
                               平成27 年2月23 日 

 

報道関係者各位 

いよいよ大会3週間前「横浜マラソン2015」 

～オール横浜で盛り上げよう！～ 

 

 

   

（発表内容） 

１ 「横浜マラソン 2015」大会ゲスト等が決定!! 

２ 盛り上げ企画が満載!! 

３ 「横浜マラソン EXPO2015」が決定!! 

４ 市民広間で「横浜マラソン」展示開始！ 
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                               平成27 年2月23 日 

１「横浜マラソン2015」大会ゲスト等が決定!!  

 

（１）大会ゲストランナー 

大会を盛り上げるために、出走いただけるゲストランナーの方が決定しました。 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
鶴見 辰吾                   谷原 章介                間  寛平 

           俳優             俳優                   お笑いタレント  
（種目：フルマラソン）     （種目：10km）      （種目：10km） 

 
 
（２）テレビ放送 
  「横浜マラソン２０１５」に関連したテレビ番組の放送が決定しました。 
 

ア ｔｖｋ（テレビ神奈川） 
    放映日：平成 27 年3 月15 日（日）8 時00 分から15 時 30 分まで生中継 
 
    ※なお、番組のゲストランナーとして、次の方が出走します。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
石原 良純               キマグレン(ISEKI)         波戸 康広               

     俳優                       歌手       横浜 F・マリノスアンバサダー 
（種目：フルマラソン）    （種目：フルマラソン）     （種目：フルマラソン）  
 

 
イ 日本テレビ 

    放映日：平成 27 年5 月2 日（土）13 時30 分から14 時 25 分まで 
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平成27 年2 月23 日 

 

２ 盛り上げ企画が満載!!  

（１）給水パフォーマンス 
  コース上の給水所において「ランナーを元気づける」をコンセプトに応援パフォーマンスを行います。 

給水所 パフォーマンス内容【出演団体等】 給水所 パフォーマンス内容【出演団体等】 

第1給水 
キッズチアダンス 

【カナガワyellキッズチアーズ☆＆有名キャラクター】 

第10給水☆ 

（首都高上） 

マジック 

【公益社団法人日本奇術協会】 

第2給水 
タップダンス 

【HIDEBOH＆スーパーリブレイズ】 

第11給水☆ 

（首都高上） 

ボリウッドダンス※  

【市民で祝う横浜ムンバイ姉妹都市50周年記念会2015】 

第3給水 
ゴスペル 

【SOULMATICS】 

第12給水☆ 

（首都高上） 

ロボットダンス 

【黄帝心仙人プロデュース】 

第4給水 
和太鼓演奏 

【太鼓集団 濱っ鼓＆風だまり】 

第13給水☆ 

（首都高上） 

体育会系 

【日本体育大学】 

第5給水 
ジャズ演奏 

【横浜音泉倶楽部】 

第14給水☆ 

（ふ頭内） 

マリノスジュニア＆チアダンス 

【横浜F・マリノス】 

第6給水 
バーテンダー 

【(一社)日本バーテンダー協会横浜支部】 

第15給水☆ 

（ふ頭内） 

ハマこい踊り 

【ハマこいチーム＆横浜都筑太鼓＆横浜旗士道】 

第7給水 
少年少女合唱 

【横浜少年少女合唱団】 

第16給水☆ 

（ふ頭内） 

タヒチアンダンス 

【タヒチプロモーション】 

第8給水 
南部市場の賑わいと花の演出 

【横浜市中央卸売市場南部市場】 
第17給水 

フラダンス 

【横浜レク・フラダンス市民の会】 

第9給水☆ 

（首都高上） 

沖縄演芸（エイサー・三線など） 

【(一財)おきつる協会＆(一財)川崎沖縄県人会】 
第18給水 

チアダンス 

【MOVE it!】 

  ☆ 網掛け：首都高速道路上又はふ頭内のため、一般の応援者は立ち入りできません。 

  ※ インド映画のミュージカル場面に登場するダンスの総称 

 

（２）ラッキー給食 
   給水所において、マラソン定番のメニューに加え、地元事業者にご協力いただき、地元の名品を中心に

「ラッキー給食」として提供し、ランナーの皆様に楽しんでいただきます。 
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№ 提供品 提供事業者名 地域 № 提供品 提供事業者名 地域

