
第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

164  1位 モロモローズ 要 雄喜

00:10:07 (  4位) 00:16:36
00:06:29 (  2位)

(  1位) 00:39:26
00:09:50 (  2位)

(  1位)00:29:36
00:06:28 (  2位)

(  1位)00:23:08
00:06:32 (  1位)

(  1位)
00:39:26

00:10:07 (  4位)

工藤 圭司 池内 喜郎 二木 淳 末澤 光一

55  2位 ソーシャル・リーダーズ 前田 達郎

00:09:25 (  1位) 00:17:10
00:07:45 ( 12位)

(  2位) 00:40:18
00:09:44 (  1位)

(  2位)00:30:34
00:06:33 (  3位)

(  2位)00:24:01
00:06:51 (  2位)

(  2位)
00:40:18

00:09:25 (  1位)

井手 剛 野澤 大介 小林 啓人 藤田 達也

387  3位 ものづくり 桂 洸一

00:10:58 ( 13位) 00:17:25
00:06:27 (  1位)

(  3位) 00:43:12
00:10:32 (  4位)

(  3位)00:32:40
00:06:25 (  1位)

(  3位)00:26:15
00:08:50 ( 57位)

(  5位)
00:43:12

00:10:58 ( 13位)

重松 拓 泉山 侑紀 前原 大輝 山崎 勢太

301  4位 オレンジ旋風 福沢 研一

00:11:02 ( 15位) 00:18:29
00:07:27 (  7位)

(  7位) 00:43:49
00:09:55 (  3位)

(  4位)00:33:54
00:07:03 (  4位)

(  6位)00:26:51
00:08:22 ( 34位)

(  7位)
00:43:49

00:11:02 ( 15位)

野沢 央 加藤 義明 鈴切 琢磨 露木 勝則

86  5位 YRL新宿駅伝部　Aチー
ム

三須 崇徳

00:10:13 (  5位) 00:17:45
00:07:32 (  8位)

(  4位) 00:44:23
00:11:40 ( 27位)

(  5位)00:32:43
00:07:25 (  8位)

(  4位)00:25:18
00:07:33 (  6位)

(  3位)
00:44:23

00:10:13 (  5位)

金川 太一 高橋 亮造 安部 倫夫 木村 征樹

260  6位 走る男達 田川 真大

00:11:24 ( 23位) 00:18:58
00:07:34 (  9位)

( 11位) 00:46:00
00:11:14 ( 15位)

(  6位)00:34:46
00:07:28 ( 10位)

(  8位)00:27:18
00:08:20 ( 28位)

(  9位)
00:46:00

00:11:24 ( 23位)

中川 洋和 田中 優勝 田中 泰 吉里 公博

37  7位 IBM CLUB J 高柳純一

00:11:50 ( 41位) 00:19:08
00:07:18 (  5位)

( 12位) 00:46:07
00:12:21 ( 52位)

(  7位)00:33:46
00:07:25 (  8位)

(  5位)00:26:21
00:07:13 (  4位)

(  6位)
00:46:07

00:11:50 ( 41位)

佐野敦 守屋勝弘 矢崎浩二 皆川義廣

76  8位 Team MCFrame 桐野 博光

00:11:39 ( 32位) 00:19:51
00:08:12 ( 31位)

( 18位) 00:46:13
00:11:23 ( 20位)

(  8位)00:34:50
00:07:28 ( 10位)

(  9位)00:27:22
00:07:31 (  5位)

( 10位)
00:46:13

00:11:39 ( 32位)

猪上 太 佐藤 健伍 入交 俊行 内田 雅也

241  9位 masasoA 小出 智之

00:10:40 (  8位) 00:18:02
00:07:22 (  6位)

(  5位) 00:47:41
00:13:16 (142位)

(  9位)00:34:25
00:08:11 ( 33位)

(  7位)00:26:14
00:08:12 ( 20位)

(  4位)
00:47:41

00:10:40 (  8位)

池田 充利 山岸 勇喜 古沢 元揮 小澤 隆史

232 10位 ナイトラン雷神 大高 純

00:10:47 ( 11位) 00:19:16
00:08:29 ( 46位)

( 14位) 00:47:51
00:12:18 ( 50位)

( 10位)00:35:33
00:07:13 (  5位)

( 10位)00:28:20
00:09:04 ( 83位)

( 19位)
00:47:51

00:10:47 ( 11位)

佐藤 寛 佐々木 久枝 三好 裕也 渡辺 貴士

44 11位 ウイングアーク営業選
抜

川村 洋平

00:10:59 ( 14位) 00:19:18
00:08:19 ( 40位)

( 15位) 00:48:01
00:12:15 ( 49位)

( 11位)00:35:46
00:07:59 ( 24位)

( 11位)00:27:47
00:08:29 ( 41位)

( 13位)
00:48:01

00:10:59 ( 14位)

伊藤 一矢 久我 温紀 有延 敬三 田中 拓

366 12位 TSHらんなー 高梨 浩明

00:12:17 ( 52位) 00:19:59
00:07:42 ( 11位)

( 21位) 00:48:10
00:10:41 (  5位)

( 12位)00:37:29
00:08:58 (111位)

( 22位)00:28:31
00:08:32 ( 43位)

( 20位)
00:48:10

00:12:17 ( 52位)

八重尾 俊壽 渡部 和也 井田 貴夫 原田 脩平

156 13位 再起スピリッツ 江川 史倫

00:10:40 (  9位) 00:19:38
00:08:58 ( 88位)

( 17位) 00:48:22
00:11:13 ( 14位)

( 13位)00:37:09
00:08:35 ( 68位)

( 19位)00:28:34
00:08:56 ( 69位)

( 22位)
00:48:22

00:10:40 (  9位)

松井 美知世 松下 稔 木村 佳江 松井 卓也

92 14位 チームアドソル 村田 耕一郎

00:11:37 ( 29位) 00:20:21
00:08:44 ( 64位)

( 26位) 00:48:23
00:12:23 ( 55位)

( 14位)00:36:00
00:08:43 ( 86位)

( 12位)00:27:17
00:06:56 (  3位)

(  8位)
00:48:23

00:11:37 ( 29位)

西村 晃典 竹中 道忠 酒井 雄太 松尾 智治

350 15位 カメさんチーム 瀬下 達也

00:11:30 ( 24位) 00:19:58
00:08:28 ( 44位)

( 20位) 00:48:24
00:12:23 ( 55位)

( 15位)00:36:01
00:07:56 ( 22位)

( 13位)00:28:05
00:08:07 ( 17位)

( 15位)
00:48:24

00:11:30 ( 24位)

高橋 志生 原口 浩一郎 西澤 幹雄 春日 尚義

228 16位 パソナテック翔 藤木 将善

00:09:37 (  2位) 00:18:10
00:08:33 ( 52位)

(  6位) 00:48:27
00:11:55 ( 38位)

( 16位)00:36:32
00:09:00 (114位)

( 16位)00:27:32
00:09:22 (108位)

( 11位)
00:48:27

00:09:37 (  2位)

松尾 恵美 中尾 和樹 森本 宏一 菅 悠介

89 17位 ジャニーズシニア 綱淵 啓

00:13:17 (120位) 00:21:16
00:07:59 ( 17位)

( 46位) 00:48:29
00:11:25 ( 21位)

( 17位)00:37:04
00:07:22 (  7位)

( 18位)00:29:42
00:08:26 ( 39位)

( 28位)
00:48:29

00:13:17 (120位)

森谷 祐斗 平林 豪 石毛 勝宏 菊池 匡樹

385 18位 五反田ガン黒ズ 向井 誠二

00:11:50 ( 40位) 00:20:01
00:08:11 ( 27位)

( 22位) 00:48:40
00:11:50 ( 32位)

( 18位)00:36:50
00:08:43 ( 86位)

( 17位)00:28:07
00:08:06 ( 16位)

( 16位)
00:48:40

00:11:50 ( 40位)

鈴木 一嘉 柴田 祥貴 平尾 浩一 山本 廉二

315 19位 完全にガチンコ 丹羽 英史

00:11:04 ( 16位) 00:19:32
00:08:28 ( 44位)

( 16位) 00:49:11
00:12:41 ( 78位)

( 19位)00:36:30
00:07:52 ( 19位)

( 15位)00:28:38
00:09:06 ( 87位)

( 23位)
00:49:11

00:11:04 ( 16位)

中澤 輝雄 伊藤 正樹 南木 誠二 小野寺 耕

261 20位 栗平大吉 太田 洋希

00:13:10 (109位) 00:21:21
00:08:11 ( 27位)

( 49位) 00:49:18
00:11:31 ( 24位)

( 20位)00:37:47
00:07:54 ( 20位)

( 27位)00:29:53
00:08:32 ( 43位)

( 30位)
00:49:18

00:13:10 (109位)

平山 高敏 吉弘 勝己 栗原 靖志 大塚 宗幸

116 21位 カメＱ 北森 克樹

00:12:28 ( 59位) 00:21:15
00:08:47 ( 66位)

( 45位) 00:49:45
00:12:09 ( 45位)

( 21位)00:37:36
00:07:30 ( 12位)

( 24位)00:30:06
00:08:51 ( 61位)

( 35位)
00:49:45

00:12:28 ( 59位)

磯崎 直人 秋子 英明 渡辺 洋一 福谷 裕彦

170 22位 ガッツだ！平養 神保 辰男

00:12:32 ( 66位) 00:20:39
00:08:07 ( 24位)

( 33位) 00:49:55
00:12:42 ( 80位)

( 22位)00:37:13
00:09:01 (116位)

( 20位)00:28:12
00:07:33 (  6位)

( 17位)
00:49:55

00:12:32 ( 66位)

大島 薫 阿部 望 弘 孝輔 瀬戸根 正基

1 23位 日本コムシス走ろう会 井上 洋平

00:10:21 (  6位) 00:18:34
00:08:13 ( 34位)

(  8位) 00:50:01
00:13:45 (172位)

( 23位)00:36:16
00:07:56 ( 22位)

( 14位)00:28:20
00:09:46 (152位)

( 18位)
00:50:01

00:10:21 (  6位)

岸根 淳二 新垣 真理子 吉野 英樹 武 宣之

28 24位 IWAO JAPAN 清水 巧次郎

00:13:56 (168位) 00:22:39
00:08:43 ( 63位)

(104位) 00:50:12
00:11:04 ( 10位)

( 24位)00:39:08
00:08:39 ( 80位)

( 39位)00:30:29
00:07:50 (  8位)

( 43位)
00:50:12

00:13:56 (168位)

大楽 恭平 須田 巌 廣瀬 健一 丸山 昌平

129 25位 成績はアンカーのでき
次第です

小野 修平

00:12:20 ( 54位) 00:20:43
00:08:23 ( 42位)

( 34位) 00:50:33
00:12:51 ( 94位)

( 25位)00:37:42
00:08:47 ( 93位)

( 25位)00:28:55
00:08:12 ( 20位)

( 24位)
00:50:33

00:12:20 ( 54位)

下郷 拓 小池 東樹 熊野 久彌 田中 惇哉



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

359 26位 鎌倉女子大学 古川 いづみ

00:11:57 ( 43位) 00:20:11
00:08:14 ( 35位)

( 24位) 00:50:37
00:12:50 ( 89位)

( 26位)00:37:47
00:09:16 (151位)

( 26位)00:28:31
00:08:20 ( 28位)

( 21位)
00:50:37

00:11:57 ( 43位)

長崎 智実 長谷川 麗 古屋 真知 丹羽 保巴

189 27位 BBB+pos 佐藤 洋介

00:11:10 ( 18位) 00:21:22
00:10:12 (230位)

( 51位) 00:50:38
00:11:29 ( 23位)

( 27位)00:39:09
00:08:38 ( 77位)

( 41位)00:30:31
00:09:09 ( 89位)

( 44位)
00:50:38

00:11:10 ( 18位)

川越 広志 佐伯 春奈 坂井 英和 和泉 涼子

244 28位 ＳＳＤ 曽宮 道

00:09:57 (  3位) 00:18:49
00:08:52 ( 70位)

(  9位) 00:50:44
00:13:22 (154位)

( 28位)00:37:22
00:09:28 (166位)

( 21位)00:27:54
00:09:05 ( 85位)

( 14位)
00:50:44

00:09:57 (  3位)

藤原 誠子 和泉 侑希 和泉 弓子 田中 陽輔

157 29位 復活スピリッツ 山本 武

00:12:39 ( 76位) 00:20:51
00:08:12 ( 31位)

( 36位) 00:50:47
00:11:52 ( 34位)

( 29位)00:38:55
00:08:41 ( 84位)

( 35位)00:30:14
00:09:23 (111位)

( 39位)
00:50:47

00:12:39 ( 76位)

花井 孝子 村田 元治 高橋 徹太郎 山口 友司

82 30位 EHB48 清水 義和

00:12:04 ( 46位) 00:21:31
00:09:27 (139位)

( 58位) 00:50:50
00:10:53 (  9位)

( 30位)00:39:57
00:08:11 ( 33位)

( 48位)00:31:46
00:10:15 (215位)

( 76位)
00:50:50

00:12:04 ( 46位)

渡辺 正信 石岡 賢一 中村 裕 大木 崇嘉

201 31位 おじゃまします 福岡 正恭

00:14:54 (256位) 00:22:57
00:08:03 ( 20位)

(124位) 00:51:05
00:10:49 (  6位)

( 31位)00:40:16
00:08:35 ( 68位)

( 55位)00:31:41
00:08:44 ( 50位)

( 74位)
00:51:05

00:14:54 (256位)

長谷川 亮 小野関 俊介 簗島 一晃 遠藤 航

227 32位 tadaima 松田 直英

00:13:32 (141位) 00:21:38
00:08:06 ( 22位)

( 61位) 00:51:07
00:13:08 (121位)

( 32位)00:37:59
00:08:12 ( 36位)

( 28位)00:29:47
00:08:09 ( 18位)

( 29位)
00:51:07

00:13:32 (141位)

仁科 昌治 細井 博幸 巽 恵愛 関 敏

144 33位 SMARTER RUNNERS 上原康徳

00:11:43 ( 36位) 00:22:53
00:11:10 (321位)

(118位) 00:51:18
00:10:51 (  8位)

( 33位)00:40:27
00:08:05 ( 27位)

( 62位)00:32:22
00:09:29 (127位)

( 98位)
00:51:18

00:11:43 ( 36位)

石川操 須藤 浦上

392 34位 白井チルドレン 横山 潤

00:13:40 (148位) 00:21:25
00:07:45 ( 12位)

( 52位) 00:51:21
00:12:37 ( 75位)

( 34位)00:38:44
00:08:16 ( 41位)

( 34位)00:30:28
00:09:03 ( 79位)

( 42位)
00:51:21

00:13:40 (148位)

堀内 元喜 伊藤 勇貴 出羽 拓 原 貴昭

184 35位 PANTSU 東島 健太郎

00:10:47 ( 12位) 00:19:09
00:08:22 ( 41位)

( 13位) 00:51:22
00:11:18 ( 19位)

( 35位)00:40:04
00:10:03 (230位)

( 50位)00:30:01
00:10:52 (279位)

( 34位)
00:51:22

00:10:47 ( 12位)

渕脇 良 西川 豪介 藤本 英俊 中台 太

239 36位 JSEチーム 堀江 斉

00:11:21 ( 21位) 00:20:55
00:09:34 (147位)

( 38位) 00:51:33
00:12:29 ( 67位)

( 36位)00:39:04
00:08:08 ( 30位)

( 37位)00:30:56
00:10:01 (184位)

( 54位)
00:51:33

00:11:21 ( 21位)

田中 弘毅 西沢 友理恵 奥平 浩二郎 西田 真人

69 37位 C 野村 俊介

00:11:49 ( 38位) 00:20:52
00:09:03 ( 95位)

( 37位) 00:51:36
00:11:16 ( 17位)

( 37位)00:40:20
00:09:26 (162位)

( 59位)00:30:54
00:10:02 (186位)

( 51位)
00:51:36

00:11:49 ( 38位)

浅田 陽 浜本 りい奈 内山 涼太 鹿内 孝政

163 38位 アドバンス 桑原 剛史

00:11:18 ( 19位) 00:20:36
00:09:18 (122位)

( 32位) 00:52:24
00:14:18 (221位)

( 38位)00:38:06
00:09:03 (122位)

( 29位)00:29:03
00:08:27 ( 40位)

( 25位)
00:52:24

00:11:18 ( 19位)

森 宏行 利根川 和人 鳥海 章 大森 浩太

231 39位 ナイトラン風神 冨山 良博

00:13:05 ( 99位) 00:21:11
00:08:06 ( 22位)

( 43位) 00:52:27
00:14:13 (213位)

( 39位)00:38:14
00:07:42 ( 14位)

( 32位)00:30:32
00:09:21 (107位)

( 46位)
00:52:27

00:13:05 ( 99位)

山口 泰広 大田 幸優花 御調 伸一郎 粂 正夫

344 40位 Vラン 橋本 健

00:12:24 ( 57位) 00:21:50
00:09:26 (137位)

( 66位) 00:52:30
00:13:03 (111位)

( 40位)00:39:27
00:07:55 ( 21位)

( 44位)00:31:32
00:09:42 (144位)

( 72位)
00:52:30

00:12:24 ( 57位)

五十嵐 大輔 佐藤 雅博 黒田 拓弥 武居 佑太

85 41位 ヒガーズ 海老澤 浩介

00:10:44 ( 10位) 00:20:34
00:09:50 (181位)

( 30位) 00:52:32
00:11:08 ( 11位)

( 41位)00:41:24
00:08:30 ( 58位)

( 87位)00:32:54
00:12:20 (361位)

(118位)
00:52:32

00:10:44 ( 10位)

