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ノーザンホースパークマラソン2015 北海道 5月 ﾊｰﾌ、ﾄﾚｲﾙ、他 第43回釧路湿原マラソン 北海道 7月 30km、10km、他

第41回洞爺湖マラソン2015 北海道 5月 フル他 第4回三陸・雄勝海の幸トレイルランニング 宮城 7月 35km

第34回八戸うみねこマラソン全国大会 青森 5月 ハーフ、10km、他 第46回東和ロードレース 福島 7月 ハーフ他

第25回仙台国際ハーフマラソン(杜の都ハーフ2015) 宮城 5月 ハーフ他 第2回上州武尊山スカイビューウルトラトレイル 群馬 7月 120km、60km、他

第35回鹿沼さつきマラソン 栃木 5月 ハーフ他 第8回嬬恋高原キャベツマラソン 群馬 7月 ハーフ他

第27回春日部大凧マラソン大会 埼玉 5月 ハーフ、10km、他 第17回北丹沢12時間山岳耐久レース 神奈川 7月 44.24km

柏の葉キャンパスマラソンフェスティバル2015春 千葉 5月 ﾌﾙﾘﾚｰ、ﾊｰﾌ、他 第20回人間塩出し昆布マラソン大会 神奈川 7月 10.195km、5.097km

東京ドイツ村ランニングJAMBOREEｗｉｔｈ千葉ちゃん 千葉 5月 3時間リレー、1.5km 第13回小布施見にマラソン 長野 7月 ハーフ

Ｔｏｋｙｏベイエリアナイトラン 東京 5月 10km、5km 第29回やぶはら高原ハーフマラソン 長野 7月 ハーフ他

第15回柏崎潮風マラソン 新潟 5月 フル他 コニカミノルタランナーズ24時間リレーマラソンin富士北麗公園 山梨 7月 24時間リレー

軽井沢ハーフマラソン2015 長野 5月 ハーフ他 第68回富士登山競走 山梨 7月 21km、15km

第8回信州なかがわハーフマラソン 長野 5月 ハーフ他 第19回国境マラソンin対馬 長崎 7月 ハーフ、10km、他

第32回カーター記念黒部名水マラソン 富山 5月 フル他 2015北海道マラソン 北海道 8月 フル

第27回美浜・五木ひろしマラソン 福井 5月 20km、10km、他 ゲレンデ逆走マラソン 福島 8月 10km、駅伝、他

第37回鯖江つつじマラソン 福井 5月 ハーフ、10km、他 第55回伊達ももの里マラソン 福島 8月 10km他

第35回スポニチ山中湖ロードレース 山梨 5月 ハーフ、13.6km 第20回信州爆水RUNin依田川 長野 8月 8㎞、4km、3km

ノンアルコールBEER RUN 愛知 5月 5km 第35回山日YBS富士吉田火祭りロードレース 山梨 8月 ハーフ、10km、他

第5回高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜 5月 ハーフ他 BROOKS Presents SUMMER NIGHT RUN 大阪 8月 12時間リレー、他

第2回Wings For Life World Run 滋賀 5月 最長100km 第1回オホーツク網走マラソン 北海道 9月 フル、5km、3km

テレビ大阪春の南港ファミリーマラソン 大阪 5月 20kmリレー、他 田沢湖マラソン2015 秋田 9月 フル、20km、10km

Kobo Trail2015 和歌山 5月 55.7km、43.2km 第34回一関国際ハーフマラソン 岩手 9月 ハーフ、10km、5km

EAT RUN FOR ENERGY 広島 5月 11km、5km、3km ゲレンデ逆走マラソン 福島 9月 3時間走ソロ、チーム

第22回2015えびす・だいこく100kmマラソン 島根 5月 100km個人、チーム 2015第14回越後湯沢秋桜ハーフマラソン 新潟 9月 ハーフ他

第24回朝霧湖マラソン 愛媛 5月 ハーフ他 第7回信越五岳トレイルランニングレース2015 新潟、長野 9月 110km

2015小豆島オリーブマラソン全国大会 香川 5月 ハーフ、10km、5km 第3回北信州ハーフマラソン 長野 9月 ハーフ他

第16回グローバルアリーナリレーマラソン 福岡 5月 42.195kmリレー 第3回信州駒ヶ根ハーフマラソン 長野 9月 ハーフ他

第2回スポニチ バラとワインマラソンinハウステンボス兼第2回全日本仮装マラソン選手権 長崎 5月 10km、5km、2km 第3回白山白川郷100kmウルトラマラソン 石川、岐阜 9月 100km他