1 ありあけハーバーダブルマロン (株)ありあけ 横浜 24 お好み甘納豆 駿河屋製菓(有) 川崎

2 ありあけハーバーミルクモンブラン (株)ありあけ 横浜 25 大師巻･醤油味 堂本製菓(株) 川崎

3 横濱レンガ通り (株)ウィッシュボン 横浜 26 彩塩レモン 日本精塩製造(株) 川崎

4 横濱馬車道 街路樹のグラノラバー (株)ウィッシュボン 横浜 27 彩塩梅 日本精塩製造(株) 川崎

5 ヨコハマキャラメル (株)エクスポート 横浜 28 よこすかメロンパンラスク カフェ･ド･クルー 横須賀

6 お江戸の子ブタまん (株)江戸清 横浜 29 七里ガ浜サブレ アマルフィイ･ドルチェ 鎌倉

7 昔ながらのシウマイ (株)崎陽軒 横浜 30 湘南珈琲コーヒー豆チョコ (有)湘南珈琲 藤沢

8 勝サブレ (株)三陽物産 横浜 31 はちみつおかき (有)三河屋 茅ヶ崎

9 煉瓦の誘惑 (株)鈴音「横濱元町霧笛楼」 横浜 32 パウンドケーキ（プレーン） (株)カンパーニュ 平塚

10 Ｊグラハムバニラクリーム 宝製菓(株) 横浜 33 パウンドケーキ（フルーツミックス） (株)カンパーニュ 平塚

11 Ｊグラハムチョコクリーム 宝製菓(株) 横浜 34 パウンドケーキ（ラムレーズン） (株)カンパーニュ 平塚

12 ロトゥイパイナップルジュース (株)タヒチプロモーション 横浜 35 しそ漬小梅干 小田原まると 小田原

13 お多福豆 (株)南部フーズ 横浜 36 ぷちかま 鈴廣かまぼこ(株) 小田原

14 海賊コロッケ、デリシャスメンチ (株)浜コロ 横浜 37 【ありへいとう】丸大豆きなこ (有)リキ・コーポレーション 小田原

15 窯出しタルトレアチーズ (株)プレシア 横浜 38 【ありへいとう】珈琲 (有)リキ・コーポレーション 小田原

16 どんぐり煎餅 (株)まちふく 横浜 39 きび餅 きび餅本舗かみむら製菓 湯河原

17 あられ入り チョコくらんち (株)美濃屋あられ製造本舗 横浜 40 湯河原みかん 湯河原町 湯河原

18 横浜胡麻油おかき (株)美濃屋あられ製造本舗 横浜 41 クリーム玄米ブラン アサヒフードアンドヘルスケア(株) 南足柄

19 ハートクッキー (株)横浜十番館 横浜 42 リングイッサ シュハスコ フィナ (株)ラテン大和 大和

43 リングイッサ フランゴ フィナ (株)ラテン大和 大和

44 いかピー (有)芳甘菓豆芳 秦野

45 紅梅豆 (有)芳甘菓豆芳 秦野

21 ミニ月餅 龍門商事(株)重慶飯店 横浜 46 磯の香 (有)芳甘菓豆芳 秦野

22 あかいくつバス缶入り杏仁酥 龍門商事(株)重慶飯店 横浜 47 海老ピー (有)芳甘菓豆芳 秦野

23 コロコロワッフル ワッフルケーキの店 R.L(エール・エル) 横浜

ラッキー給食　提供リスト（予定）

(一財)横浜・鶴見沖縄県人会、

(株)おきなわ物産センター、

(一財)川崎沖縄県人会

横浜サーターアンダギー20



 

                               平成27 年2月23 日 

３ 「横浜マラソンEXPO2015」が決定!!  

    大会前の２日間、パシフィコ横浜にて、協賛企業をはじめとして、スポーツや健康などに関連した企業

や地元横浜の事業者による出展を行います。また、イベントステージではテレビ・ラジオの公開収録など、

地元横浜メディアによる様々な企画を展開します。 

 

（１）横浜マラソンEXPO概要 

ア 日時：平成27年3月13日（金） 10:00～20:30 

                 14日（土） 10:00～18:30   

イ 会場：パシフィコ横浜展示ホール 

ウ 入場料：無料  

 

（２）出展企業一覧（出展社数：80社） 
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大会スポンサー・サポーター（17社） 一般出展（47社） 一般出展（続き）