飯田 亮 比嘉 隆之 朝日 卓也 森尻 貴美

169 42位 フレッシュ平養 矢野 登

00:14:55 (258位) 00:23:24
00:08:29 ( 46位)

(149位) 00:52:38
00:11:42 ( 28位)

( 42位)00:40:56
00:09:14 (144位)

( 75位)00:31:42
00:08:18 ( 26位)

( 75位)
00:52:38

00:14:55 (258位)

新井 信慶 関 建哉 岡野 聡 大久保 典史

21 43位 TRC（東信ランニングク
ラブ）

遠藤 俊洋

00:13:12 (112位) 00:21:19
00:08:07 ( 24位)

( 48位) 00:52:42
00:14:12 (211位)

( 43位)00:38:30
00:08:23 ( 48位)

( 33位)00:30:07
00:08:48 ( 56位)

( 36位)
00:52:42

00:13:12 (112位)

橋山 和弘 平田 裕士 中陳 元彦 虎尾 和郷

97 44位 SFDC-Sales Dev 下山 雄大

00:14:14 (190位) 00:22:29
00:08:15 ( 37位)

( 94位) 00:52:45
00:12:28 ( 64位)

( 44位)00:40:17
00:08:57 (109位)

( 56位)00:31:20
00:08:51 ( 61位)

( 63位)
00:52:45

00:14:14 (190位)

阿部 真也 村田 善昌 原  昌勝 關口 崇

263 45位 目立ビジネス 北條 勝也

00:13:21 (127位) 00:21:56
00:08:35 ( 55位)

( 68位) 00:52:49
00:14:37 (249位)

( 45位)00:38:12
00:08:15 ( 39位)

( 31位)00:29:57
00:08:01 ( 11位)

( 33位)
00:52:49

00:13:21 (127位)

築地 秀知 堀 浩二 鈴木 英樹 冨所 広明

251 46位 矢風 木ﾉ内 宣行

00:11:34 ( 27位) 00:20:26
00:08:52 ( 70位)

( 28位) 00:52:49
00:13:49 (179位)

( 46位)00:39:00
00:09:05 (127位)

( 36位)00:29:55
00:09:29 (127位)

( 31位)
00:52:49

00:11:34 ( 27位)

高松 誠一 神山 亮介 村井 達哉 林 寿一

283 47位 ジューチュ? 木元 大翔

00:12:29 ( 61位) 00:22:16
00:09:47 (175位)

( 82位) 00:53:09
00:13:57 (191位)

( 47位)00:39:12
00:07:40 ( 13位)

( 42位)00:31:32
00:09:16 ( 99位)

( 71位)
00:53:09

00:12:29 ( 61位)

今村 元 鶴田 彩紀 岡部 優 根石 貴文

162 48位 カゴメＣ 水野 慎也

00:12:01 ( 45位) 00:20:12
00:08:11 ( 27位)

( 25位) 00:53:10
00:13:14 (135位)

( 48位)00:39:56
00:08:40 ( 83位)

( 47位)00:31:16
00:11:04 (288位)

( 60位)
00:53:10

00:12:01 ( 45位)

澤和 勇貴 児島 穣 山越 大一郎 磯谷 亮太

269 49位 善導会 甲斐田 徹

00:12:52 ( 87位) 00:21:46
00:08:54 ( 75位)

( 64位) 00:53:14
00:15:03 (282位)

( 49位)00:38:11
00:08:01 ( 26位)

( 30位)00:30:10
00:08:24 ( 38位)

( 37位)
00:53:14

00:12:52 ( 87位)

伊藤 裕 宇佐見 典昭 松尾 隆之 入江 督之

120 50位 カルビ軍団3 文 賢一

00:11:41 ( 34位) 00:21:08
00:09:27 (139位)

( 42位) 00:53:19
00:12:26 ( 60位)

( 50位)00:40:53
00:09:41 (189位)

( 72位)00:31:12
00:10:04 (194位)

( 59位)
00:53:19

00:11:41 ( 34位)

松林 祐司 ｻｶﾞ ﾗﾄﾞｲ 山村 竜巳 川西 一清



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

271 51位 BFP38 山本 諭

00:13:43 (151位) 00:23:00
00:09:17 (119位)

(128位) 00:53:20
00:13:58 (192位)

( 51位)00:39:22
00:08:19 ( 44位)

( 43位)00:31:03
00:08:03 ( 14位)

( 57位)
00:53:20

00:13:43 (151位)

田辺 大輔 並木 良介 北原 香澄 粕谷 一江

149 52位 チームハーモニー 太田 周作

00:11:42 ( 35位) 00:22:39
00:10:57 (303位)

(105位) 00:53:24
00:12:50 ( 89位)

( 52位)00:40:34
00:09:32 (176位)

( 63位)00:31:02
00:08:23 ( 36位)

( 56位)
00:53:24

00:11:42 ( 35位)

野澤 政人 小川 丈二 李 勇秀 池上 剛史

406 53位 最大派閥岩渕会 狩野 宏

00:13:20 (125位) 00:23:38
00:10:18 (240位)

(158位) 00:53:28
00:12:41 ( 78位)

( 53位)00:40:47
00:08:29 ( 57位)

( 70位)00:32:18
00:08:40 ( 48位)

( 95位)
00:53:28

00:13:20 (125位)

井上 雄介 及川 和宏 鳥山 高典 作山 厚

88 54位 アクロネット 北原 豪

00:14:07 (183位) 00:22:11
00:08:04 ( 21位)

( 80位) 00:53:28
00:12:51 ( 94位)

( 54位)00:40:37
00:08:33 ( 62位)

( 64位)00:32:04
00:09:53 (168位)

( 86位)
00:53:28

00:14:07 (183位)

尾崎 高太 秋田谷 剛 西川 慶 小野 一星

93 55位 F&Bハイスピードランナ
ーズ

河村 剛至

00:12:17 ( 51位) 00:21:14
00:08:57 ( 84位)

( 44位) 00:53:38
00:13:17 (145位)

( 55位)00:40:21
00:09:27 (164位)

( 60位)00:30:54
00:09:40 (140位)

( 52位)
00:53:38

00:12:17 ( 51位)

久能 愛子 北野 文哉 三保 大地 井口 翔

214 56位 E＆E 横田 智昭

00:12:52 ( 86位) 00:22:59
00:10:07 (222位)

(127位) 00:53:40
00:13:22 (154位)

( 56位)00:40:18
00:08:14 ( 38位)

( 58位)00:32:04
00:09:05 ( 85位)

( 87位)
00:53:40

00:12:52 ( 86位)

西尾 淳 眞砂野 耕平 入野 年正 河津 一郎

90 57位 とりあえず。 廣川 智司

00:11:38 ( 30位) 00:18:55
00:07:17 (  4位)

( 10位) 00:53:41
00:16:05 (339位)

( 57位)00:37:36
00:10:02 (227位)

( 23位)00:27:34
00:08:39 ( 47位)

( 12位)
00:53:41

00:11:38 ( 30位)

志田 和歌子 廣川 由起子 亀山 麻美 財部 善政

368 58位 TSHあらさー 村田 和則

00:13:51 (163位) 00:23:25
00:09:34 (147位)

(152位) 00:53:49
00:12:33 ( 70位)

( 58位)00:41:16
00:08:23 ( 48位)

( 84位)00:32:53
00:09:28 (125位)

(116位)
00:53:49

00:13:51 (163位)

植村 泰樹 濱倉 結花 牛久 晋佑 佐藤 導吉

202 59位 BIYG300 田谷 真人

00:12:55 ( 90位) 00:20:56
00:08:01 ( 18位)

( 39位) 00:53:50
00:13:23 (157位)

( 59位)00:40:27
00:08:55 (105位)

( 61位)00:31:32
00:10:36 (253位)

( 70位)
00:53:50

00:12:55 ( 90位)

武田 豊三 吉川 陽子 禿井 唯信 田上 嗣能

329 60位 お兄ちゃん 中込 篤

00:12:10 ( 49位) 00:22:03
00:09:53 (185位)

( 74位) 00:53:53
00:14:44 (258位)

( 60位)00:39:09
00:07:47 ( 16位)

( 40位)00:31:22
00:09:19 (102位)

( 67位)
00:53:53

00:12:10 ( 49位)

小田切 礼 大村 剛 斉藤 謙一 金子 豊

210 61位 チームGOK 沖山 圭佑

00:11:39 ( 31位) 00:20:57
00:09:18 (122位)

( 40位) 00:54:00
00:13:44 (171位)

( 61位)00:40:16
00:08:06 ( 28位)

( 54位)00:32:10
00:11:13 (297位)

( 91位)
00:54:00

00:11:39 ( 31位)

美谷島 愛 河原崎 絵里 美谷島 卓世 河原崎 拓也

176 62位 日本ユニシス 高尾 篤史

00:14:54 (255位) 00:23:56
00:09:02 ( 93位)

(175位) 00:54:03
00:13:08 (121位)

( 62位)00:40:55
00:08:13 ( 37位)

( 74位)00:32:42
00:08:46 ( 54位)

(106位)
00:54:03

00:14:54 (255位)

永島 直史 小林 隆 山田 史絵 渡邉 岳治

216 63位 UAL 4TN 我妻 直樹

00:13:27 (133位) 00:22:41
00:09:14 (117位)

(109位) 00:54:15
00:12:53 ( 96位)

( 63位)00:41:22
00:08:38 ( 77位)

( 86位)00:32:44
00:10:03 (190位)

(107位)
00:54:15

00:13:27 (133位)

酒井 亨 三谷 俊文 西村 豪文 成瀬 朋宏

209 64位 社会起業大学C 米川 日出夫

00:14:44 (237位) 00:24:04
00:09:20 (129位)

(185位) 00:54:16
00:12:04 ( 43位)

( 64位)00:42:12
00:08:11 ( 33位)

(113位)00:34:01
00:09:57 (175位)

(169位)
00:54:16

00:14:44 (237位)

佐藤 文彦 町田 夏子 ｱﾀﾞﾑ ｲｽﾏｰｸ 安藤 貴明

41 65位 ｱﾝｶｰﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 島 太陽

00:11:09 ( 17位) 00:20:26
00:09:17 (119位)

( 29位) 00:54:17
00:14:10 (207位)

( 65位)00:40:07
00:10:41 (286位)

( 51位)00:29:26
00:09:00 ( 74位)

( 26位)
00:54:17

00:11:09 ( 17位)

星野 慧 佐藤 大雅 山口 健太郎 北村 安芸子

325 66位 comnet 小山 哲司

00:12:58 ( 92位) 00:21:30
00:08:32 ( 50位)

( 55位) 00:54:18
00:14:05 (198位)

( 66位)00:40:13
00:09:07 (132位)

( 53位)00:31:06
00:09:36 (135位)

( 58位)
00:54:18

00:12:58 ( 92位)

勝部 学 西山 将寛 千野 貴司 榊原 久仁子

52 67位 円城寺ENJOY! 永田 卓也

00:12:21 ( 55位) 00:23:17
00:10:56 (301位)

(143位) 00:54:21
00:12:19 ( 51位)

( 67位)00:42:02
00:08:25 ( 53位)

(105位)00:33:37
00:10:20 (223位)

(153位)
00:54:21

00:12:21 ( 55位)

川尻 名緒 服部 文恵 緒方 大介 円城寺 征人

24 68位 Team Payashi 林 秀和

00:12:38 ( 75位) 00:21:59
00:09:21 (131位)

( 73位) 00:54:22
00:14:11 (209位)

( 68位)00:40:11
00:09:19 (153位)

( 52位)00:30:52
00:08:53 ( 63位)

( 50位)
00:54:22

00:12:38 ( 75位)

石川 雅一 土田 健太郎 安田 清司 佐藤 全宏

191 69位 ★山口ＪＰ★ 財津 裕一

00:15:05 (269位) 00:25:04
00:09:59 (201位)

(236位) 00:54:24
00:13:09 (124位)

( 69位)00:41:15
00:08:00 ( 25位)

( 82位)00:33:15
00:08:11 ( 19位)

(132位)
00:54:24

00:15:05 (269位)

山口 浩司 渡邉 匡博 岡 利英 中島 宏将

313 70位 ベンジョンソン 君島 吉稔

00:13:06 (102位) 00:23:03
00:09:57 (195位)

(132位) 00:54:24
00:13:45 (172位)

( 70位)00:40:39
00:08:46 ( 90位)

( 65位)00:31:53
00:08:50 ( 57位)

( 78位)
00:54:24

00:13:06 (102位)

須田 渉士 橋本 優治 佐藤 一能 竹村 康宏

302 71位 エリートメガネ 松川 智大

00:14:33 (222位) 00:25:16
00:10:43 (285位)

(250位) 00:54:24
00:12:22 ( 53位)

( 71位)00:42:02
00:08:34 ( 66位)

(106位)00:33:28
00:08:12 ( 20位)

(140位)
00:54:24

00:14:33 (222位)

青木 俊典 久保 智広 竹之内 賢輔 塩尻 匠

3 72位 じぇーます 遠藤 武宣

00:11:20 ( 20位) 00:19:57
00:08:37 ( 58位)

( 19位) 00:54:27
00:14:53 (268位)

( 72位)00:39:34
00:09:23 (158位)

( 45位)00:30:11
00:10:14 (212位)

( 38位)
00:54:27

00:11:20 ( 20位)

傳寳幸宏 坂倉猛 有馬 義春 島田 明

72 73位 いばちゃんジャパン 佐川 泰徳

00:13:57 (171位) 00:22:30
00:08:33 ( 52位)

( 96位) 00:54:27
00:15:21 (295位)

( 73位)00:39:06
00:08:39 ( 80位)

( 38位)00:30:27
00:07:57 (  9位)

( 41位)
00:54:27

00:13:57 (171位)

益子 悠希 伊庭 正博 石井 慎一 篠原 亜友子

262 74位 ビーソルズ 野嵜 智久

00:13:52 (164位) 00:22:27
00:08:35 ( 55位)

( 92位) 00:54:33
00:11:34 ( 25位)

( 74位)00:42:59
00:10:42 (287位)

(146位)00:32:17
00:09:50 (164位)

( 94位)
00:54:33

00:13:52 (164位)

野口 学 西原 祐樹 太田 博士 橋田 和浩

180 75位 全国農業会議所 川崎 正太郎

00:14:15 (191位) 00:23:12
00:08:57 ( 84位)

(140位) 00:54:33
00:11:08 ( 11位)

( 75位)00:43:25
00:09:38 (185位)

(163位)00:33:47
00:10:35 (250位)

(160位)
00:54:33

00:14:15 (191位)

加藤 太一 吉田 裕美 堀部 篤 五嶋 大真



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

190 76位 ★山口ＪＰＮ★ 安藤 秀俊

00:14:50 (244位) 00:23:44
00:08:54 ( 75位)

(163位) 00:54:36
00:12:01 ( 42位)

( 76位)00:42:35
00:08:30 ( 58位)

(126位)00:34:05
00:10:21 (225位)

(179位)
00:54:36

00:14:50 (244位)

栗田 淳 梅津 信治 中居 要多 酒井 健太

341 77位 アクシオB 五十嵐 淳

00:13:31 (138位) 00:23:42
00:10:11 (226位)

(160位) 00:54:38
00:11:58 ( 40位)

( 77位)00:42:40
00:09:04 (125位)

(132位)00:33:36
00:09:54 (170位)

(151位)
00:54:38

00:13:31 (138位)

須藤 元気 齋藤 史隆 上條 智之 杉村 淳一

29 78位 HP EB/ESチーム 丹治 秀一

00:15:00 (263位) 00:24:53
00:09:53 (185位)

(227位) 00:54:40
00:11:48 ( 30位)

( 78位)00:42:52
00:08:46 ( 90位)

(140位)00:34:06
00:09:13 ( 96位)

(181位)
00:54:40

00:15:00 (263位)

吉井 映美子 宇田川 雄 草野 裕也 原 聖

63 79位 前へ前へ！ 杉山 賢祐

00:13:51 (159位) 00:25:12
00:11:21 (335位)

(244位) 00:54:42
00:12:48 ( 88位)

( 79位)00:41:54
00:08:22 ( 46位)

( 97位)00:33:32
00:08:20 ( 28位)

(148位)
00:54:42

00:13:51 (159位)

松浦 英 田渕 香織 岩井 裕太郎 臼井 晃一

224 80位 ロシア ｺﾁｪﾄｺﾌ ﾏｸｽ

00:12:49 ( 82位) 00:21:22
00:08:33 ( 52位)

( 50位) 00:54:42
00:11:55 ( 38位)

( 80位)00:42:47
00:12:50 (388位)

(136位)00:29:57
00:08:35 ( 46位)

( 32位)
00:54:42

00:12:49 ( 82位)

ﾀﾗｿﾌ ﾋﾞﾀﾘ ｼﾔｼｺﾌ ｲﾘﾔ ｿﾞﾘﾅ ｿﾆｱ ｿﾞﾘﾝ ｱﾚ

142 81位 チーム　右脳 宇野 浩規

00:11:32 ( 25位) 00:21:27
00:09:55 (192位)

( 53位) 00:54:44
00:14:26 (227位)

( 81位)00:40:18
00:09:24 (159位)

( 57位)00:30:54
00:09:27 (123位)

( 52位)
00:54:44

00:11:32 ( 25位)

田口 準也 竹森 康 沖山 徹 清水 大樹

32 82位 北斗の件 堀内 新平

00:13:36 (145位) 00:22:55
00:09:19 (127位)

(121位) 00:54:47
00:13:31 (161位)

( 82位)00:41:16
00:09:20 (156位)

( 83位)00:31:56
00:09:01 ( 76位)

( 81位)
00:54:47

00:13:36 (145位)

