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２０２２函館マラソンの招待選手について 

 

 このことについて，２０２２函館マラソンの招待選手が下記のとおり決定しました

ので，報道につきまして，よろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 招待選手 

   別紙「招待選手紹介」のとおり 

 

２ 大会実施概要 

   別紙のとおり 

 

３ お問い合せ先 

   道南陸上競技協会 

   会長 岡 部 壽 一 

   携帯 ０９０－４８７０－７５４１ 

 

※ 掲載にあたり画像データが必要な場合は，下記までお問い合わせください。 

 

 

〒040-0036 函館市東雲町４番 13 号 

函館マラソン大会実行委員会事務局  

（函館市教育委員会スポーツ振興課内） 

担当：坂本 TEL 0138-21-3575 FAX 0138-27-7217 

（E-mail）hakodate-marathon@city.hakodate.hokkaido.jp 



招待選手紹介

土 方　英 和
（Honda）
年齢　25歳

 ひじかた　　　ひでかず ベストレコード
フルマラソン　2ﾟ06'26" 　（2021年 びわ湖毎日マラソン） 
ハーフマラソン　1ﾟ01'22" 　（2022年 全日本実業団ハーフマラソン大会）
１０，０００ｍ　　 28'03"26（2021年 日本体育大学長距離競技会）
　５，０００ｍ　　 14'03"28（2021年 平成国際大学長距離競技会）

安 井　雄 一
（トヨタ自動車）
年齢　27歳

   やすい　　　  ゆういち ベストレコード
フルマラソン　2ﾟ10'19" 　（2020年 別府大分毎日マラソン） 
ハーフマラソン　1ﾟ02'47" 　（2019年 函館マラソン）
１０，０００ｍ　　 28'33"46（2020年 中部実業団選手権）
　５，０００ｍ　̶

小 野　知 大
（旭化成）
年齢　22歳

　おの 　　　　 ちひろ ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　̶
１０，０００ｍ　　 28'23"68（2021年 八王子ロングディスタンス）
　５，０００ｍ　　 13'42"81（2021年 全日本実業団陸上）

髙 久　　龍
（ヤクルト）
年齢　29歳

   たかく　　　　　りゅう ベストレコード
フルマラソン　2ﾟ06'45" 　（2020年 東京マラソン） 
ハーフマラソン　1ﾟ01'30" 　（2020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　　 13'49"59（2020年 ホクレンDC千歳大会）

伊 勢　翔 吾
（コニカミノルタ）
年齢　25歳

　いせ 　　　　 しょうご ベストレコード
フルマラソン　2ﾟ11'32" 　（2022年 別府大分毎日マラソン） 
ハーフマラソン　1ﾟ02'38" 　（2018年 東京箱根間往復大学駅伝競走予選会）
１０，０００ｍ　　 29'12"92（2021年 日本体育大学長距離競技会）
　５，０００ｍ　　 14'09"10（2018年 ゴールデンゲームズinのべおか）

堤　 　悠 生
（ＪＦＥスチール）
年齢　29歳

つつみ　　　　 ゆうせい ベストレコード
フルマラソン　2ﾟ11'07" 　（2020年 東京マラソン） 
ハーフマラソン　1ﾟ01'53" 　（2020年 香川丸亀国際ハーフマラソン）
１０，０００ｍ　　 28'41"43（2020年 中国実業団長距離記録会）
　５，０００ｍ　　 14'06"37（2019年 中国実業団長距離記録会）

【ハーフ男子招待選手】



平　 　駿 介
（順天堂大学）
年齢　21歳

たいら　　　　 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ﾟ05'02" 　（2021年 日本学生ハーフマラソン選手権大会）
１０，０００ｍ　　 28'48"40（2020年 順天堂大学競技会）
　５，０００ｍ　　 13'59"10（2021年 順天堂大学競技会）

小 林　大 晟
（帝京大学）
年齢　19歳

　こばやし　　　たいせい ベストレコード
フルマラソン　̶
ハーフマラソン　̶
１０，０００ｍ　　 29'13"22（2021年 日本体育大学長距離競技会）
　５，０００ｍ　　 14'20"65（2021年 国士舘大学記録会）

花 尾　恭 輔
（駒澤大学）
年齢　20歳

   はなお　　　きょうすけ ベストレコード
フルマラソン　̶ 
ハーフマラソン　1ﾟ01'37" 　（2022年 全日本実業団ハーフマラソン大会）
１０，０００ｍ　　 28'29"82（2021年 日本体育大学長距離競技会）
　５，０００ｍ　　 13'51"89（2021年 金栗記念選抜陸上中長距離大会）