出展社名 出展社名 出展社名

JX日鉱日石エネルギー株式会社 IRIE by Irielife ミドリ安全株式会社

株式会社ローソン 株式会社エイチ･アイ･エス ミューラージャパン株式会社

日産自動車株式会社 FM横浜 MUSASHI

ミズノ株式会社 L-BALANCE EYES（株式会社デューク） MEDALIST/株式会社アリスト

株式会社フォトクリエイト 神奈川クッキング MONTANA DAYS

リスト株式会社 神奈川新聞 yurbuds powered by JBL

カシオ計算機株式会社 カ･ラ･ダ ファクトリー ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

株式会社ファンケル化粧品 株式会社JTBコーポレートセールス 横浜セントラルタウンフェスティバル「Y156」

東急グループ 四五六菜館 横浜ブルク13

株式会社エクシオジャパン シディーク ハラール レストラン 横濱 文明堂

キリンビール株式会社 株式会社シーボン ラジオ日本

スカイゲイト株式会社 スポーツオーソリティ ラフィネ

株式会社横浜岡田屋(モアーズ) スポーツジュエン リーボック

NTT東日本 そごう 横浜店 ロツイ

富士通株式会社 神奈川支社 タビオ株式会社

スポーツショップ GALLERY・2 ｔｖｋ（テレビ神奈川） 主催者関連（16社）

ありあけハーバー トライスポーツ 出展社名

日本たばこ産業株式会社 横浜支店 横浜市リハビリテーション事業団『チャリティにTHANK YOU！』

日本郵政グループ 熱闘倶楽部 横浜のプロスポーツチームを応援しよう！

株式会社ノジマ 首都高速道路株式会社

バイロン ベイ コーヒー カンパニー･ジャパン 横浜市交通局･横浜高速鉄道株式会社

ハードロックカフェ横浜 株式会社横浜シーサイドライン

ハックドラッグ 2015世界トライアスロンシリーズ横浜大会

パルシステム生活協同組合連合会 横浜市水道局

パワースポーツ 横浜観光案内

THE BUND 横浜市立よこはま動物園 ズーラシア

株式会社ビーアンドディー 横浜都心部コミュニティサイクル事業「ベイバイク」

株式会社ビルケンシュトック 岩手県

ヒルトン･グランド･バケーションズ 宮城県

ファイテン株式会社 福島県

株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット 神奈川県

株式会社ボレイ 「横浜マラソン2015」オフィシャルショップ

MARINE TOWER SHOP ラッキー給食ショップ



 
平成27 年2 月23 日 

 

（３）オフィシャルグッズ 

  「横浜マラソンオフィシャルショップ」では、様々な記念グッズを販売します。 

 

【商品一例】 

 

 

 

 

 

   ピンバッチ     クリアファイル      タオル※          Tシャツ※ 

                        ※タオル・Ｔシャツのシューズのデザインは、 

横浜市内18 区の形を並び替えて作成 

（４）EXPOステージ 

   EXPO 会場のセンターに設置される EXPO ステージでは、地元横浜メディアによる公開収録など、

様々な企画を展開します。 

 

ア tvk ステージ 

   日程：①3 月13 日（金）12：00~14:00 

      ②3 月13 日（金）18：00~19:00 

   内容：①メディアゲストランナーとして出走する方々によるトークショー。 

「ありがとッ！」の入り中継あり 

      ②DeNAランニングクラブの総監督である瀬古氏と、         

ｔｖｋ翁長アナウンサーによるランニングに関するトークショー。      

ｔｖｋのニュース番組「ニュースハーバー」の入り中継を実施      

 

イ FM ヨコハマ 

   日程：①3月13日（金）15：00～16：00   

※3月15日（日）20：00～21：00に放送。 

      ②3月14日（土）13：00~15：55  
内容：①「M ARENA」の公開収録。トークを中心に、ゲストライブを実施 

      ②「God Bless Saturday」の公開生放送。トークやゲストライブを実施   

                                       

                

ウ ラジオ日本                                                      

  日程：3月14日（土）10：15～11：30                      

※3月14日（土）22：00～23：00に放送。 

    内容：「菊池亜美の1ami9 横浜マラソン前夜祭」の公開収録。 

トークを中心に、ゲストライブを実施。 

                               

 菊地亜美 

（ラジオ日本 MC） 

 

横浜マラソン組織委員会事務局                   〒231-0015 横浜市中区尾上町6-81 

電話：045-651-0666  ＦＡＸ：045-226-5037

キマグレン 
（tvk①ゲスト出演） 

 

SKY-HI 
（日高光啓） 

（FM ヨコハマ②ゲスト出演） 



 

        平成27 年2 月23 日 

 

４ 市民広間で「横浜マラソン」展示開始！  

   市庁舎1 階の市民広間において、「横浜マラソン2015」にかかる展示を開催します。スタッフウェアな

どをはじめ、ポスターやパネル等の展示を行います。 

 

【展示期間】平成27年２月23日（月）から3月13日（金）まで   

 

【展示物一例】 

 

 

 

 

 

 

 

大会ポスター 

 

 

 

 

 

スタッフウェア        参加賞Tシャツ            

 

 

 

 

出走記念タオル                    完走メダル 
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