須釜 進司 神尾 伸郁 仁平 貴之 正田 三四郎

259 83位 やらせはせんよ 神下 真一

00:11:40 ( 33位) 00:21:35
00:09:55 (192位)

( 60位) 00:54:51
00:13:58 (192位)

( 83位)00:40:53
00:08:58 (111位)

( 73位)00:31:55
00:10:20 (223位)

( 79位)
00:54:51

00:11:40 ( 33位)

中西 章 尾方 真悟 篠田 卓 上原 力人

145 84位 FMジョージB 岡野 宏昭

00:13:14 (117位) 00:23:56
00:10:42 (284位)

(174位) 00:54:57
00:12:25 ( 58位)

( 84位)00:42:32
00:08:36 ( 72位)

(124位)00:33:56
00:10:00 (181位)

(166位)
00:54:57

00:13:14 (117位)

西 祐介 夏目 豊和 斎藤 正典 若生 勇樹

43 85位 1ｓｔ野球部選別 仲井 幸治

00:14:28 (211位) 00:24:23
00:09:55 (192位)

(198位) 00:54:58
00:12:06 ( 44位)

( 85位)00:42:52
00:08:51 ( 96位)

(141位)00:34:01
00:09:38 (137位)

(171位)
00:54:58

00:14:28 (211位)

坂口 拓也 今泉 尚之 徳山 修士 東島 匠

408 86位 打ち上げは焼肉 小幡 進

00:14:44 (236位) 00:24:04
00:09:20 (129位)

(183位) 00:54:59
00:11:53 ( 37位)

( 86位)00:43:06
00:08:41 ( 84位)

(149位)00:34:25
00:10:21 (225位)

(197位)
00:54:59

00:14:44 (236位)

郷司 義敬 肥本 怜子 真田 安秀 百成 篤

51 87位 CTC EP2 佐瀬 一隆

00:12:33 ( 68位) 00:20:35
00:08:02 ( 19位)

( 31位) 00:55:00
00:14:13 (213位)

( 87位)00:40:47
00:10:02 (227位)

( 69位)00:30:45
00:10:10 (205位)

( 47位)
00:55:00

00:12:33 ( 68位)

八島 一樹 浅野 周三 須藤 由里 澤登 寿

2 88位 team Composer 高田 弘介

00:12:36 ( 72位) 00:22:18
00:09:42 (165位)

( 85位) 00:55:02
00:13:18 (147位)

( 88位)00:41:44
00:10:22 (263位)

( 93位)00:31:22
00:09:04 ( 83位)

( 65位)
00:55:02

00:12:36 ( 72位)

西川 勝己 福岡 靖喜 岸 秀憲 藤野 祐介

66 89位 Vａｒｉ♂（バリオス） 藤井 豊

00:13:20 (123位) 00:21:58
00:08:38 ( 59位)

( 71位) 00:55:03
00:14:12 (211位)

( 89位)00:40:51
00:08:56 (108位)

( 71位)00:31:55
00:09:57 (175位)

( 79位)
00:55:03

00:13:20 (123位)

中畑 隆幸 鈴木 一央 原 武史 佐々木 大祐

307 90位 藤原組長 長島 裕幸

00:12:59 ( 93位) 00:22:34
00:09:35 (150位)

(102位) 00:55:06
00:14:05 (198位)

( 90位)00:41:01
00:07:50 ( 17位)

( 79位)00:33:11
00:10:37 (254位)

(131位)
00:55:06

00:12:59 ( 93位)

斉藤 翔太 佐野 雄一 村上 知 山川 尚茂

173 91位 UOSイケメン 大城  卓正

00:14:27 (209位) 00:22:37
00:08:10 ( 26位)

(103位) 00:55:09
00:13:08 (121位)

( 91位)00:42:01
00:09:53 (209位)

(103位)00:32:08
00:09:31 (130位)

( 90位)
00:55:09

00:14:27 (209位)

藤田 洋一郎 佐野 幸信 道下 秀世 岩田 雅弘

152 92位 ＩＳＦ-Ｄ 丹野 洋介

00:14:30 (216位) 00:25:01
00:10:31 (268位)

(233位) 00:55:14
00:11:49 ( 31位)

( 92位)00:43:25
00:09:24 (159位)

(163位)00:34:01
00:09:00 ( 74位)

(172位)
00:55:14

00:14:30 (216位)

丹野 裕太 横村 雄大 赤羽 龍 神田 真琴

277 93位 ケアフィット 佐竹 麗子

00:11:51 ( 42位) 00:22:07
00:10:16 (236位)

( 77位) 00:55:15
00:13:07 (118位)

( 93位)00:42:08
00:10:00 (223位)

(111位)00:32:08
00:10:01 (184位)

( 89位)
00:55:15

00:11:51 ( 42位)

高木 友子 根本 明美 伊藤 幹雄 酒井 勇治

249 94位 susumu 川瀬 雅之

00:14:36 (226位) 00:23:35
00:08:59 ( 89位)

(157位) 00:55:15
00:11:38 ( 26位)

( 94位)00:43:37
00:09:28 (166位)

(172位)00:34:09
00:10:34 (247位)

(185位)
00:55:15

00:14:36 (226位)

喜舎場 貴之 八木 かな子 斉藤 寛 松本 進

270 95位 teamBFP 野中 翼

00:12:33 ( 67位) 00:22:33
00:10:00 (205位)

(100位) 00:55:18
00:15:32 (311位)

( 95位)00:39:46
00:09:15 (148位)

( 46位)00:30:31
00:07:58 ( 10位)

( 45位)
00:55:18

00:12:33 ( 67位)

渡邉 武範 小川 貴志 浜浦 綾香 岸野 あずさ

367 96位 TSHおっさん 猪股 一行

00:14:55 (257位) 00:24:32
00:09:37 (157位)

(207位) 00:55:21
00:12:22 ( 53位)

( 96位)00:42:59
00:09:02 (119位)

(147位)00:33:57
00:09:25 (118位)

(167位)
00:55:21

00:14:55 (257位)

山西 洋一 見木 武人 林 知之 宮本 慶治

332 97位 saru 藤崎 大介

00:15:13 (284位) 00:25:40
00:10:27 (258位)

(267位) 00:55:23
00:11:16 ( 17位)

( 97位)00:44:07
00:09:08 (135位)

(188位)00:34:59
00:09:19 (102位)

(220位)
00:55:23

00:15:13 (284位)

袴田 祐史 雪竹 潤 仁藤 大幸 高浜 祐二

229 98位 パソナテック翼 西野 真哉

00:14:23 (203位) 00:24:53
00:10:30 (264位)

(228位) 00:55:29
00:12:28 ( 64位)

( 98位)00:43:01
00:09:15 (148位)

(148位)00:33:46
00:08:53 ( 63位)

(158位)
00:55:29

00:14:23 (203位)

小野 智恵美 金井塚 寛人 平野 恭祐 島野 崇

118 99位 カルビ軍団 鄭 玉粉

00:12:43 ( 79位) 00:23:02
00:10:19 (243位)

(130位) 00:55:30
00:13:13 (131位)

( 99位)00:42:17
00:09:18 (152位)

(116位)00:32:59
00:09:57 (175位)

(125位)
00:55:30

00:12:43 ( 79位)

竹山 重次 崔 水榮 梅松 大輔 野中 泰揮

131100位 チームフット 小林 優一

00:13:12 (113位) 00:22:56
00:09:44 (170位)

(122位) 00:55:35
00:14:09 (206位)

(100位)00:41:26
00:09:46 (197位)

( 88位)00:31:40
00:08:44 ( 50位)

( 73位)
00:55:35

00:13:12 (113位)

志賀 康浩 宮崎 琢也 近藤 友和 山下 覚



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

349101位 勤労少年 梅田 竜志

00:14:01 (179位) 00:23:19
00:09:18 (122位)

(147位) 00:55:36
00:13:06 (117位)

(101位)00:42:30
00:11:10 (322位)

(122位)00:31:20
00:08:01 ( 11位)

( 64位)
00:55:36

00:14:01 (179位)

高橋 大 柳澤 佑樹 佐藤 梓巳 山下 直哉

78102位 ベアーズ 脇屋 充隆

00:14:12 (188位) 00:23:08
00:08:56 ( 82位)

(137位) 00:55:40
00:13:03 (111位)

(102位)00:42:37
00:09:48 (202位)

(128位)00:32:49
00:09:41 (142位)

(110位)
00:55:40

00:14:12 (188位)

木村 幸司 熊谷 武之 恩田 雄太 山下 貴弘

281103位 不死身の五兄弟 朝山 大揮

00:12:16 ( 50位) 00:20:47
00:08:31 ( 48位)

( 35位) 00:55:41
00:13:02 (109位)

(103位)00:42:39
00:10:01 (224位)

(130位)00:32:38
00:11:51 (340位)

(104位)
00:55:41

00:12:16 ( 50位)

朝山 高至 山本 あかね 石塚 純也 上杉 健太郎

407104位 地球の走り方 須沢 悠

00:13:01 ( 95位) 00:23:57
00:10:56 (301位)

(177位) 00:55:43
00:13:03 (111位)

(104位)00:42:40
00:09:12 (141位)

(133位)00:33:28
00:09:31 (130位)

(140位)
00:55:43

00:13:01 ( 95位)

徳永 祥子 田原 大樹 黒江 耕太 佐野 修

94105位 I&Cハイスピードランナ
ーズ

横山 友弘

00:14:21 (200位) 00:22:59
00:08:38 ( 59位)

(126位) 00:55:44
00:13:22 (154位)

(105位)00:42:22
00:10:25 (267位)

(119位)00:31:57
00:08:58 ( 72位)

( 82位)
00:55:44

00:14:21 (200位)

清水 治 尾田 将隆 八木 孝憲 岡村 涼平

81106位 HAYABUSA 印牧 康隆

00:15:23 (296位) 00:24:34
00:09:11 (105位)

(210位) 00:55:44
00:12:54 ( 98位)

(106位)00:42:50
00:09:05 (127位)

(139位)00:33:45
00:09:11 ( 92位)

(156位)
00:55:44

00:15:23 (296位)

佐々木 詔一 勝俣 剛志 中田 隆 外木 克実

273107位 ＳＩ　チームＡ 引屋敷 智

00:13:29 (136位) 00:22:41
00:09:12 (112位)

(108位) 00:55:49
00:14:40 (255位)

(107位)00:41:09
00:08:24 ( 51位)

( 80位)00:32:45
00:10:04 (194位)

(108位)
00:55:49

00:13:29 (136位)

興津 敦 石川 伸幸 門間 克明 渡邉 正人

219108位 チーム理茉 杉浦 健介

00:14:49 (243位) 00:23:57
00:09:08 (101位)

(178位) 00:55:51
00:13:15 (137位)

(108位)00:42:36
00:08:33 ( 62位)

(127位)00:34:03
00:10:06 (199位)

(174位)
00:55:51

00:14:49 (243位)

佐久間 健一 大石 康弘 石塚 好伸 桑迫 秀陽

410109位 瀬古会 谷本 文子

00:14:35 (225位) 00:23:43
00:09:08 (101位)

(162位) 00:55:54
00:13:40 (168位)

(109位)00:42:14
00:10:14 (250位)

(114位)00:32:00
00:08:17 ( 25位)

( 84位)
00:55:54

00:14:35 (225位)

羽田 卓生 辰巳 琢也 渡邉 譲 渡邉 宏之

286110位 HEY 妹尾 雄介

00:14:20 (198位) 00:24:30
00:10:10 (225位)

(203位) 00:55:57
00:12:58 (103位)

(110位)00:42:59
00:09:10 (138位)

(145位)00:33:49
00:09:19 (102位)

(162位)
00:55:57

00:14:20 (198位)

森 拓己 五反田 千穂 大橋 剛之 箕輪 弘之

91111位 珍獣ハンターズ 川瀬 信一

00:13:02 ( 97位) 00:22:29
00:09:27 (139位)

( 93位) 00:56:00
00:15:57 (332位)

(111位)00:40:03
00:09:13 (143位)

( 49位)00:30:50
00:08:21 ( 32位)

( 49位)
00:56:00

00:13:02 ( 97位)

平岡 学 堀田 勝宏 山県 昌明 近藤 繁樹

36112位 IBM祝100周年 伊藤昇

00:12:31 ( 65位) 00:21:42
00:09:11 (105位)

( 63位) 00:56:03
00:15:24 (299位)

(112位)00:40:39
00:08:17 ( 43位)

( 66位)00:32:22
00:10:40 (260位)

( 99位)
00:56:03

00:12:31 ( 65位)

村上真之 成瀬悠 勝俣正起 橋本奈美

268113位 双日酔走楽部 小山 孝

00:14:32 (221位) 00:23:33
00:09:01 ( 91位)

(156位) 00:56:04
00:12:57 (102位)

(113位)00:43:07
00:10:01 (224位)

(151位)00:33:06
00:09:33 (132位)

(130位)
00:56:04

00:14:32 (221位)

吉迫 亜希子 山田 篤史 小山 泰子 小山 航

75114位 はしれ～る 中村 真之

00:13:59 (175位) 00:23:02
00:09:03 ( 95位)

(129位) 00:56:07
00:14:01 (194位)

(114位)00:42:06
00:07:43 ( 15位)

(109位)00:34:23
00:11:21 (307位)

(194位)
00:56:07

00:13:59 (175位)

鳥山 久美子 諏訪 ﾘｶ 嘉手納 知幸 劉 俊輝

297115位 KCG駅伝部 稲島 賢一

00:13:34 (143位) 00:22:30
00:08:56 ( 82位)

( 95位) 00:56:08
00:12:55 ( 99位)

(115位)00:43:13
00:11:25 (338位)

(157位)00:31:48
00:09:18 (101位)

( 77位)
00:56:08

00:13:34 (143位)

小菅 量平 藤森 豊 庭山 明子 高橋 信康

154116位 ＹＥＣチームＡ 染谷 康平

00:12:55 ( 89位) 00:22:56
00:10:01 (207位)

(123位) 00:56:12
00:14:46 (260位)

(116位)00:41:26
00:08:36 ( 72位)

( 89位)00:32:50
00:09:54 (170位)

(112位)
00:56:12

00:12:55 ( 89位)

塩井 聡 石倉 佳織 宇佐美 亮 平野 達郎

119117位 カルビ軍団2 小林 千絵美

00:12:00 ( 44位) 00:21:58
00:09:58 (198位)

( 72位) 00:56:13
00:12:42 ( 80位)

(117位)00:43:31
00:09:29 (170位)

(169位)00:34:02
00:12:04 (350位)

(173位)
00:56:13

00:12:00 ( 44位)

金城 鶴享 金 允根 貞本 泰宏 山本 洋介

198118位 SIGMEX3 中村 紘之

00:14:51 (246位) 00:22:40
00:07:49 ( 15位)

(106位) 00:56:14
00:14:23 (225位)

(118位)00:41:51
00:08:26 ( 54位)

( 96位)00:33:25
00:10:45 (269位)

(138位)
00:56:14

00:14:51 (246位)

中馬 裕基 熊沢 正記 手塚 彰 沖 康広

130119位 RJ3号車 平野 英行

00:12:29 ( 63位) 00:21:52
00:09:23 (132位)

( 67位) 00:56:17
00:12:55 ( 99位)

(119位)00:43:22
00:10:20 (258位)

(161位)00:33:02
00:11:10 (293位)

(127位)
00:56:17

00:12:29 ( 63位)

大原 崇 田代 義孝 渡辺 誠一 銀林 一洋

42120位 横浜市走行協議会 青木真洋

00:13:16 (119位) 00:22:53
00:09:37 (157位)

(118位) 00:56:18
00:13:45 (172位)

(120位)00:42:33
00:09:40 (186位)

(125位)00:32:53
00:10:00 (181位)

(117位)
00:56:18

00:13:16 (119位)

押尾隆行 藤田伸哉 岡部孝裕 磯辺賢史

57121位 ぴんく（Ｂ） 篠沢 康夫

00:12:45 ( 80位) 00:21:56
00:09:11 (105位)

( 69位) 00:56:18
00:13:10 (126位)

(121位)00:43:08
00:09:36 (180位)

(154位)00:33:32
00:11:36 (321位)

(147位)
00:56:18

00:12:45 ( 80位)

星 諭 門脇 良子 石山 雅昭 関口 和彦

395122位 石倉JAPAN 高橋 瑞季

00:14:51 (248位) 00:25:18
00:10:27 (258位)

(252位) 00:56:18
00:13:54 (188位)

(122位)00:42:24
00:08:53 (102位)

(120位)00:33:31
00:08:13 ( 23位)

(145位)
00:56:18

00:14:51 (248位)

供田 真幸 根岸 茂樹 中山 真澄 西村 太希

401123位 竜巻じょーじ 鶴 義伸

00:14:41 (234位) 00:25:00
00:10:19 (243位)

(232位) 00:56:21
00:13:25 (158位)

(123位)00:42:56
00:09:03 (122位)

(142位)00:33:53
00:08:53 ( 63位)

(165位)
00:56:21

00:14:41 (234位)

熊田 勝 大平 悟 長谷川 裕之 遠藤 知彦

328124位 ハルハル 黒田 健太

00:14:17 (194位) 00:23:32
00:09:15 (118位)

(155位) 00:56:24
00:14:27 (230位)

(124位)00:41:57
00:08:21 ( 45位)

(100位)00:33:36
00:10:04 (194位)

(152位)
00:56:24

00:14:17 (194位)

高橋 勲 松谷 かのこ 阿部 良幹 加藤 晃教

53125位 リッキーズー 山崎 桂司

00:13:51 (161位) 00:23:03
00:09:12 (112位)

(134位) 00:56:26
00:13:18 (147位)