【ハーフ女子招待選手】

安 藤　友 香
（ワコール）
年齢　28歳

　あんどう　　　　ゆ か ベストレコード
フルマラソン　2ﾟ21'36" 　（2017年 名古屋ウィメンズマラソン） 
ハーフマラソン　1ﾟ08'13" 　（2022年 全日本実業団ハーフマラソン大会）
１０，０００ｍ　　 31'18"18（2021年 日本陸上競技選手権）
　５，０００ｍ　　 15'26"34（2020年 全日本実業団陸上）

前 田　穂 南
（天満屋）
年齢　25歳

   まえだ　　　　ほなみ ベストレコード
フルマラソン　2ﾟ23'30" 　（2021年 大阪国際女子マラソン） 
ハーフマラソン　1ﾟ09'08" 　（2019年 山陽女子ロードレース）
１０，０００ｍ　　 31'34"94（2020年 ホクレンＤＣ 深川大会）
　５，０００ｍ　　 15'31"51（2020年 ホクレンDC 千歳大会）

招待選手紹介

【ハーフ男子招待選手】

ダニエル カヨウキ
（桜美林大学）
年齢　25歳

ベストレコード
フルマラソン　̶ 
ハーフマラソン　1ﾟ02'19" 　（2019年 函館マラソン）
１０，０００ｍ　　 28'20"83（2019年 日本体育大学長距離競技会）
　５，０００ｍ　　 13'49"55（2019年 国士館大学長距離競技会）



 
２０２２函館マラソン実施概要 

 
１. 主   催 （一財）北海道陸上競技協会，道南陸上競技協会，北海道新聞社, 
         函館市，函館市教育委員会，函館マラソン大会実行委員会 
 
２．日   時 ２０２２年７月３日（日） 
        ○ハーフマラソン ９：００ スタート 
        ○マ ラ ソ ン ９：３０ スタート 
        ※ 新型コロナウイルス感染症対策のため，種目別の時差スタートを拡大し
         て実施する。（従来は間隔が１０分間） 
 
３. 種   目 (1) ハーフマラソン（21.0975㎞） 
        (2) マ ラ ソ ン（42.195㎞） 
 
４．部   門 (1) 招待および実業団・学連登録の部 男子・女子 
        (2) 陸連登録の部 男子・女子 
        (3) 一般の部 男子・女子 
 
５．日   程 (1) 大会前日【７月２日（土）】 

○事前体調チェック ／ １３:００～２１:００  
         ※ 大会前日の事前体調チェックを受けられない方は，大会に参加するこ

とはできません。また，事前体調チェックの際には，新型コロナウイルス
ワクチン接種済証または，６／３０（木）以降のＰＣＲ検査等での陰性証
明書の確認を行いますので，必ずご持参ください。  

        (2) 大会当日【７月３日（日）】 
○入場受付 ／ ６：３０～８：００  

         ○選手整列 ／ ハーフ ８：００  フル ９：１０ 
         ○開 始 式 ／ ８：５０ 
 
６．コ ー ス  千代台公園陸上競技場発着のマラソンコース（42.195㎞）およびハーフマラソ

 ンコース（21.0975㎞） 
（公財）日本陸上競技連盟（JAAF）公認コース／世界陸連（WA）認証コース 

 
７．競技規則 ２０２２年度日本陸上競技連盟規則ならびに本大会競技注意事項 
 
８．参加資格 ２０２２年７月３日現在，１８歳以上の男女。 
        但し，ハーフマラソンは３時間００分以内に完走できる走力があり，設定され
        た関門を時間内に通過できる者。フルマラソンは号砲から５時間３０分以内
        に完走でき，設定された関門を時間内に通過できる者。 
 
９．参加人員 ハーフ・フル 合計７，０００名程度 

  ※ 昨年エントリー済みのランナー 
 
10．参 加 料 (1) ハーフ ５，０００円 
        (2) フ ル ９，０００円 
        ※ 昨年エントリーしたランナーは入金済み。 
 
11. 表   彰 両種目ともそれぞれ男女別で総合のみ第１位～３位まで，千代台公園陸上競技 
        場内メインスタンド前で実施し，その他の表彰については，後日送付する。 
 
12. 参加申込 実業団・学連登録の部以外については，新型コロナウイルス感染症対策のため，
        新規エントリーの受付は行わない見込み。 
 
13. 大会事務局 「函館マラソン大会実行委員会事務局」 
         〒040-0036 函館市東雲町4番13号 函館市教育委員会スポーツ振興課内 
         TEL 0138-21-3576 FAX 0138-27-7217 


