No.5	 サラ・ドッセーナ
	 （SARA	DOSSENA	イタリア）
■年齢（	A g e	）:	34
■身長（Height）:	160cm
■体重（Weight）:	47kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間10分10秒
　	 マラソン　2時間27分53秒
■主な成績（Honors）
　2018	ウディネハーフマラソン　優勝
　2018	ヨーロッパ選手権マラソン　6位
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 ［ 男 子 ］

No.51	 ジョフリー・キルイ
	 （GEOFFREY	KIRUI	ケニア）
■年齢（	A g e	）:	25
■身長（Height）:	170cm
■体重（Weight）:	54kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　59分38秒
　	 マラソン　2時間06分27秒
■主な成績（Honors）
　2017	ロンドン世界陸上マラソン　優勝
　2018	ボストンマラソン　２位

No.54	 ジャック・ライナー
	 （JACK	RAYNER	オーストラリア）
■年齢（	A g e	）:	23
■身長（Height）:	180cm
■体重（Weight）:	65kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間01分01秒
　	 10000m　28分12秒07
■主な成績（Honors）
　2018	カーディフハーフマラソン　優勝
　2018	ゴールドコーストハーフマラソン　優勝

No.52	 シャドラック・キプラガト
	 （SHADRACK	KIPLAGAT	ケニア）
■年齢（	A g e	）:	28
■身長（Height）:	174cm
■体重（Weight）:	53kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間00分06秒
　	 15km　43分56秒
■主な成績（Honors）
　2018	ナポリハーフマラソン　2位
　2018	プラハハーフマラソン　5位

No.55	 リチャード・リンガー
	 （RICHARD	RINGER	ドイツ）
■年齢（	A g e	）:	29
■身長（Height）:	182cm
■体重（Weight）:	61kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　	 10000ｍ　27分36秒52
　	 15ｋｍ　43分40秒
■主な成績（Honors）
　2018	ヨーロッピアンカップ10000ｍ　優勝
　2016	ヨーロッパ選手権5000ｍ　3位

No.53	 エバンス・チェルイヨット
	 （EVANS	CHERUIYOT	ケニア）
■年齢（	A g e	）:	27
■身長（Height）:	177cm
■体重（Weight）:	50kg
■自己最高記録（Personal	Best）
　ハーフマラソン　1時間00分26秒
　	 15km　43分55秒
■主な成績（Honors）
　2018	パリハーフマラソン　優勝
　2018	イスタンブールハーフマラソン　5位
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No.8	 一山　麻緒
	 （ワコール）

21歳　身長 157cm/体重42kg
出身　出水中央高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 09 分 14 秒
■主な成績
　2018 世界ハーフマラソン　19 位

No.14	 水口　侑子
	 （デンソー）

33 歳　身長 164cm/体重45kg
出身　三重大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 13 分 13 秒
■主な成績
　2017仙台国際ハーフマラソン　7位

No.16	 大谷　くみこ
	 （今治造船）

23 歳　身長 150cm/体重40kg
出身　大分東明高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 14 分 35 秒
■主な成績
　2018 都道府県対抗女子駅伝　6区 9 位

No.9	 和久　夢来
	 （ユニバーサルエンターテインメント）

23 歳　身長 155cm/体重40kg
出身　那須拓陽高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 09 分 56 秒
■主な成績
　2016青梅マラソン　2位

No.11	 野上　恵子
	 （十八銀行）

33 歳　身長 160cm/体重45kg
出身　須磨学園高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 11分 16 秒
■主な成績
　2018アジア大会マラソン　2位

No.13	 今田　麻里絵
	 （岩谷産業）

29 歳　身長 160cm/体重44kg
出身　北九州市立高
■自己最高記録
　マラソン　2 時間 29 分 35 秒
■主な成績
　2018 埼玉国際マラソン　4位

No.15	 西田　留衣
	 （シスメックス）

24 歳　身長 163cm/体重49kg
出身　大牟田高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 13 分 34 秒
■主な成績
　2018 全日本実業団女子駅伝　3区 15 位

No.10	 森田　詩織
	 （パナソニック）

23 歳　身長 161cm
出身　荏田高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 10 分 11 秒
■主な成績
　2018 仙台国際ハーフマラソン　2位

No.7	 鈴木　亜由子
	 （JP日本郵政グループ）

27 歳　身長 154cm/体重 39kg
出身　名古屋大
■自己最高記録
　マラソン　2 時間 28 分 32 秒
■主な成績
　2016リオ五輪 5000ｍ　出場

No.12	 松山　芽生
	 （ノーリツ）

26 歳　身長 163cm/体重49kg
出身　名城大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 12分 58 秒
■主な成績
　2015 香川丸亀国際ハーフマラソン	10 位
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No.57	 村山　謙太
	 （旭化成）

25 歳　身長 176cm/体重 56kg
出身　駒澤大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 00 分 50 秒
■主な成績
　2018 ニューイヤ―駅伝　5区区間賞

No.56	 エドワード・ワウエル
	 （ＮＴＮ）

28 歳　身長 178cm/体重 60kg
出身　ムワリキ高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 00 分 31 秒
■主な成績
　2018 香川丸亀国際ハーフマラソン　優勝

No.63	 川端　千都
	 （コニカミノルタ）

23 歳　身長 176cm/体重 56kg
出身　東海大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 23 秒
■主な成績
　2017	高島平ロードレース　優勝