(125位)00:43:08
00:10:17 (255位)

(153位)00:32:51
00:09:48 (158位)

(113位)
00:56:26

00:13:51 (161位)

渡邊 優斗 船木 鉄 齋藤 泰志 田代 貴久



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

174126位 UOS熟年組 福田 和彦

00:14:31 (218位) 00:23:11
00:08:40 ( 61位)

(139位) 00:56:28
00:13:39 (167位)

(126位)00:42:49
00:09:15 (148位)

(138位)00:33:34
00:10:23 (231位)

(149位)
00:56:28

00:14:31 (218位)

治田 利男 平山 武司 上甲 將隆 中島 敏夫

99127位 チームタサキ 中尾 たかゆき

00:13:48 (155位) 00:24:33
00:10:45 (290位)

(209位) 00:56:30
00:13:51 (183位)

(127位)00:42:39
00:08:15 ( 39位)

(131位)00:34:24
00:09:51 (165位)

(196位)
00:56:30

00:13:48 (155位)

加藤 慎一郎 坂内 明子 河竹 千春 田崎 純一郎

235128位 JSAチーム 志村 裕紀

00:14:30 (214位) 00:23:24
00:08:54 ( 75位)

(151位) 00:56:33
00:11:15 ( 16位)

(128位)00:45:18
00:11:36 (345位)

(221位)00:33:42
00:10:18 (222位)

(154位)
00:56:33

00:14:30 (214位)

山津 和之 牛田 佳那子 坪野 可奈 渡辺 義明

322129位 FVLGud 横張 雅巳

00:13:18 (121位) 00:22:52
00:09:34 (147位)

(115位) 00:56:33
00:14:35 (244位)

(129位)00:41:58
00:08:55 (105位)

(102位)00:33:03
00:10:11 (208位)

(128位)
00:56:33

00:13:18 (121位)

中 洋介 大久保 翼 李 恒 岩崎 亘

324130位 チームSTS 川上 昌朗

00:13:59 (176位) 00:22:53
00:08:54 ( 75位)

(117位) 00:56:34
00:13:17 (145位)

(130位)00:43:17
00:10:01 (224位)

(159位)00:33:16
00:10:23 (231位)

(134位)
00:56:34

00:13:59 (176位)

國光 健太郎 佐々木 牧子 阿部 達司 小幡 恭裕

121131位 カルビ軍団4 齋藤 勝

00:12:04 ( 47位) 00:22:07
00:10:03 (214位)

( 77位) 00:56:35
00:14:27 (230位)

(131位)00:42:08
00:09:46 (197位)

(110位)00:32:22
00:10:15 (215位)

(100位)
00:56:35

00:12:04 ( 47位)

李 昌遠 山本 俊介 高橋 豊 李 豪哲

267132位 チーム保守魂 倉澤 紘己

00:13:44 (152位) 00:22:55
00:09:11 (105位)

(120位) 00:56:37
00:14:27 (230位)

(132位)00:42:10
00:09:05 (127位)

(112位)00:33:05
00:10:10 (205位)

(129位)
00:56:37

00:13:44 (152位)

村瀬 智史 佐々 将則 湯本 明男 親松 柾人

122133位 カルビ軍団5 鈴木 恵莉香

00:13:06 (103位) 00:21:17
00:08:11 ( 27位)

( 47位) 00:56:40
00:15:11 (289位)

(133位)00:41:29
00:09:14 (144位)

( 90位)00:32:15
00:10:58 (283位)

( 93位)
00:56:40

00:13:06 (103位)

高橋 知世 ﾗﾁｬﾁｮﾝﾌﾟｰ ﾀﾞﾗﾝ 深山 浩貴 崔 七元

378134位 サイバー３号 頼兼 孝幸

00:15:02 (266位) 00:23:59
00:08:57 ( 84位)

(180位) 00:56:45
00:14:08 (202位)

(134位)00:42:37
00:08:24 ( 51位)

(129位)00:34:13
00:10:14 (212位)

(186位)
00:56:45

00:15:02 (266位)

田澤 信明 内田 晃人 遠藤 司 深澤 宏仁

337135位 最後まで走り隊 新井 浩史郎

00:15:14 (286位) 00:23:59
00:08:45 ( 65位)

(179位) 00:56:46
00:15:25 (301位)

(135位)00:41:21
00:07:20 (  6位)

( 85位)00:34:01
00:10:02 (186位)

(170位)
00:56:46

00:15:14 (286位)

松井 宗介 清水 友裕 手島 拓也 林 大輔

222136位 テラ☆スカイ ﾃﾗ ﾚｯﾄﾞ

00:14:31 (220位) 00:23:02
00:08:31 ( 48位)

(130位) 00:56:47
00:13:16 (142位)

(136位)00:43:31
00:09:45 (196位)

(167位)00:33:46
00:10:44 (266位)

(159位)
00:56:47

00:14:31 (220位)

ﾃﾗ ﾌﾞﾙｰ ﾃﾗ ｸﾞﾘｰﾝ ﾃﾗ ｲｴﾛｰ ﾃﾗ ﾋﾟﾝｸ

327137位 チームPP 宮武 直

00:13:16 (118位) 00:22:40
00:09:24 (134位)

(107位) 00:56:48
00:15:02 (280位)

(137位)00:41:46
00:09:44 (193位)

( 95位)00:32:02
00:09:22 (108位)

( 85位)
00:56:48

00:13:16 (118位)

小森 隆次 玉木 聡太郎 大野 純 麻田 卓男

404138位 チーム豊永 豊永 将彦

00:17:57 (389位) 00:26:33
00:08:36 ( 57位)

(310位) 00:56:54
00:13:11 (129位)

(138位)00:43:43
00:08:47 ( 93位)

(174位)00:34:56
00:08:23 ( 36位)

(216位)
00:56:54

00:17:57 (389位)

松木 拓也 田又 璃貴 岡田 誠也 吉池 恒夫

203139位 町田何試会 田中 竜太郎

00:13:41 (150位) 00:22:53
00:09:12 (112位)

(116位) 00:56:56
00:13:49 (179位)

(139位)00:43:07
00:10:49 (298位)

(151位)00:32:18
00:09:25 (118位)

( 95位)
00:56:56

00:13:41 (150位)

小林 良輔 高田 克史 加藤 洸 金田 雄一郎

123140位 カルビ軍団6 金 日永

00:13:09 (106位) 00:21:58
00:08:49 ( 67位)

( 70位) 00:56:56
00:14:08 (202位)

(140位)00:42:48
00:11:26 (340位)

(137位)00:31:22
00:09:24 (116位)

( 68位)
00:56:56

00:13:09 (106位)

朴 民浩 西口 泰道 仙波 明洋 金沢 徳昌

79141位 びりは嫌だ！！ 奥田 陽介

00:14:03 (180位) 00:24:09
00:10:06 (219位)

(188位) 00:56:58
00:13:07 (118位)

(141位)00:43:51
00:09:54 (212位)

(180位)00:33:57
00:09:48 (158位)

(168位)
00:56:58

00:14:03 (180位)

佐々木 昌典 福田 浩志 中井 秀一 河原 安賢

255142位 ASC-VAO 桂 隆文

00:16:45 (359位) 00:25:56
00:09:11 (105位)

(285位) 00:57:00
00:13:13 (131位)

(142位)00:43:47
00:08:39 ( 80位)

(176位)00:35:08
00:09:12 ( 94位)

(226位)
00:57:00

00:16:45 (359位)

上田 淳 桑野 勝宗 片岡 佑 清水 剛

177143位 黒タイツ部 河野 博光

00:13:56 (169位) 00:22:20
00:08:24 ( 43位)

( 87位) 00:57:02
00:13:26 (159位)

(143位)00:43:36
00:10:06 (237位)

(171位)00:33:30
00:11:10 (293位)

(143位)
00:57:02

00:13:56 (169位)

河野 遊 林 由佳子 菊島 進 山口 一夫

181144位 全国農業新聞 柴田 有輝

00:12:07 ( 48位) 00:22:08
00:10:01 (207位)

( 79位) 00:57:02
00:13:38 (166位)

(144位)00:43:24
00:09:58 (221位)

(162位)00:33:26
00:11:18 (304位)

(139位)
00:57:02

00:12:07 ( 48位)

大川 真司 石井 明子 佐藤 陽平 東郷 恵太

288145位 チームＭＡＮ 髙井 晴由

00:15:24 (299位) 00:25:25
00:10:01 (207位)

(256位) 00:57:03
00:13:53 (186位)

(145位)00:43:10
00:09:02 (119位)

(155位)00:34:08
00:08:43 ( 49位)

(183位)
00:57:03

00:15:24 (299位)

中川 経智 大井川 潤 吉﨑 正 田中 満

200146位 R for D 安藤 晴康

00:12:55 ( 88位) 00:22:47
00:09:52 (184位)

(112位) 00:57:04
00:12:36 ( 73位)

(146位)00:44:28
00:09:31 (174位)

(197位)00:34:57
00:12:10 (355位)

(217位)
00:57:04

00:12:55 ( 88位)

松川 玲子 堀口 結 松野 元昭 皆川 健二

33147位 タムランナーズ 田中祥司

00:13:28 (134位) 00:22:18
00:08:50 ( 69位)

( 84位) 00:57:05
00:15:29 (306位)

(147位)00:41:36
00:10:09 (243位)

( 92位)00:31:27
00:09:09 ( 89位)

( 69位)
00:57:05

00:13:28 (134位)

海野裕樹 諏訪内尊成 柳沢 有正 斉藤 大輔

182148位 チームBCN 伊達 和久

00:13:31 (140位) 00:24:28
00:10:57 (303位)

(200位) 00:57:08
00:11:27 ( 22位)

(148位)00:45:41
00:11:50 (359位)

(234位)00:33:51
00:09:23 (111位)

(163位)
00:57:08

00:13:31 (140位)

池浦 名美 藤代 格 谷畑 良胤 近藤 篤

351149位 遅いウサギさん 枡田 光丈

00:15:18 (290位) 00:25:43
00:10:25 (253位)

(270位) 00:57:09
00:12:27 ( 63位)

(149位)00:44:42
00:09:36 (180位)

(205位)00:35:06
00:09:23 (111位)

(223位)
00:57:09

00:15:18 (290位)

野城 剛 中山 立 中西 明 森川 徹治

166150位 シトリックス狸 横山 龍児

00:14:27 (208位) 00:24:20
00:09:53 (185位)

(195位) 00:57:10
00:13:14 (135位)

(150位)00:43:56
00:09:36 (180位)

(182位)00:34:20
00:10:00 (181位)

(191位)
00:57:10

00:14:27 (208位)

高島 知博 鴨打 英明 本田 俊哉 柳瀬 央



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

59151位 ひかるはな 片野 博志

00:11:33 ( 26位) 00:21:32
00:09:59 (201位)

( 59位) 00:57:10
00:16:12 (344位)

(151位)00:40:58
00:08:36 ( 72位)

( 76位)00:32:22
00:10:50 (277位)

( 97位)
00:57:10

00:11:33 ( 26位)

上田 るい子 橋本 和明 吉田 花子 内田 奈央子

25152位 CTC陸上部 澤田 治樹

00:13:28 (135位) 00:24:11
00:10:43 (285位)

(189位) 00:57:11
00:15:39 (317位)

(152位)00:41:32
00:09:00 (114位)

( 91位)00:32:32
00:08:21 ( 32位)

(102位)
00:57:11

00:13:28 (135位)

相川 久美子 中田 慎吾 副士 勇介 三木 真人

178153位 ＰＯＫＫＡ 高橋 美智子

00:14:24 (204位) 00:24:40
00:10:16 (236位)

(216位) 00:57:13
00:12:33 ( 70位)

(153位)00:44:40
00:10:57 (308位)

(203位)00:33:43
00:09:03 ( 79位)

(155位)
00:57:13

00:14:24 (204位)

中村 浩子 長野 真知 酒井 陽子 西浦 まゆみ

358154位 罪と罰2011 堀 望

00:13:19 (122位) 00:21:04
00:07:45 ( 12位)

( 41位) 00:57:14
00:16:30 (353位)

(154位)00:40:44
00:11:18 (329位)

( 68位)00:29:26
00:08:22 ( 34位)

( 27位)
00:57:14

00:13:19 (122位)

平松 秀章 荒谷 穂波 浅田 裕美子 松本 晴貴

179155位 ロクマルコ 高田 由季子

00:13:06 (101位) 00:22:31
00:09:25 (135位)

( 98位) 00:57:15
00:13:26 (159位)

(155位)00:43:49
00:11:41 (351位)

(178位)00:32:08
00:09:37 (136位)

( 88位)
00:57:15

00:13:06 (101位)

植田 優哉 納土 哲也 吉田 志保里 高倉 秀穂

217156位 東京media 市原 義文

00:14:50 (245位) 00:25:24
00:10:34 (272位)

(255位) 00:57:16
00:13:18 (147位)

(156位)00:43:58
00:08:43 ( 86位)

(183位)00:35:15
00:09:51 (165位)

(230位)
00:57:16

00:14:50 (245位)

照屋 将夫 榎堀 武 細渕 恒男 那須 俊一

331157位 PANDORA 山本 恒夫

00:14:04 (182位) 00:26:11
00:12:07 (364位)

(294位) 00:57:20
00:13:09 (124位)

(157位)00:44:11
00:09:56 (217位)

(189位)00:34:15
00:08:04 ( 15位)

(188位)
00:57:20

00:14:04 (182位)

北村 知巳 寺田 誠一 兵藤 洸輔 山瀬 賢太郎

377158位 サイバー２号 河野 智則

00:12:35 ( 70位) 00:21:27
00:08:52 ( 70位)

( 53位) 00:57:27
00:16:44 (358位)

(158位)00:40:43
00:08:46 ( 90位)

( 67位)00:31:57
00:10:30 (242位)

( 82位)
00:57:27

00:12:35 ( 70位)

佐藤 裕哉 長谷川 慎一郎 島田 雄一郎 土橋 林太郎

272159位 道着ライダーズ 高橋 未来央

00:14:44 (238位) 00:23:43
00:08:59 ( 89位)

(161位) 00:57:30
00:15:45 (321位)

(159位)00:41:45
00:09:03 (122位)

( 94位)00:32:42
00:08:59 ( 73位)

(105位)
00:57:30

00:14:44 (238位)

加藤 桂一 山本 裕之 福田 幸太 高橋 修一

320160位 蹴球くらぶ 筒井 友吾

00:14:37 (228位) 00:24:58
00:10:21 (248位)

(231位) 00:57:35
00:15:05 (286位)

(160位)00:42:30
00:08:38 ( 77位)

(123位)00:33:52
00:08:54 ( 66位)

(164位)
00:57:35

00:14:37 (228位)

割石 友雄 加藤 剛 福田 真一 西山 宏史

386161位 五反田メタボン 野村 周平

00:13:21 (126位) 00:23:44
00:10:23 (250位)

(165位) 00:57:36
00:13:47 (177位)

(161位)00:43:49
00:09:19 (153位)

(177位)00:34:30
00:10:46 (272位)

(201位)
00:57:36

00:13:21 (126位)

梅田 修士 大久保 実 奥野 芳彦 持増 寿邦

27162位 CTC帰宅部 佐藤 徹

00:13:26 (132位) 00:25:35
00:12:09 (369位)

(263位) 00:57:38
00:14:21 (223位)

(162位)00:43:17
00:08:52 ( 99位)

(158位)00:34:25
00:08:50 ( 57位)

(198位)
00:57:38

00:13:26 (132位)

河野 麻美 山田 達也 山崎 勇紀 富岡 史葉

305163位 チーム痔ブリB 佐藤 慶太

00:12:23 ( 56位) 00:21:31
00:09:08 (101位)

( 56位) 00:57:39
00:15:38 (316位)

(163位)00:42:01
00:11:15 (327位)

(103位)00:30:46
00:09:15 ( 98位)

( 48位)
00:57:39

00:12:23 ( 56位)

高木 将也 原口 史也 廣川 香奈子 渡邊 真吾

208164位 社会起業大学B 東 将人

00:13:30 (137位) 00:23:17
00:09:47 (175位)

(144位) 00:57:40
00:13:13 (131位)

(164位)00:44:27
00:09:30 (171位)

(196位)00:34:57
00:11:40 (325位)

(218位)
00:57:40

00:13:30 (137位)

豊沢 幸四郎 内海 貴佐代 井上 弘美 中村 光宏

298165位 小桜清長波 桜井 祐

00:12:36 ( 71位) 00:22:21
00:09:45 (171位)

( 88位) 00:57:41
00:14:35 (244位)

(165位)00:43:06
00:11:48 (357位)

(150位)00:31:18
00:08:57 ( 70位)

( 61位)
00:57:41

00:12:36 ( 71位)

清水 利恵 小禄 卓也 和田 奈美 長井 正人

254166位 アセンディア 奥 敬市

00:17:07 (369位) 00:26:04
00:08:57 ( 84位)

(290位) 00:57:41
00:12:13 ( 48位)

(166位)00:45:28
00:09:56 (217位)

(224位)00:35:32
00:09:28 (125位)

(243位)
00:57:41

00:17:07 (369位)

速水 謙太郎 室井 裕作 上江 勇 西 雄示

236167位 JSBチーム 田窪 大樹

00:14:27 (210位) 00:24:41
00:10:14 (234位)

(218位) 00:57:42
00:12:45 ( 85位)

(167位)00:44:57
00:08:36 ( 72位)

(209位)00:36:21
00:11:40 (325位)

(275位)
00:57:42

00:14:27 (210位)

大槻 諭 菊池 友美 草野 琢也 飯田 健史

109168位 YRL新宿駅伝部　Dチー
ム

永美 伸吾

00:12:51 ( 85位) 00:21:31
00:08:40 ( 61位)