第18回日本一山香エビネマラソン 大分 5月 ハーフ、10km、他 UTMF、STY 山梨、静岡 9月 167.5km、77.2km

第29回えびの京町温泉マラソン 宮崎 5月 ハーフ、5km、3km 第15回2015歴史街道丹後100kmウルトラマラソン 京都 9月 100km他

第35回千歳国際マラソン 北海道 6月 フル他 第6回安芸太田しわいマラソン2015 広島 9月 100km他

第30回サロマ湖100kmウルトラマラソン 兼 IAU100km世界選手権2015日本代表選手選考会 北海道 6月 100km他 弘前・白神アップルマラソン 青森 10月 フル、ハーフ、他

第11回いわて銀河100kmチャレンジマラソン 岩手 6月 100km、駅伝他 第3回山形まるごとマラソン 山形 10月 ハーフ他

いしのまき復興マラソン 宮城 6月 ハーフ、10km、他 第44回タートルマラソン国際大会 東京 10月 ハーフ、10km、他

第14回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン 山形 6月 ハーフ他 第21回手賀沼エコマラソン 千葉 10月 ハーフ

第56回六無月東京喜多マラソン 東京 6月 フル、ハーフ、10km 第26回東日本国際駅伝 神奈川 10月 25km、20km、15km

第11回ハイテクタウン駅伝 東京 6月 駅伝 新潟シティーマラソン2015 新潟 10月 フル、ハーフ、10km

LINKくにたちリレーマラソン 東京 6月 3時間リレー 第7回しまだ大井川マラソンinリバティ 静岡 10月 フル

第31回横田駅伝 東京 6月 駅伝、5km、2km 第10回鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン 三重 10月 ハーフ他

第2回スパとレイル2015 群馬 6月 72km、38km 2015あざいお市マラソン 滋賀 10月 ハーフ他

第6回南魚沼グルメマラソン 新潟 6月 ハーフ他 第5回大阪マラソン 大阪 10月 フル他

第10回乗鞍天空マラソン 長野 6月 30km 第21回四万十川ウルトラマラソン 高知 10月 100km他

第11回わかさあじさいマラソン 福井 6月 ハーフ、10km、他 天童ラ・フランス マラソン2015 山形 11月 ハーフ他

第6回富士忍野高原トレイルレース 山梨 6月 31.7km他 第25回 坂東市いわい将門ハーフマラソン 茨城 11月 ハーフ他

第4回飛騨高山ウルトラマラソン 岐阜 6月 100km他 第35回つくばマラソン 茨城 11月 フル他

第23回みかた残酷マラソン全国大会 兵庫 6月 24km 第28回大田原マラソン 栃木 11月 フル他

第35回兵庫神鍋高原マラソン全国大会 兵庫 6月 ハーフ、10km、他 第1回さいたま国際マラソン 埼玉 11月 フル他

第28回北栄町すいかながいも健康マラソン 鳥取 6月 10km、5km、3km 小江戸川越ハーフマラソン2015 埼玉 11月 ハーフ他

第10回隠岐の島ウルトラマラソン 島根 6月 100km、50km 戸田マラソンin彩湖2015 埼玉 11月 ハーフ他

第25回阿蘇カルデラスーパーマラソン 熊本 6月 100km、50km 第3回銚子半島ハーフマラソン 千葉 11月 ハーフ他

第3回かのやばら園リレーマラソン 鹿児島 6月 42.195kmリレー 2015川崎国際多摩川マラソン 神奈川 11月 ハーフ他

2nd MAICG 10MILE RUN 沖縄 6月 16km 第7回ごせん紅葉マラソン 新潟 11月 ハーフ他