No.58	 星　　創太
	 （富士通）

31歳　身長 173cm/体重 56kg
出身　駒澤大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 01分 18 秒
■主な成績
　2019 ニューイヤー駅伝　5区 5 位

No.60	 飯沼　健太
	 （SGホールディングスグループ）

31歳　身長 173cm/体重 54kg
出身　平成国際大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 09 秒
■主な成績
　2018	士別ハーフマラソン　5位

No.59	 平　　和真
	 （カネボウ）

24 歳　身長 178cm/体重 61kg
出身　早稲田大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 04 秒
■主な成績
　2018アジアクロスカントリー　6 位

No.62	 蜂須賀　源
	 （コニカミノルタ）

24 歳　身長 170cm/体重 50kg
出身　國學院大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 26 秒
■主な成績
　2018 熊日30kmロード　3位

No.61	 髙橋　裕太
	 （大塚製薬）

25 歳　身長 171cm/体重 58kg
出身　帝京大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 13 秒
■主な成績
　2015 ユニバーシアードハーフマラソン　3位

No.65	 松本　　稜
	 （トヨタ自動車）

28 歳　身長 168cm/体重 53kg
出身　高知工高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 32 秒
■主な成績
　2018 仙台国際ハーフマラソン　優勝

No.64	 大塚　祥平
	 （九電工）

24 歳　身長 170cm/体重 55kg
出身　駒澤大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 32 秒
■主な成績
　2018 別府大分毎日マラソン　3位
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No.68	 足羽　純実
	 （Honda）

24 歳　身長 177cm/体重 63kg
出身　法政大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 49 秒
■主な成績
　2019 ニューイヤー駅伝　7区 11位

No.75	 中村　大成
	 （駒澤大）

21歳　身長 171cm/体重 55kg
出身　東北高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 03 分 15 秒
■主な成績
　2018 箱根駅伝予選会　22 位

No.66	 佐藤　悠基
	 （日清食品グループ）

32 歳　身長 178cm/体重 59kg
出身　東海大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 33 秒
■主な成績
　2018 東京マラソン　10 位

No.67	 髙久　　龍
	 （ヤクルト）

25 歳　身長 168cm/体重 53kg
出身　東洋大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 34 秒
■主な成績
　2018	ゴールドコーストマラソン　6位

No.70	 福田　　穣
	 （西鉄）

28 歳　身長 166cm/体重 51kg
出身　国士舘大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 04 分 20 秒
■主な成績
　2018 福岡国際マラソン　7位

No.69	 藤川　拓也
	 （中国電力）

26 歳　身長 163cm/体重49kg
出身　青山学院大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 03 分 03 秒
■主な成績
　2018 別府大分毎日マラソン　6 位

No.72	 畑中　大輝
	 （中電工）

23 歳　身長 176cm/体重 53kg
出身　國學院大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 04 分 35 秒
■主な成績
　2017 中国実業団陸上 10000ｍ　4位

No.71	 大隅　裕介
	 （JR東日本）

25 歳　身長 174cm/体重 56kg
出身　大東文化大
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 04 分 23 秒
■主な成績
　2016 東日本実業団駅伝　6区 2位

No.74	 吉田　圭太
	 （青山学院大）

20 歳　身長 172cm/体重 51kg
出身　世羅高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 04 分 31 秒
■主な成績
　2019 箱根駅伝　9区区間賞

No.73	 鈴木　塁人
	 （青山学院大）

21歳　身長 174cm/体重 59kg
出身　流通経済大柏高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 02分 55 秒
■主な成績
　2019 箱根駅伝　10 区 2 位
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No.76	 伊東　颯汰
	 （駒澤大）

20 歳　身長 175cm/体重 59kg
出身　大分東明高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 03 分 13 秒
■主な成績
　2018 箱根駅伝予選会　21位

No.83	 向井　悠介
	 （早稲田大）

19 歳　身長 168cm/体重 50kg
出身　小豆島中央高
■自己最高記録
　10000m　29 分 32 秒 41
■主な成績
　2016 全国高校駅伝　1区 14 位

No.78	 森山　真伍
	 （山梨学院大）

20 歳　身長 180cm/体重 64kg
出身　樹徳高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 05 分 25 秒
■主な成績
　2018 箱根駅伝予選会　164 位

No.77	 川口　竜也
	 （山梨学院大）

21歳　身長 169cm/体重 56kg
出身　鹿児島城西高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 03 分 56 秒
■主な成績
　2017上尾シティハーフマラソン　25 位

No.80	 山口　和也
	 （日本体育大）

21歳　身長 174cm/体重 62kg
出身　世羅高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 03 分 39 秒
■主な成績
　2018 全日本インカレ10000ｍ　7位

No.79	 小松　陽平
	 （東海大）

21歳　身長 172cm/体重 54kg
出身　東海大四高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 03 分 07 秒
■主な成績
　2019 箱根駅伝　8区区間賞

No.82	 武田　悠太郎
	 （日本大）

20 歳　身長 168cm/体重 52kg
出身　東京実業高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 04 分 11 秒
■主な成績
　2019 箱根駅伝　4区 8 位

No.81	 佐々木　大輔
	 （明治大）

21歳　身長 165cm/体重 54kg
出身　八千代松陰高
■自己最高記録
　ハーフマラソン　1時間 03 分 44 秒
■主な成績
　2018 箱根駅伝予選会　48 位
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