( 57位) 00:57:44
00:13:20 (150位)

(168位)00:44:24
00:10:20 (258位)

(195位)00:34:04
00:12:33 (372位)

(175位)
00:57:44

00:12:51 ( 85位)

長尾 健太郎 柴村 幸奈 佐野 裕也 青木 学

18169位 WEB　CAS　A 美濃 和男

00:14:46 (241位) 00:24:31
00:09:45 (171位)

(206位) 00:57:46
00:15:03 (282位)

(169位)00:42:43
00:08:34 ( 66位)

(135位)00:34:09
00:09:38 (137位)

(184位)
00:57:46

00:14:46 (241位)

中西 康治 北村 秀一 坂崎 貴司 矢野 ﾅﾎｺ

87170位 YRL新宿駅伝部　Bチー
ム

山神 寛之

00:12:28 ( 60位) 00:22:25
00:09:57 (195位)

( 90位) 00:57:47
00:13:10 (126位)

(170位)00:44:37
00:09:42 (191位)

(201位)00:34:55
00:12:30 (367位)

(215位)
00:57:47

00:12:28 ( 60位)

三上 忠洋 戸田 真奈美 鈴木 宏幸 山口 遼

100171位 FS Team 幡野 大

00:13:08 (105位) 00:23:07
00:09:59 (201位)

(136位) 00:57:48
00:15:52 (327位)

(171位)00:41:56
00:08:35 ( 68位)

( 99位)00:33:21
00:10:14 (212位)

(137位)
00:57:48

00:13:08 (105位)

Lee Choongwan 山崎 徳寛 中井 象一 鬼丸 康祐

388171位 jena 鈴木 勝則

00:13:57 (172位) 00:23:47
00:09:50 (181位)

(170位) 00:57:48
00:15:53 (328位)

(171位)00:41:55
00:08:27 ( 55位)

( 98位)00:33:28
00:09:41 (142位)

(142位)
00:57:48

00:13:57 (172位)

岡村 正太 後藤 努 小谷田 洋一 手塚 康夫

381173位 ＴＸ 今成 皇二

00:14:56 (260位) 00:25:16
00:10:20 (246位)

(248位) 00:57:48
00:12:28 ( 64位)

(173位)00:45:20
00:10:09 (243位)

(222位)00:35:11
00:09:55 (174位)

(229位)
00:57:48

00:14:56 (260位)

佐々部 悠子 橋本 憲康 大道 裕美子 音喜多 光一

230174位 パソナテック嵐 杉原 達二

00:14:09 (184位) 00:23:47
00:09:38 (161位)

(169位) 00:57:50
00:13:33 (162位)

(174位)00:44:17
00:09:56 (217位)

(190位)00:34:21
00:10:34 (247位)

(192位)
00:57:50

00:14:09 (184位)

鈴木 幸二 北村 美香 丹後 春香 山本 智史

345175位 TeamNM 土佐谷 陵介

00:16:04 (334位) 00:26:09
00:10:05 (217位)

(293位) 00:57:54
00:12:11 ( 46位)

(175位)00:45:43
00:08:51 ( 96位)

(237位)00:36:52
00:10:43 (263位)

(290位)
00:57:54

00:16:04 (334位)

大山 慶一 吉澤 敏明 山本 豊 柳原 照憲



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

48176位 久野組～色々オーバー
です～

亀ヶ谷 武臣

00:16:18 (342位) 00:24:30
00:08:12 ( 31位)

(204位) 00:57:56
00:14:18 (221位)

(176位)00:43:38
00:08:33 ( 62位)

(173位)00:35:05
00:10:35 (250位)

(222位)
00:57:56

00:16:18 (342位)

田中 正浩 阿由葉 友子 柏木 慎 井上 真

186177位 メチャいKEL 加藤 永里子

00:15:37 (310位) 00:27:11
00:11:34 (342位)

(330位) 00:57:56
00:12:36 ( 73位)

(177位)00:45:20
00:09:36 (180位)

(222位)00:35:44
00:08:33 ( 45位)

(252位)
00:57:56

00:15:37 (310位)

加藤 靖則 佐伯 力 青山 眞理 栗田 英嗣

49178位 チーム☆GENKI☆若手
～岩手じゃないよ若手
だよ～

北岡 慎介

00:12:36 ( 73位) 00:23:16
00:10:40 (280位)

(142位) 00:57:56
00:14:04 (196位)

(178位)00:43:52
00:10:21 (260位)

(181位)00:33:31
00:10:15 (215位)

(146位)
00:57:56

00:12:36 ( 73位)

小田 有里佳 折月 千晶 藤村 槇 神原 史

380179位 PRO 宮島 全

00:13:33 (142位) 00:23:04
00:09:31 (144位)

(135位) 00:57:57
00:12:53 ( 96位)

(179位)00:45:04
00:10:46 (295位)

(215位)00:34:18
00:11:14 (298位)

(190位)
00:57:57

00:13:33 (142位)

田中 美衣 衛藤 明日香 高橋 なおみ 篠原 啓輔

234180位 OPBチーム 鈴木 彩乃

00:15:55 (327位) 00:27:03
00:11:08 (318位)

(327位) 00:57:58
00:10:50 (  7位)

(180位)00:47:08
00:10:03 (230位)

(284位)00:37:05
00:10:02 (186位)

(297位)
00:57:58

00:15:55 (327位)

野方 直樹 渡辺 成也 江守 慎一郎 藤山 健司

278181位 JACIT 瀬崎 祐一

00:13:46 (154位) 00:24:39
00:10:53 (296位)

(215位) 00:57:58
00:14:11 (209位)

(181位)00:43:47
00:10:49 (298位)

(175位)00:32:58
00:08:19 ( 27位)

(122位)
00:57:58

00:13:46 (154位)

川口 俊太郎 上野 瑛利子 土井 篤 遠山 央敬

112182位 KIA 竹元 育未

00:13:20 (124位) 00:22:32
00:09:12 (112位)

( 99位) 00:58:02
00:16:48 (362位)

(182位)00:41:14
00:09:02 (119位)

( 81位)00:32:12
00:09:40 (140位)

( 92位)
00:58:02

00:13:20 (124位)

今井 真 猪狩 博之 富樫 拓馬 久保寺 公也

74183位 ウィルソン’S 佐藤 翔史

00:14:11 (187位) 00:21:48
00:07:37 ( 10位)

( 65位) 00:58:05
00:14:05 (198位)

(183位)00:44:00
00:10:44 (290位)

(185位)00:33:16
00:11:28 (313位)

(133位)
00:58:05

00:14:11 (187位)

米本 恵樹 梅野 亜由美 今井 彼方 木部 あゆみ

304184位 チーム痔ブリＡ 大崎 裕靖

00:17:49 (387位) 00:28:24
00:10:35 (273位)

(368位) 00:58:08
00:12:12 ( 47位)

(184位)00:45:56
00:08:31 ( 60位)

(245位)00:37:25
00:09:01 ( 76位)

(307位)
00:58:08

00:17:49 (387位)

川上 裕司 萱野 健太郎 余語 荘太 鎌田 昌

264185位 軍団横田 佐々木 隆一

00:12:30 ( 64位) 00:22:24
00:09:54 (189位)

( 89位) 00:58:10
00:15:50 (325位)

(185位)00:42:20
00:11:01 (313位)

(118位)00:31:19
00:08:55 ( 67位)

( 62位)
00:58:10

00:12:30 ( 64位)

石川 康太 中丸 渉 岡田 尚子 横田 平朝

197186位 SIGMEX2 坂爪 義明

00:13:58 (173位) 00:23:09
00:09:11 (105位)

(138位) 00:58:11
00:15:13 (291位)

(186位)00:42:58
00:10:02 (227位)

(144位)00:32:56
00:09:47 (156位)

(119位)
00:58:11

00:13:58 (173位)

高橋 幸平 石原 裕也 山口 宏征 中島 淳

188187位 RUN一世 長谷川 聡

00:16:39 (356位) 00:26:28
00:09:49 (180位)

(306位) 00:58:13
00:13:16 (142位)

(187位)00:44:57
00:08:50 ( 95位)

(210位)00:36:07
00:09:39 (139位)

(266位)
00:58:13

00:16:39 (356位)

横川 斉 久松 康二郎 大谷 友幸 鈴木 次郎

103188位 チーム　ザッキ 岩嵜 浩之

00:14:10 (185位) 00:26:03
00:11:53 (357位)

(287位) 00:58:15
00:13:52 (185位)

(188位)00:44:23
00:10:19 (257位)

(194位)00:34:04
00:08:01 ( 11位)

(178位)
00:58:15

00:14:10 (185位)

秋山 みずき 尾崎 慎一 大井 想太 酒井 修

237189位 JSCチーム 安村 亮彦

00:13:13 (114位) 00:23:18
00:10:05 (217位)

(145位) 00:58:17
00:14:15 (217位)

(189位)00:44:02
00:09:26 (162位)

(186位)00:34:36
00:11:18 (304位)

(204位)
00:58:17

00:13:13 (114位)

増渕 雄三 蛭田 麻里子 神戸 智也 池田 起憲

106190位 インフォテリアA 平野 洋一郎

00:13:09 (107位) 00:22:44
00:09:35 (150位)

(111位) 00:58:25
00:14:54 (270位)

(190位)00:43:31
00:09:07 (132位)

(168位)00:34:24
00:11:40 (325位)

(195位)
00:58:25

00:13:09 (107位)

福島 良次 小林 花絵 常盤木 龍治 永利 敦

347191位 ランナブルズ 牧野 祐己

00:12:59 ( 94位) 00:24:41
00:11:42 (351位)

(217位) 00:58:25
00:15:04 (285位)

(191位)00:43:21
00:08:55 (105位)

(160位)00:34:26
00:09:45 (150位)

(199位)
00:58:25

00:12:59 ( 94位)

長嶺 洋樹 山田 ゆり菜 鈴木 龍太 荒津 拓

101192位 チームSFDC 大橋 功

00:15:12 (281位) 00:25:35
00:10:23 (250位)

(264位) 00:58:26
00:14:22 (224位)

(192位)00:44:04
00:08:54 (103位)

(187位)00:35:10
00:09:35 (134位)

(228位)
00:58:26

00:15:12 (281位)

前川 洋平 西山 充 井沢 まこと 大屋 しゅんいちろう

16193位 江戸川橋スパイダーズ 金井 謙一

00:13:50 (157位) 00:23:57
00:10:07 (222位)

(176位) 00:58:26
00:12:00 ( 41位)

(193位)00:46:26
00:11:59 (363位)

(264位)00:34:27
00:10:30 (242位)

(200位)
00:58:26

00:13:50 (157位)

南谷 昌嘉 神谷 正司 大崎  瑶 佐々木 健二

158194位 FMジョージ 河田 勝志

00:13:23 (128位) 00:24:46
00:11:23 (336位)

(222位) 00:58:31
00:12:38 ( 76位)

(194位)00:45:53
00:10:23 (264位)

(242位)00:35:30
00:10:44 (266位)

(240位)
00:58:31

00:13:23 (128位)

植木 泰貴 問谷 富美男 斎藤 徳行 岡戸 裕一

183195位 チームSI 真山 弘行

00:14:21 (199位) 00:24:14
00:09:53 (185位)

(192位) 00:58:38
00:12:59 (105位)

(195位)00:45:39
00:08:44 ( 89位)

(232位)00:36:55
00:12:41 (375位)

(294位)
00:58:38

00:14:21 (199位)

長谷川 貴之 中野 啓一 高橋 勇 竹村 壽

8196位 サイバネット 石川竜太郎

00:12:24 ( 58位) 00:23:28
00:11:04 (312位)

(154位) 00:58:39
00:17:40 (384位)

(196位)00:40:59
00:08:08 ( 30位)

( 78位)00:32:51
00:09:23 (111位)

(113位)
00:58:39

00:12:24 ( 58位)

瀬賀 聡 阪本善博 松島 憲雄 小勝 太郎

361197位 KAC京都 小寺 秀和

00:13:04 ( 98位) 00:24:28
00:11:24 (337位)

(200位) 00:58:43
00:12:26 ( 60位)

(197位)00:46:17
00:10:51 (301位)

(258位)00:35:26
00:10:58 (283位)

(236位)
00:58:43

00:13:04 ( 98位)

立花 奈奈 齋藤 勝彦 桶師 宏美 小原 健志

192198位 ユニア熊谷組 浅野 晃一

00:14:10 (186位) 00:23:18
00:09:08 (101位)

(146位) 00:58:47
00:16:32 (355位)

(198位)00:42:15
00:09:14 (144位)

(115位)00:33:01
00:09:43 (147位)

(126位)
00:58:47

00:14:10 (186位)

松田 隆 内藤 進也 抜井 健二 山根 健史

336199位 坂本ゼミ 木村 良太

00:15:14 (288位) 00:24:03
00:08:49 ( 67位)

(181位) 00:58:48
00:14:08 (202位)

(199位)00:44:40
00:10:25 (267位)

(202位)00:34:15
00:10:12 (210位)

(189位)
00:58:48

00:15:14 (288位)

鬼塚 翔次郎 芹澤 和樹 橋村 年浩 高澤 暢

5200位 CSS 石井 亮祐

00:14:01 (178位) 00:24:13
00:10:12 (230位)

(191位) 00:58:51
00:16:47 (360位)

(200位)00:42:04
00:09:06 (131位)

(108位)00:32:58
00:08:45 ( 52位)

(123位)
00:58:51

00:14:01 (178位)

窪田 裕美子 鈴木 信仁 竹中 宏太 中川  剛



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

382201位 DBI 川本 一郎

00:12:35 ( 69位) 00:22:17
00:09:42 (165位)

( 83位) 00:58:52
00:13:54 (188位)

(201位)00:44:58
00:10:16 (252位)

(212位)00:34:42
00:12:25 (364位)

(211位)
00:58:52

00:12:35 ( 69位)

中田 裕之 松本 涼司 新庄 朋子 尾崎 太郎

211202位 チーム・ＳＣ 郡司 晃岳

00:15:47 (318位) 00:25:48
00:10:01 (207位)

(274位) 00:58:54
00:11:51 ( 33位)

(202位)00:47:03
00:11:05 (316位)

(282位)00:35:58
00:10:10 (205位)

(259位)
00:58:54

00:15:47 (318位)

金 ｷﾌﾝ 大上 ゆきこ 加唐 卓 大坪 浩

279203位 アルクダム 赤平 久行

00:13:55 (167位) 00:26:18
00:12:23 (372位)

(299位) 00:58:54
00:14:34 (241位)

(203位)00:44:20
00:09:01 (116位)

(193位)00:35:19
00:09:01 ( 76位)

(233位)
00:58:54

00:13:55 (167位)

吉田 悟美 遠藤 康志 中木 真理子 井上 英昭

238204位 JSDチーム 皆瀬 雄貴

00:13:51 (159位) 00:22:05
00:08:14 ( 35位)

( 75位) 00:58:56
00:14:01 (194位)

(204位)00:44:55
00:10:33 (281位)

(208位)00:34:22
00:12:17 (359位)

(193位)
00:58:56

00:13:51 (159位)

梅原 達彦 河岸 あゆみ 谷澤 明日香 村田 祥隆

50205位 DONSOKU 広田 一夫

00:14:22 (202位) 00:24:20
00:09:58 (198位)

(196位) 00:58:57
00:17:58 (390位)

(205位)00:40:59
00:08:23 ( 48位)

( 77位)00:32:36
00:08:16 ( 24位)

(103位)
00:58:57

00:14:22 (202位)

廣田 真弓 工藤 大 藤谷 和幸 山地 法子

346206位 NTTComｓ 小泉 浩

00:13:11 (111位) 00:25:09
00:11:58 (360位)

(239位) 00:58:57
00:11:43 ( 29位)

(206位)00:47:14
00:11:19 (334位)

(288位)00:35:55
00:10:46 (272位)

(257位)
00:58:57

00:13:11 (111位)

松永 典子 中山 幹公 吉野 由希子 山本 陽一

242207位 masasoB 中川 栄治

00:13:31 (139位) 00:24:18
00:10:47 (292位)

(194位) 00:59:00
00:13:07 (118位)

(207位)00:45:53
00:11:02 (314位)

(243位)00:34:51
00:10:33 (245位)

(214位)
00:59:00

00:13:31 (139位)

戸塚 礼子 白石 亜寿佳 桂川 紗弥佳 重森 宏之

342208位 チームSCE 高橋 和幹

00:15:57 (330位) 00:26:16
00:10:19 (243位)

(297位) 00:59:01
00:12:30 ( 69位)

(208位)00:46:31
00:09:54 (212位)

(271位)00:36:37
00:10:21 (225位)

(286位)
00:59:01

00:15:57 (330位)

柴山 信夫 鈴木 康浩 川内 悠輔 加藤 博美

225209位 ヤナイズム 兼田 裕司

00:13:02 ( 96位) 00:24:03
00:11:01 (309位)

(182位) 00:59:01
00:14:08 (202位)

(209位)00:44:53
00:10:07 (239位)

(207位)00:34:46
00:10:43 (263位)

(212位)
00:59:01

00:13:02 ( 96位)

柳井 康伸 若松 伸幸 河野 賢士 濱田 征典

96210位 すてぃーぶ 今井 富貴子

00:14:53 (252位) 00:26:06
00:11:13 (324位)

(291位) 00:59:03
00:11:52 ( 34位)

(210位)00:47:11
00:10:17 (255位)

(286位)00:36:54
00:10:48 (276位)

(292位)
00:59:03

00:14:53 (252位)

戸張 美彩子 金山 佳未 鈴木 ゆかり Houck Steve

414211位 IBM☆5 豊田 将平

00:13:10 (110位) 00:23:47
00:10:37 (275位)

(168位) 00:59:05
00:14:34 (241位)

(211位)00:44:31
00:09:51 (203位)

(199位)00:34:40
00:10:53 (281位)

(209位)
00:59:05

00:13:10 (110位)

黒瀬 いづみ 小市 絢子 河合 陽子 中村 江里

38212位 IBM 菊Team MAKE 
BUDGET!!

菊池直樹

00:14:39 (230位) 00:25:05
00:10:26 (256位)

(237位) 00:59:06
00:12:50 ( 89位)

(212位)00:46:16
00:10:29 (272位)

(257位)00:35:47
00:10:42 (262位)

(254位)
00:59:06

00:14:39 (230位)

樫村亜一 中村誠 袴田淳 中西俊二

64213位 春夏者 井上 宏

00:11:44 ( 37位) 00:22:42
00:10:58 (307位)

(110位) 00:59:07
00:14:38 (252位)

(213位)00:44:29
00:11:10 (322位)

(198位)00:33:19
00:10:37 (254位)

(135位)
00:59:07

00:11:44 ( 37位)

桑原 恵美 平塚 広之 大澤 毅 松下 雅江

187214位 ユンKEL 嶌﨑 繁信

00:13:49 (156位) 00:24:34
00:10:45 (290位)

(212位) 00:59:07
00:12:25 ( 58位)

(214位)00:46:42
00:10:25 (267位)

(275位)00:36:17
00:11:43 (331位)

(273位)
00:59:07

00:13:49 (156位)

小久保 麻実 梶浦 志織 大柄 裕雅 石原 正樹

165215位 シトリックス兎 新倉 宏明

00:15:46 (317位) 00:26:24
00:10:38 (276位)

(301位) 00:59:12
00:14:31 (237位)

(215位)00:44:41
00:08:57 (109位)

(204位)00:35:44
00:09:20 (105位)

(253位)
00:59:12

00:15:46 (317位)

田村 絵美 常吉 太二 和田 慎太郎 成田 秀明

375216位 TYC連合 小原 幸代

00:17:35 (379位) 00:27:11
00:09:36 (154位)

(331位) 00:59:18
00:11:09 ( 13位)

(216位)00:48:09
00:10:11 (248位)

(310位)00:37:58
00:10:47 (274位)

(322位)
00:59:18

00:17:35 (379位)

鈴木 悌正 林 和子 藤井 崇文 牧野 裕蔵

155217位 ＹＥＣチームＫ 雨宮 港

00:16:08 (337位) 00:25:49
00:09:41 (164位)

(275位) 00:59:24
00:12:59 (105位)

(217位)00:46:25
00:10:48 (297位)

(262位)00:35:37
00:09:48 (158位)

(248位)
00:59:24

00:16:08 (337位)

伴野 裕一 石井 優也 新倉 淳二 関 悟

196218位 SIGMEX1 木村 浩幸

00:14:13 (189位) 00:24:14
00:10:01 (207位)

(193位) 00:59:26
00:14:27 (230位)

(218位)00:44:59
00:10:21 (260位)

(213位)00:34:38
00:10:24 (234位)

(207位)
00:59:26

00:14:13 (189位)

小林 善人 當山 清麻呂 平岡 貴志 小久保 創平

354219位 アジルコア 中山 亮

00:14:18 (196位) 00:23:20
00:09:02 ( 93位)

(148位) 00:59:27
00:15:58 (333位)

(219位)00:43:29
00:10:59 (311位)

(165位)00:32:30
00:09:10 ( 91位)

(101位)
00:59:27

00:14:18 (196位)

相原 祐平 横田 哲 角田 弘志 高梨 充弘

117220位 DCS2-6 鵜田 高幸

00:13:44 (153位) 00:26:31
00:12:47 (386位)

(307位) 00:59:31
00:13:04 (115位)

(220位)00:46:27
00:09:34 (178位)

(266位)00:36:53
00:10:22 (228位)

(291位)
00:59:31

00:13:44 (153位)

奥村 香里 阿部 和矢 鈴木 直人 薗川 元樹

218221位 ARM 滝原 茂樹

00:14:54 (254位) 00:25:32
00:10:38 (276位)

(262位) 00:59:32
00:14:40 (255位)

(221位)00:44:52
00:09:22 (157位)

(206位)00:35:30
00:09:58 (180位)

(241位)
00:59:32

00:14:54 (254位)

方波見 聖子 田辺 慎二 今井 正徳 須藤 敏樹

4222位 ぷるふる 古田 雅浩

00:14:34 (224位) 00:23:46
00:09:12 (112位)

(167位) 00:59:33
00:14:05 (198位)

(222位)00:45:28
00:10:07 (239位)

(225位)00:35:21
00:11:35 (320位)

(234位)
00:59:33

00:14:34 (224位)

町田 園江 渡部 千恵子 阿部 貴紀 麻生 智英 

285223位 Ｍの神 清水 友明

00:13:58 (174位) 00:25:10
00:11:12 (323位)

(241位) 00:59:34
00:13:04 (115位)

(223位)00:46:30
00:11:32 (343位)

(270位)00:34:58
00:09:48 (158位)

(219位)
00:59:34

00:13:58 (174位)

山下 理央 高橋 千絵 野村 佳子 村上 孝明

333224位 IBM2005 木村 昌生

00:12:19 ( 53位) 00:21:38
00:09:19 (127位)

( 62位) 00:59:36
00:16:25 (351位)

(224位)00:43:11
00:11:49 (358位)

(156位)00:31:22
00:09:44 (149位)

( 66位)
00:59:36

00:12:19 ( 53位)

水谷 浩昭 小林 雅子 圓山 智子 下窪 美智子

340225位 アクシオA 原田 岳史

00:13:05 (100位) 00:25:52
00:12:47 (386位)

(277位) 00:59:37
00:12:43 ( 82位)

(225位)00:46:54
00:11:46 (354位)

(279位)00:35:08
00:09:16 ( 99位)

(225位)
00:59:37

00:13:05 (100位)

神庭 謙一 木下 健 村上 憲司 井口 新太郎



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

240226位 チームスカイ 福田 和人

00:12:41 ( 78位) 00:22:07
00:09:26 (137位)

( 76位) 00:59:41
00:15:43 (319位)

(226位)00:43:58
00:10:28 (270位)

(184位)00:33:30
00:11:23 (310位)

(144位)
00:59:41

00:12:41 ( 78位)

佐藤 真奈美 友利 清俊 本田 梓 羽田 修

135227位 トレンドマイクロ４ 和田 克之

00:15:29 (305位) 00:26:44
00:11:15 (329位)

(316位) 00:59:42
00:12:50 ( 89位)

(227位)00:46:52
00:08:16 ( 41位)

(278位)00:38:36
00:11:52 (341位)

(334位)
00:59:42

00:15:29 (305位)

前川 恵 原田 和則 徐 園 鈴木 雄大

394228位 ビジネスメイト 白土 直之

00:13:24 (130位) 00:23:52
00:10:28 (261位)

(172位) 00:59:43
00:15:23 (298位)

(228位)00:44:20
00:10:16 (252位)

(192位)00:34:04
00:10:12 (210位)

(176位)
00:59:43

00:13:24 (130位)

藤井 聡 米山 まゆみ 原田 俊彦 森田 一樹

312229位 チーム競歩 森 将治

00:11:49 ( 38位) 00:25:55
00:14:06 (398位)

(283位) 00:59:44
00:13:34 (163位)

(229位)00:46:10
00:09:35 (179位)

(254位)00:36:35
00:10:40 (260位)

(284位)
00:59:44

00:11:49 ( 38位)

中村 尚広 松野 弘喜 青柳 浩之 津幡 康二郎

352230位 チームDIVA 飯塚 幸子

00:15:09 (277位) 00:26:17
00:11:08 (318位)

(298位) 00:59:45
00:14:10 (207位)

(230位)00:45:35
00:09:30 (171位)

(229位)00:36:05
00:09:48 (158位)

(263位)
00:59:45

00:15:09 (277位)

斎藤 和宣 齊藤 泉 山崎 恒 野田 拓也

199231位 SIGMEX4 中井 庸二

00:16:20 (345位) 00:25:12
00:08:52 ( 70位)

(245位) 00:59:45
00:13:35 (164位)

(231位)00:46:10
00:09:04 (125位)

(253位)00:37:06
00:11:54 (342位)

(298位)
00:59:45

00:16:20 (345位)

佐藤 桂一 橋本 徹 田辺 素洋 古賀 宣興

195232位 青月社 大野 英里

00:16:11 (340位) 00:26:36
00:10:25 (253位)

(311位) 00:59:45
00:13:13 (131位)

(232位)00:46:32
00:09:47 (199位)

(272位)00:36:45
00:10:09 (202位)

(288位)
00:59:45

00:16:11 (340位)

菊池 学 中村 朱里 北山 裕美 望月 勝

373233位 鈴木ぢゃねーよ 池野 元就

00:12:41 ( 77位) 00:23:45
00:11:04 (312位)

(166位) 00:59:46
00:13:20 (150位)

(233位)00:46:26
00:12:12 (371位)

(265位)00:34:14
00:10:29 (240位)

(187位)
00:59:46

00:12:41 ( 77位)

北上 由紀子 佐藤 彩子 藤木 君代 須藤 真一郎

409234位 AIT 池田 裕一郎

00:14:45 (239位) 00:25:37
00:10:52 (294位)

(265位) 00:59:49
00:13:20 (150位)

(234位)00:46:29
00:10:49 (298位)

(268位)00:35:40
00:10:03 (190位)

(250位)
00:59:49

00:14:45 (239位)

田中 朝美 環貫 修 齊藤 さや香 高城 克彦

39235位 waiiHa_GOGO 高野欣也

00:13:51 (162位) 00:22:58
00:09:07 ( 99位)

(125位) 00:59:51
00:17:49 (386位)

(235位)00:42:02
00:09:10 (138位)

(107位)00:32:52
00:09:54 (170位)

(115位)
00:59:51

00:13:51 (162位)

小山博司 横井大輔 越智信吾 齋藤浩司

134236位 トレンドマイクロ３ 武井 義仁

00:13:56 (170位) 00:23:24
00:09:28 (142位)

(150位) 00:59:51
00:13:55 (190位)

(236位)00:45:56
00:09:44 (193位)

(245位)00:36:12
00:12:48 (377位)

(269位)
00:59:51

00:13:56 (170位)

中村 学 服部 弘幸 清水 正準 井上 正也

348237位 ほーりぶん 村上 諭貴

00:12:48 ( 81位) 00:22:31
00:09:43 (168位)

( 97位) 00:59:54
00:17:34 (381位)

(237位)00:42:20
00:11:20 (335位)

(117位)00:31:00
00:08:29 ( 41位)

( 55位)
00:59:54

00:12:48 ( 81位)

横山 雄太 栃内 博行 小野寺 哲哉 市川 翔

172238位 チームText 入江 宏

00:14:57 (261位) 00:25:54
00:10:57 (303位)

(280位) 01:00:00
00:12:29 ( 67位)

(238位)00:47:31
00:10:45 (293位)

(296位)00:36:46
00:10:52 (279位)

(289位)
01:00:00

00:14:57 (261位)

中島 彰 鈴木 恒孝 龍 ゆき代 林 建宏

353239位 Teamドアラ 三吉重隆

00:15:09 (276位) 00:25:45
00:10:36 (274位)

(271位) 01:00:02
00:13:15 (137位)

(239位)00:46:47
00:09:01 (116位)

(276位)00:37:46
00:12:01 (347位)

(318位)
01:00:02

00:15:09 (276位)

荒川敬子 諏訪まり子 近藤理 山本陽昭

370239位 総務大田 犬童 功

00:15:32 (308位) 00:25:20
00:09:48 (177位)

(253位) 01:00:02
00:13:41 (169位)

(239位)00:46:21
00:10:28 (270位)

(261位)00:35:53
00:10:33 (245位)

(255位)
01:00:02

00:15:32 (308位)

松谷 浩平 秦 健児 大田 知之 木戸 健太

137241位 トレンドマイクロ６ 深谷 拓也

00:16:19 (344位) 00:25:55
00:09:36 (154位)

(284位) 01:00:04
00:15:00 (278位)

(241位)00:45:04
00:09:47 (199位)

(214位)00:35:17
00:09:22 (108位)

(231位)
01:00:04

00:16:19 (344位)

朴 順伊 角田 智恵子 鈴木 真央 辻 賢

274242位 ＳＩ　チームＢ 山口 智也

00:12:37 ( 74位) 00:23:53
00:11:16 (332位)

(173位) 01:00:10
00:17:28 (380位)

(242位)00:42:42
00:09:54 (212位)

(134位)00:32:48
00:08:55 ( 67位)

(109位)
01:00:10

00:12:37 ( 74位)

菅佐原 直明 後迫 潤 山本 喜章 西澤 昇吾

319243位 Ｈ３２３ 金原 圭佑

00:15:11 (278位) 00:26:14
00:11:03 (311位)

(296位) 01:00:16
00:12:26 ( 60位)

(243位)00:47:50
00:10:06 (237位)

(303位)00:37:44
00:11:30 (315位)

(317位)
01:00:16

00:15:11 (278位)

柴田 莉乃 矢吹 仁美 増田 洋一郎 三嶋 勇希

412243位 IBM　GB2+ 栗林 彰宏

00:16:39 (355位) 00:28:35
00:11:56 (359位)

(373位) 01:00:16
00:12:40 ( 77位)

(243位)00:47:36
00:10:04 (233位)

(300位)00:37:32
00:08:57 ( 70位)

(309位)
01:00:16

00:16:39 (355位)

栗田 伸行 田中 宏幸 矢野 良介 ｱｲﾋﾞｰｴﾑ子

20245位 （株）東電通 霜田 哲也

00:16:37 (354位) 00:28:18
00:11:41 (349位)

(365位) 01:00:16
00:12:24 ( 57位)

(245位)00:47:52
00:08:28 ( 56位)

(304位)00:39:24
00:11:06 (291位)

(352位)
01:00:16

00:16:37 (354位)

廣重 桂 加賀美 公一 大貫 弘平 高田 敦夫

7246位 浜田ファミリー 上野 薫

00:15:39 (311位) 00:25:53
00:10:14 (234位)

(278位) 01:00:17
00:14:31 (237位)

(246位)00:45:46
00:10:04 (233位)

(238位)00:35:42
00:09:49 (163位)

(251位)
01:00:17

00:15:39 (311位)

山下 明浩 吉田 伸治 浜田 将稔 杉 雄介

107247位 インフォテリアB 河上 敬

00:14:26 (206位) 00:24:51
00:10:25 (253位)

(225位) 01:00:18
00:14:37 (249位)

(247位)00:45:41
00:10:15 (251位)

(233位)00:35:26
00:10:35 (250位)

(236位)
01:00:18

00:14:26 (206位)

嶋 かおる 宗像 淳 永田 知和 Zubair Ahmed

379248位 Ｐ２本気チーム 林 伸彦

00:14:21 (201位) 00:24:04
00:09:43 (168位)

(184位) 01:00:19
00:14:14 (216位)

(248位)00:46:05
00:10:29 (272位)

(251位)00:35:36
00:11:32 (318位)

(246位)
01:00:19

00:14:21 (201位)

三澤 卓也 杉村 佳世子 堀口 純一 小川 聡

204249位 ファインクルー 園部 勇弥

00:15:04 (268位) 00:25:17
00:10:13 (232位)

(251位) 01:00:23
00:17:54 (388位)

(249位)00:42:29
00:08:22 ( 46位)

(121位)00:34:07
00:08:50 ( 57位)

(182位)
01:00:23

00:15:04 (268位)

有馬 輝美 岩井 直樹 國岡 俊成 尾嶋 洋亮

206250位 リオン 村上 茜

00:15:51 (322位) 00:26:49
00:10:58 (307位)

(317位) 01:00:25
00:14:56 (274位)

(250位)00:45:29
00:08:54 (103位)

(226位)00:36:35
00:09:46 (152位)

(281位)
01:00:25

00:15:51 (322位)

竹中 千香子 鈴木 宏明 三浦 智司 畠山 眞二郎



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

233251位 OPAチーム 山中 慎介

00:12:49 ( 83位) 00:25:38
00:12:49 (388位)

(266位) 01:00:37
00:14:43 (257位)

(251位)00:45:54
00:10:33 (281位)

(244位)00:35:21
00:09:43 (147位)

(235位)
01:00:37

00:12:49 ( 83位)

栁下 乃里子 西 倫慧 佐々木 朱美 有田 永津子

365252位 TSHようかい 山口 幹夫

00:15:49 (319位) 00:24:44
00:08:55 ( 80位)

(220位) 01:00:39
00:15:30 (309位)

(252位)00:45:09
00:09:40 (186位)

(219位)00:35:29
00:10:45 (269位)

(239位)
01:00:39

00:15:49 (319位)

佐藤 信幸 渡邊 真行 鎌田 佳宏 俵積田 宏太

252253位 WAC.com 坂井 佳子

00:15:07 (271位) 00:28:13
00:13:06 (395位)

(361位) 01:00:42
00:11:52 ( 34位)

(253位)00:48:50
00:09:52 (204位)

(324位)00:38:58
00:10:45 (269位)

(341位)
01:00:42

00:15:07 (271位)

松永 知子 金木 隆将 松木 功 若林 秀彦

391254位 ディマージ 段 誠一郎

00:14:30 (216位) 00:26:56
00:12:26 (375位)

(322位) 01:00:42
00:12:43 ( 82位)

(254位)00:47:59
00:08:31 ( 60位)

(308位)00:39:28
00:12:32 (370位)

(355位)
01:00:42

00:14:30 (216位)

渥美 真 佐竹 祐史 伊藤 文俊 福岡 雄太

138255位 チーム・ICT 神宮 良太

00:14:19 (197位) 00:22:51
00:08:32 ( 50位)

(113位) 01:00:52
00:17:02 (372位)

(255位)00:43:50
00:10:54 (304位)

(179位)00:32:56
00:10:05 (198位)

(119位)
01:00:52

00:14:19 (197位)

山中 円貴 竹花 広記 玉井 祥太 田中 直貴

308256位 ヘルミッション 野村 博昭

00:17:48 (386位) 00:27:13
00:09:25 (135位)

(333位) 01:00:55
00:14:51 (265位)

(256位)00:46:04
00:09:27 (164位)

(250位)00:36:37
00:09:24 (116位)

(285位)
01:00:55

00:17:48 (386位)

笛田 洋一 宮地 弘 神藤 裕紀 梅村 知久

108257位 YRL新宿駅伝部　Cチー
ム

細渕 仁

00:12:56 ( 91位) 00:23:03
00:10:07 (222位)

(133位) 01:00:56
00:14:26 (227位)

(257位)00:46:30
00:12:44 (387位)

(269位)00:33:46
00:10:43 (263位)

(157位)
01:00:56

00:12:56 ( 91位)

山下 崇 堀内 茉波 松浦 健介 津田 滋也

248258位 WEBCASB 須藤 恒

00:14:45 (240位) 00:25:26
00:10:41 (282位)

(258位) 01:00:58
00:13:41 (169位)

(258位)00:47:17
00:10:35 (283位)

(289位)00:36:42
00:11:16 (302位)

(287位)
01:00:58

00:14:45 (240位)

上高原 亮 高波 香織 玉田 優子 磯貝 浩貴

102259位 チーム　ビッグベア 渡辺 勝弥

00:16:56 (364位) 00:27:25
00:10:29 (263位)

(339位) 01:01:00
00:12:46 ( 86位)

(259位)00:48:14
00:10:10 (246位)

(312位)00:38:04
00:10:39 (258位)

(326位)
01:01:00

00:16:56 (364位)

福田 恭子 大熊 克美 金井 美奈子 山本 雄太

58260位 ぴんく（Ｃ） 川合 秀幸

00:14:43 (235位) 00:26:03
00:11:20 (334位)

(288位) 01:01:03
00:15:21 (295位)

(260位)00:45:42
00:10:54 (304位)

(236位)00:34:48
00:08:45 ( 52位)

(213位)
01:01:03

00:14:43 (235位)

佐藤 絵莉奈 嶋津 哲郎 袋江 聡子 戸谷 徹

77261位 チーム　トランザクト 林 春樹

00:15:21 (294位) 00:25:48
00:10:27 (258位)

(273位) 01:01:03
00:14:37 (249位)

(261位)00:46:26
00:10:09 (243位)

(263位)00:36:17
00:10:29 (240位)

(272位)
01:01:03

00:15:21 (294位)

塩濱 匠 筥崎 友昌 渡邉 忠貴 横尾 勇人

95262位 チームAPTOS 岩河 信之

00:14:25 (205位) 00:24:07
00:09:42 (165位)

(187位) 01:01:05
00:15:33 (312位)

(262位)00:45:32
00:09:28 (166位)

(228位)00:36:04
00:11:57 (344位)

(262位)
01:01:05

00:14:25 (205位)

中村 大介 佐藤 裕子 井澤 七音 野田坂 佳

317263位 シニアエンゼル 井田 善治

00:17:47 (384位) 00:29:15
00:11:28 (338位)

(383位) 01:01:06
00:13:12 (130位)

(263位)00:47:54
00:09:52 (204位)

(305位)00:38:02
00:08:47 ( 55位)

(324位)
01:01:06

00:17:47 (384位)

深田 智三 齋藤 勲 中川 正 石倉 祐馬

212264位 チームケミケミ 山田 晃士

00:14:49 (242位) 00:26:02
00:11:13 (324位)

(286位) 01:01:06
00:13:35 (164位)

(264位)00:47:31
00:10:21 (260位)

(297位)00:37:10
00:11:08 (292位)

(301位)
01:01:06

00:14:49 (242位)

菱沼 ﾁｶ 山下 純一 井上 統道 太田 浩平

357265位 BSP総武線会 堀内 浩二

00:12:50 ( 84位) 00:22:51
00:10:01 (207位)

(114位) 01:01:08
00:16:37 (356位)

(265位)00:44:31
00:09:53 (209位)

(200位)00:34:38
00:11:47 (338位)

(206位)
01:01:08

00:12:50 ( 84位)

瀧澤 隆弘 小林 大輔 工藤 昇 和田 沙彌子

397266位 EPS技術1号 森本 卓也

00:15:28 (304位) 00:25:45
00:10:17 (238位)

(272位) 01:01:09
00:16:01 (335位)

(266位)00:45:08
00:09:37 (184位)

(218位)00:35:31
00:09:46 (152位)

(242位)
01:01:09

00:15:28 (304位)

中島 弘雄 杉山 貴紀 鈴木 幹規 横地 友孝

266267位 オプト 沖田 彩

00:15:52 (323位) 00:25:54
00:10:02 (213位)

(281位) 01:01:13
00:14:55 (273位)

(267位)00:46:18
00:10:42 (287位)

(260位)00:35:36
00:09:42 (144位)

(247位)
01:01:13

00:15:52 (323位)

松澤 文子 柴田 恵子 古賀 美奈子 安井 彰彦

383268位 ISFnet 杰 坎

00:14:51 (247位) 00:24:24
00:09:33 (145位)

(199位) 01:01:14
00:15:37 (314位)

(268位)00:45:37
00:10:56 (306位)

(230位)00:34:41
00:10:17 (220位)

(210位)
01:01:14

00:14:51 (247位)

秋葉 浩二 橋詰 史輝 出井 美穂 柴田 純平

30269位 HPコスプレンジャー 尹 成大

00:14:37 (227位) 00:22:34
00:07:57 ( 16位)

(101位) 01:01:14
00:17:45 (385位)

(269位)00:43:29
00:10:31 (278位)

(166位)00:32:58
00:10:24 (234位)

(121位)
01:01:14

00:14:37 (227位)

源馬 俊明 立 正人 三島 浩一 貝野 哲也

133270位 トレンドマイクロ２ 上村 理

00:15:23 (297位) 00:23:41
00:08:18 ( 39位)

(159位) 01:01:17
00:16:05 (339位)

(270位)00:45:12
00:09:08 (135位)

(220位)00:36:04
00:12:23 (362位)

(261位)
01:01:17

00:15:23 (297位)

狩野 園佳 野村 和美 山本 将史 今野 尊之

343271位 コアバリューズ 中島 武人

00:12:29 ( 62位) 00:23:13
00:10:44 (288位)

(141位) 01:01:21
00:15:24 (299位)

(271位)00:45:57
00:11:18 (329位)

(248位)00:34:39
00:11:26 (311位)

(208位)
01:01:21

00:12:29 ( 62位)

川田 修 鈴木 俊穀 岡本 正之 齋藤 剛

175272位 チームITL 生沼 勝巳

00:15:30 (307位) 00:25:20
00:09:50 (181位)

(254位) 01:01:24
00:14:27 (230位)

(272位)00:46:57
00:09:19 (153位)

(280位)00:37:38
00:12:18 (360位)

(314位)
01:01:24

00:15:30 (307位)

古川 貴也 青木 双葉 北村 哲央 杉山 正利

318273位 元体育会系 永瀧 一晴

00:14:18 (195位) 00:24:12
00:09:54 (189位)

(190位) 01:01:26
00:18:29 (395位)

(273位)00:42:57
00:08:52 ( 99位)

(143位)00:34:05
00:09:53 (168位)

(180位)
01:01:26

00:14:18 (195位)

長谷川 和孝 佐藤 智彦 岡本 亮 楠原 武志

326274位 チームＬＬＰ 紺野 渉

00:16:04 (332位) 00:25:52
00:09:48 (177位)

(276位) 01:01:27
00:14:16 (218位)

(274位)00:47:11
00:11:37 (347位)

(287位)00:35:34
00:09:42 (144位)

(244位)
01:01:27

00:16:04 (332位)

大門 学 平野 真 菅谷 善幸 東 玲作

15275位 ユニキャンＦ 福田博之

00:15:50 (321位) 00:25:08
00:09:18 (122位)

(238位) 01:01:28
00:15:42 (318位)

(275位)00:45:46
00:10:29 (272位)

(238位)00:35:17
00:10:09 (202位)

(232位)
01:01:28

00:15:50 (321位)

内山鏡子 矢部 卓哉 宇多美紀 荒井秀之



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

185276位 KELクラウド 山口 賢治

00:13:10 (108位) 00:24:23
00:11:13 (324位)

(197位) 01:01:29
00:13:03 (111位)

(276位)00:48:26
00:12:52 (389位)

(313位)00:35:34
00:11:11 (295位)

(245位)
01:01:29

00:13:10 (108位)

鈴木 智景 堀越 亙 片貝 和人 三歩一 良隆

56277位 ぴんく（Ａ） 元氏 章二

00:11:22 ( 22位) 00:22:15
00:10:53 (296位)

( 81位) 01:01:34
00:15:37 (314位)

(277位)00:45:57
00:10:03 (230位)

(247位)00:35:54
00:13:39 (392位)

(256位)
01:01:34

00:11:22 ( 22位)

柳瀬 美幸 三浦 美樹 小堀 由紀子 関口 佳世

127278位 コクヨS&T チームＡ 松村 一弥

00:15:24 (298位) 00:26:38
00:11:14 (327位)

(312位) 01:01:34
00:14:13 (213位)

(278位)00:47:21
00:10:46 (295位)

(293位)00:36:35
00:09:57 (175位)

(283位)
01:01:34

00:15:24 (298位)

尾崎 圭子 今野 由紀子 水谷 裕子 三浦 洋介

245279位 挫折禁止 鈴木 宣彦

00:13:35 (144位) 00:25:03
00:11:28 (338位)

(234位) 01:01:36
00:15:49 (323位)

(279位)00:45:47
00:09:44 (193位)

(240位)00:36:03
00:11:00 (285位)

(260位)
01:01:36

00:13:35 (144位)

荒井 邦郎 新田 久仁子 田上 博之 本橋 由祐

61280位 今年はやるで！ケシミ
ン

内山 一紀

00:16:07 (335位) 00:25:53
00:09:46 (173位)

(279位) 01:01:36
00:16:31 (354位)

(280位)00:45:05
00:09:08 (135位)

(216位)00:35:57
00:10:04 (194位)

(258位)
01:01:36

00:16:07 (335位)

出原 雄介 芥子 大樹 寺田 直人 大畑 陽一

384281位 IBM愉快ラン 野瀬 勇

00:15:14 (287位) 00:26:25
00:11:11 (322位)

(304位) 01:01:39
00:15:29 (306位)

(281位)00:46:10
00:09:54 (212位)

(255位)00:36:16
00:09:51 (165位)

(271位)
01:01:39

00:15:14 (287位)

高比良 栄子 白崎 典正 宮澤 麻衣子 平岡 靖之

45282位 1ｓｔ人事部 石神 裕司

00:13:23 (128位) 00:25:41
00:12:18 (371位)

(268位) 01:01:40
00:12:59 (105位)

(282位)00:48:41
00:12:16 (373位)

(320位)00:36:25
00:10:44 (266位)

(277位)
01:01:40

00:13:23 (128位)

玉川 雄一 高山 敦伊 白川 洋一 林田 安弘

168283位 ＭＭクラブ 野本 貴之

00:13:13 (116位) 00:23:44
00:10:31 (268位)

(164位) 01:01:42
00:15:25 (301位)

(283位)00:46:17
00:11:18 (329位)

(259位)00:34:59
00:11:15 (300位)

(221位)
01:01:42

00:13:13 (116位)

小林 由佳 小野 公嗣 村岡 美奈子 伊藤 拓哉

193283位 悪夢 三田 晃

00:13:54 (166位) 00:23:48
00:09:54 (189位)

(171位) 01:01:42
00:16:04 (338位)

(283位)00:45:38
00:12:17 (374位)

(231位)00:33:21
00:09:33 (132位)

(136位)
01:01:42

00:13:54 (166位)

有働 帆乃璃 有働 雄次郎 小林 康成 荒井 武久

194285位 SRA 鈴木 真志

00:13:50 (158位) 00:26:57
00:13:07 (396位)

(323位) 01:01:46
00:12:44 ( 84位)

(285位)00:49:02
00:10:45 (293位)

(329位)00:38:17
00:11:20 (306位)

(329位)
01:01:46

00:13:50 (158位)

中嶋 恵 北川 将二 正村 通浩 丸山 隆

65286位 キャンでドゥ 関川 大樹

00:15:40 (313位) 00:27:24
00:11:44 (353位)

(338位) 01:01:51
00:16:20 (350位)

(286位)00:45:31
00:07:50 ( 17位)

(227位)00:37:41
00:10:17 (220位)

(315位)
01:01:51

00:15:40 (313位)

仲門 愛理 満山 大輔 松野 未央夢 田中 哲彦

282287位 コンシュー！ 赤上 直紀

00:16:24 (347位) 00:26:56
00:10:32 (270位)

(321位) 01:01:53
00:12:58 (103位)

(287位)00:48:55
00:11:05 (316位)

(326位)00:37:50
00:10:54 (282位)

(319位)
01:01:53

00:16:24 (347位)

栗原 美賀 佐藤 未来 寺島 浩美 遠藤 貴章

68288位 B 今村 健一郎

00:11:37 ( 28位) 00:22:25
00:10:48 (293位)

( 90位) 01:01:55
00:14:33 (240位)

(288位)00:47:22
00:14:32 (400位)

(294位)00:32:50
00:10:25 (236位)

(111位)
01:01:55

00:11:37 ( 28位)

別府 さおり 高栁 真如 鄭 美玲 石塚 謙

223289位 CA 佐取 純平

00:15:27 (302位) 00:24:34
00:09:07 ( 99位)

(210位) 01:01:59
00:14:24 (226位)

(289位)00:47:35
00:12:58 (391位)

(299位)00:34:37
00:10:03 (190位)

(205位)
01:01:59

00:15:27 (302位)

日向 政明 玉利 竜平 田畑 殖之 丸山 智之

310290位 大胡組（仮） 大胡 誠

00:18:20 (395位) 00:27:57
00:09:37 (157位)

(354位) 01:02:01
00:15:27 (304位)

(290位)00:46:34
00:09:14 (144位)

(273位)00:37:20
00:09:23 (111位)

(304位)
01:02:01

00:18:20 (395位)

椛澤 昌浩 岩崎 慶太 山本 裕介 寺井 竜也

220291位 iTSCOM① 小沢 啓一

00:15:27 (302位) 00:26:24
00:10:57 (303位)

(302位) 01:02:03
00:13:15 (137位)

(291位)00:48:48
00:09:28 (166位)

(323位)00:39:20
00:12:56 (380位)

(351位)
01:02:03

00:15:27 (302位)

田中 美登里 田邉 博光 末柄 由香里 菊地 健

161292位 牧野さんチーム 鈴木 庸平

00:15:21 (291位) 00:24:54
00:09:33 (145位)

(229位) 01:02:05
00:15:53 (328位)

(292位)00:46:12
00:11:02 (314位)

(256位)00:35:10
00:10:16 (218位)

(227位)
01:02:05

00:15:21 (291位)

藤原 秀隆 吉田 哲幸 吉岡 好美 牧野 俊哉

355293位 TeamAPT 伊勢 賢人

00:16:18 (343位) 00:25:29
00:09:11 (105位)

(259位) 01:02:11
00:12:59 (105位)

(293位)00:49:12
00:12:40 (383位)

(334位)00:36:32
00:11:03 (287位)

(280位)
01:02:11

00:16:18 (343位)

安次冨 健太郎 小林 義史 工藤 恵介 阿部 貴行

139294位 チーム・ベイシック 定岡  源一

00:15:13 (285位) 00:25:41
00:10:28 (261位)

(268位) 01:02:15
00:16:15 (347位)

(294位)00:46:00
00:08:33 ( 62位)

(249位)00:37:27
00:11:46 (337位)

(308位)
01:02:15

00:15:13 (285位)

小瀬川 祟 宮下 貴寛 苗村 幸平 ﾃｨ ﾁﾝﾖﾝ

295295位 厚木魂クエリー 安齋 潤

00:14:55 (259位) 00:27:21
00:12:26 (375位)

(336位) 01:02:18
00:14:32 (239位)

(295位)00:47:46
00:09:25 (161位)

(302位)00:38:21
00:11:00 (285位)

(330位)
01:02:18

00:14:55 (259位)

只野 達 小林 年哉 廣瀬 真之助 松岡 寛至

80296位 長嶋JAPAN 長嶋 隆行

00:15:07 (272位) 00:26:11
00:11:04 (312位)

(294位) 01:02:18
00:15:14 (292位)

(296位)00:47:04
00:10:56 (306位)

(283位)00:36:08
00:09:57 (175位)

(267位)
01:02:18

00:15:07 (272位)

井本 明子 佐藤 正和 安田 千賀 雁谷 武史

292297位 チームBarN 市川 祥隆

00:14:41 (233位) 00:24:47
00:10:06 (219位)

(223位) 01:02:23
00:15:43 (319位)

(297位)00:46:40
00:12:06 (367位)

(274位)00:34:34
00:09:47 (156位)

(202位)
01:02:23

00:14:41 (233位)

神保 ｵﾘｴ 神保 健一 澤藤 実 富永 一明

275298位 Team Xs 武田 健児

00:14:04 (181位) 00:22:20
00:08:16 ( 38位)

( 86位) 01:02:25
00:18:50 (397位)

(298位)00:43:35
00:10:36 (284位)

(170位)00:32:59
00:10:39 (258位)

(124位)
01:02:25

00:14:04 (181位)

北村 彩希子 猿田 奈穂子 柳 直子 不破 光

356299位 チームJOY 木村 志義

00:17:58 (390位) 00:28:52
00:10:54 (299位)

(375位) 01:02:31
00:13:15 (137位)

(299位)00:49:16
00:09:59 (222位)

(337位)00:39:17
00:10:25 (236位)

(350位)
01:02:31

00:17:58 (390位)

夏目 浩次 鈴木 哲 長良 淳司 越田 春美

26300位 CTC少林寺拳法部 伊藤 祐

00:16:04 (333位) 00:27:32
00:11:28 (338位)

(344位) 01:02:35
00:16:53 (366位)

(300位)00:45:42
00:09:07 (132位)

(235位)00:36:35
00:09:03 ( 79位)

(282位)
01:02:35

00:16:04 (333位)

岡田 美和子 齋藤 竜介 板垣 良太 朝澤 隼



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

253301位 KDDI 桜井 哲朗

00:17:26 (375位) 00:26:54
00:09:28 (142位)

(320位) 01:02:40
00:15:50 (325位)

(301位)00:46:50
00:09:53 (209位)

(277位)00:36:57
00:10:03 (190位)

(295位)
01:02:40

00:17:26 (375位)

高坂 尚幸 杉浦 圭一 森 優次 浅子 友紘

376302位 サイバー１号 深谷 篤生

00:18:18 (394位) 00:28:17
00:09:59 (201位)

(364位) 01:02:44
00:15:36 (313位)

(302位)00:47:08
00:09:43 (192位)

(285位)00:37:25
00:09:08 ( 88位)

(306位)
01:02:44

00:18:18 (394位)

寺本 有美 寺本 隆彦 永岡 克利 粟村 勇樹

160303位 TeamSsV 苅谷 夏樹

00:14:40 (232位) 00:25:10
00:10:30 (264位)

(240位) 01:02:45
00:17:39 (383位)

(303位)00:45:06
00:10:30 (275位)

(217位)00:34:36
00:09:26 (121位)

(203位)
01:02:45

00:14:40 (232位)

古賀 久夫 宮木 英人 中登 義仁 上林 義幸

369304位 housaku 木村 哲章

00:15:08 (273位) 00:24:43
00:09:35 (150位)

(219位) 01:02:46
00:15:08 (287位)

(304位)00:47:38
00:11:25 (338位)

(301位)00:36:13
00:11:30 (315位)

(270位)
01:02:46

00:15:08 (273位)

本橋 誠 諸田 勇志 橋本 和典 播磨 良亮

31305位 OJM48 宮脇 玲子

00:15:25 (300位) 00:26:03
00:10:38 (276位)

(288位) 01:02:48
00:17:50 (387位)

(305位)00:44:58
00:09:52 (204位)

(211位)00:35:06
00:09:03 ( 79位)

(223位)
01:02:48

00:15:25 (300位)

保坂 美佐 木村 仁美 小梁川 舞華 浅坂 絵美

60306位 おかむぅぅ・・ 奥 憲太

00:15:57 (328位) 00:24:52
00:08:55 ( 80位)

(226位) 01:02:48
00:14:49 (262位)

(306位)00:47:59
00:13:55 (398位)

(309位)00:34:04
00:09:12 ( 94位)

(177位)
01:02:48

00:15:57 (328位)

桑名 真裕 岡村 康樹 山崎 紘一郎 吉川 拓真

243307位 おれだんプラス 有村 斉明

00:15:03 (267位) 00:24:06
00:09:03 ( 95位)

(186位) 01:02:51
00:14:57 (275位)

(307位)00:47:54
00:12:26 (377位)

(306位)00:35:28
00:11:22 (309位)

(238位)
01:02:51

00:15:03 (267位)

小柳 明彦 小柳 美恵子 山下 恵子 山下 孝宏

390308位 NUTS 小野田 恵

00:15:13 (282位) 00:26:08
00:10:55 (300位)

(292位) 01:02:52
00:14:54 (270位)

(308位)00:47:58
00:10:05 (235位)

(307位)00:37:53
00:11:45 (336位)

(320位)
01:02:52

00:15:13 (282位)

酒井 優莉子 下平 詩乃 池田 朱里 石川 玲子

405309位 ランダリンダ 野村 勝永

00:18:04 (392位) 00:26:58
00:08:54 ( 75位)

(324位) 01:03:09
00:13:21 (153位)

(309位)00:49:48
00:12:13 (372位)

(343位)00:37:35
00:10:37 (254位)

(312位)
01:03:09

00:18:04 (392位)

飛田和 達朗 田中 聡 三戸 圭子 山内 慎二

71310位 くろすニャンコ仙台 小野寺 望

00:19:08 (401位) 00:29:34
00:10:26 (256位)

(389位) 01:03:09
00:12:50 ( 89位)

(310位)00:50:19
00:09:05 (127位)

(351位)00:41:14
00:11:40 (325位)

(379位)
01:03:09

00:19:08 (401位)

堀川 大樹 松尾 勝 山内 和彦 五十嵐 裕二

141311位 チーム　卯の花 西守 美香

00:15:01 (265位) 00:26:44
00:11:43 (352位)

(315位) 01:03:14
00:13:02 (109位)

(311位)00:50:12
00:11:12 (324位)

(349位)00:39:00
00:12:16 (358位)

(342位)
01:03:14

00:15:01 (265位)

中澤 緑 島貫 里未 小口 佳代 小俣 幸

306312位 チーム痔ブリＣ 齋藤 之博

00:15:00 (262位) 00:25:11
00:10:11 (226位)

(242位) 01:03:14
00:15:56 (330位)

(312位)00:47:18
00:11:41 (351位)

(290位)00:35:37
00:10:26 (238位)

(249位)
01:03:14

00:15:00 (262位)

片桐 陽一 折川 脇田 憲匡 竹内 景

363313位 KAC東京1 小俣 俊也

00:15:13 (283位) 00:26:27
00:11:14 (327位)

(305位) 01:03:17
00:14:36 (248位)

(313位)00:48:41
00:10:38 (285位)

(319位)00:38:03
00:11:36 (321位)

(325位)
01:03:17

00:15:13 (283位)

田中 明日美 下田 教人 山田 彩加 比佐 進一郎

321314位 宗改め伊藤兄弟 伊藤 恵

00:17:22 (373位) 00:27:42
00:10:20 (246位)

(346位) 01:03:17
00:14:30 (236位)

(314位)00:48:47
00:09:10 (138位)

(321位)00:39:37
00:11:55 (343位)

(359位)
01:03:17

00:17:22 (373位)

菅 光也 西川 望 伊妻 誠司 伊藤 純一

46315位 rookiesその1（1stﾎｰﾙﾃ
ﾞｨﾝｸﾞｽ2012年度内定者
）

高橋 亮介

00:15:58 (331位) 00:24:51
00:08:53 ( 74位)

(224位) 01:03:30
00:12:47 ( 87位)

(315位)00:50:43
00:11:51 (360位)

(355位)00:38:52
00:14:01 (397位)

(337位)
01:03:30

00:15:58 (331位)

福澤 優 池山 結子 井出 真央 李 勇

256316位 ASC-AMS 神野 貴史

00:16:58 (365位) 00:29:41
00:12:43 (385位)

(390位) 01:03:36
00:14:58 (276位)

(316位)00:48:38
00:09:31 (174位)

(318位)00:39:07
00:09:26 (121位)

(345位)
01:03:36

00:16:58 (365位)

佐々木 研 石塚 英明 高野 浩二 小笠原 正尭

362317位 KAC東京2 三宅 雅也

00:15:21 (293位) 00:27:12
00:11:51 (356位)

(332位) 01:03:39
00:14:52 (267位)

(317位)00:48:47
00:11:13 (325位)

(322位)00:37:34
00:10:22 (228位)

(311位)
01:03:39

00:15:21 (293位)

前田 理恵 高田 佳和 大森 沙織 東 和宏

140318位 チーム・WiFi 山木 孝真

00:17:38 (380位) 00:26:39
00:09:01 ( 91位)

(313位) 01:03:40
00:16:06 (342位)

(318位)00:47:34
00:10:32 (279位)

(298位)00:37:02
00:10:23 (231位)

(296位)
01:03:40

00:17:38 (380位)

成澤 克俊 酒井 泰輔 米澤  拓也 外崎 孝道

294319位 チームばーん 松本 大輔

00:15:01 (264位) 00:29:07
00:14:06 (398位)

(381位) 01:03:47
00:15:15 (293位)

(319位)00:48:32
00:09:40 (186位)

(317位)00:38:52
00:09:45 (150位)

(338位)
01:03:47

00:15:01 (264位)

竹中 均 玉井 誠 佐藤 美千代 福井 登

287320位 チーム輩 堀 慎太郎

00:13:52 (165位) 00:30:03
00:16:11 (407位)

(394位) 01:03:49
00:12:34 ( 72位)

(320位)00:51:15
00:11:47 (356位)

(363位)00:39:28
00:09:25 (118位)

(354位)
01:03:49

00:13:52 (165位)

大高 健司 木村 敦夫 森田 彰彦 吉川 史朗

299321位 Foaky 荒木 健

00:14:29 (213位) 00:25:31
00:11:02 (310位)

(260位) 01:03:49
00:17:21 (378位)

(321位)00:46:28
00:10:10 (246位)

(267位)00:36:18
00:10:47 (274位)

(274位)
01:03:49

00:14:29 (213位)

大山 安理紗 藤田 竜也 山本 也恵 木本 徹二

207322位 社会起業大学A 井上 洋市朗

00:10:38 (  7位) 00:20:01
00:09:23 (132位)

( 23位) 01:03:50
00:14:04 (196位)

(322位)00:49:46
00:16:12 (407位)

(342位)00:33:34
00:13:33 (391位)

(150位)
01:03:50

00:10:38 (  7位)

木村 真人 岩井 千江美 中島 俊樹 細谷 耕路

40323位 FMジョージJr. 松本駿也

00:13:08 (104位) 00:23:26
00:10:18 (240位)

(153位) 01:03:56
00:15:29 (306位)

(323位)00:48:27
00:10:44 (290位)

(314位)00:37:43
00:14:17 (401位)

(316位)
01:03:56

00:13:08 (104位)

斎藤彰 古屋龍斗 柴崎大志 京田ｱﾘｻﾒｲ

276324位 AIS 日比 悠介

00:14:52 (251位) 00:26:40
00:11:48 (355位)

(314位) 01:04:04
00:14:34 (241位)

(324位)00:49:30
00:10:44 (290位)

(340位)00:38:46
00:12:06 (353位)

(336位)
01:04:04

00:14:52 (251位)

岩島 佳世 中 哲夫 鈴木 浩 関根 智史

389325位 ジャスミン茶 宇都 俊克

00:14:31 (219位) 00:24:37
00:10:06 (219位)

(214位) 01:04:05
00:17:59 (392位)

(325位)00:46:06
00:08:58 (111位)

(252位)00:37:08
00:12:31 (368位)

(299位)
01:04:05

00:14:31 (219位)

柴田 淳 前田 絵梨子 西尾 典晃 樫村 大



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

289326位 チームＢＯＣＯ 藤尾 征範

00:14:00 (177位) 00:25:16
00:11:16 (332位)

(249位) 01:04:08
00:16:50 (363位)

(326位)00:47:18
00:10:57 (308位)

(291位)00:36:21
00:11:05 (289位)

(276位)
01:04:08

00:14:00 (177位)

佐藤 慶典 山下 進也 脇坂 麻里 丹下 怜

296327位 FJD48 山田 ひかる

00:15:42 (314位) 00:26:20
00:10:38 (276位)

(300位) 01:04:08
00:17:11 (375位)

(327位)00:46:57
00:10:51 (301位)

(281位)00:36:06
00:09:46 (152位)

(265位)
01:04:08

00:15:42 (314位)

小林 友里 伊村 恵美 金丸 悠里 飛野 亜衣莉

360328位 SIKOTI2 石田 敦美

00:16:25 (348位) 00:27:09
00:10:44 (288位)

(329位) 01:04:12
00:16:52 (364位)

(328位)00:47:20
00:09:55 (216位)

(292位)00:37:25
00:10:16 (218位)

(305位)
01:04:12

00:16:25 (348位)

岡田 絵里子 鹿島 楓 丹野 智子 長島 みどり

143329位 チーム　ＵＮＯ 渡邊 直登

00:15:08 (274位) 00:27:31
00:12:23 (372位)

(343位) 01:04:12
00:13:47 (177位)

(329位)00:50:25
00:11:40 (350位)

(352位)00:38:45
00:11:14 (298位)

(335位)
01:04:12

00:15:08 (274位)

林 理奈 斉藤 良則 中村 はるか 石井 陽香

246330位 いちご組3 小柳 里実

00:14:16 (192位) 00:24:57
00:10:41 (282位)

(230位) 01:04:14
00:15:21 (295位)

(330位)00:48:53
00:12:27 (378位)

(325位)00:36:26
00:11:29 (314位)

(278位)
01:04:14

00:14:16 (192位)

川添 清香 長谷川 圭 鈴木 恵梨子 青柳 綾香

258331位 おやびん軍団 高原 生

00:13:13 (115位) 00:20:23
00:07:10 (  3位)

( 27位) 01:04:15
00:22:17 (407位)

(331位)00:41:58
00:11:33 (344位)

(101位)00:30:25
00:10:02 (186位)

( 40位)
01:04:15

00:13:13 (115位)

秋田 純子 橋本 誠紀 中郡 久雄 根岸 由佳

205332位 アクテ 櫻井 聡美

00:16:53 (361位) 00:27:45
00:10:52 (294位)

(348位) 01:04:21
00:14:53 (268位)

(332位)00:49:28
00:11:05 (316位)

(339位)00:38:23
00:10:38 (257位)

(332位)
01:04:21

00:16:53 (361位)

新井 真保 稲垣 利恵子 堀江 利津子 笹子 達弥

105333位 ワタミフードサービス株
式会社

亀本 伸彦

00:15:29 (306位) 00:29:50
00:14:21 (402位)

(392位) 01:04:22
00:15:25 (301位)

(333位)00:48:57
00:09:47 (199位)

(328位)00:39:10
00:09:20 (105位)

(346位)
01:04:22

00:15:29 (306位)

寺西 雄一 山内 一成 横原 あゆみ 吉田 良二

330334位 わかばチーム 中野 由美子

00:15:12 (280位) 00:25:12
00:10:00 (205位)

(246位) 01:04:27
00:13:10 (126位)

(334位)00:51:17
00:12:04 (365位)

(364位)00:39:13
00:14:01 (397位)

(348位)
01:04:27

00:15:12 (280位)

中村 詩子 星野 友絵 梅木 里佳 本澤 智子

221335位 iTSCOM② 小山田 寛史

00:15:27 (301位) 00:27:26
00:11:59 (361位)

(341位) 01:04:29
00:12:55 ( 99位)

(335位)00:51:34
00:09:52 (204位)

(366位)00:41:42
00:14:16 (400位)

(389位)
01:04:29

00:15:27 (301位)

大野 優 草野 絵美子 海沼 武志 熊野 竜介

98336位 チームリクルート 阿部 れな

00:14:52 (249位) 00:26:32
00:11:40 (347位)

(308位) 01:04:33
00:16:02 (336位)

(336位)00:48:31
00:10:23 (264位)

(315位)00:38:08
00:11:36 (321位)

(327位)
01:04:33

00:14:52 (249位)

神部 よしのぶ 西本 幸代 渡邊 日香里 ｼﾞｮｾﾌ ｼｭﾐｯﾄ

153337位 シューロくん（ＦＤＡ） 北原 史章

00:13:39 (147位) 00:25:32
00:11:53 (357位)

(261位) 01:04:37
00:14:44 (258位)

(337位)00:49:53
00:12:34 (380位)

(344位)00:37:19
00:11:47 (338位)

(303位)
01:04:37

00:13:39 (147位)

小谷 和弘 市野 正樹 渡邊 英雄 小濱 創平

110338位 WinWin選抜 清水 俊之

00:15:53 (325位) 00:28:28
00:12:35 (378位)

(371位) 01:04:41
00:14:35 (244位)

(338位)00:50:06
00:08:51 ( 96位)

(346位)00:41:15
00:12:47 (376位)

(380位)
01:04:41

00:15:53 (325位)

藤田 亮介 河北 守 冨田 修 崎本 高広

23339位 白組 川田 拓

00:14:28 (212位) 00:25:11
00:10:43 (285位)

(243位) 01:04:42
00:13:49 (179位)

(339位)00:50:53
00:12:42 (385位)

(357位)00:38:11
00:13:00 (385位)

(328位)
01:04:42

00:14:28 (212位)

大越 大造 岡田 裕美子 大浦 達 下館 英之

213340位 王子 藤田 諭

00:16:13 (341位) 00:27:22
00:11:09 (320位)

(337位) 01:04:49
00:13:51 (183位)

(340位)00:50:58
00:11:53 (361位)

(360位)00:39:05
00:11:43 (331位)

(344位)
01:04:49

00:16:13 (341位)

毛塚 智子 渡辺 久美子 村田 理紗 富樫 芽衣子

402341位 ナオミ－ズ 金田 沙織

00:17:31 (378位) 00:27:48
00:10:17 (238位)

(351位) 01:04:58
00:16:03 (337位)

(341位)00:48:55
00:10:59 (311位)

(327位)00:37:56
00:10:08 (201位)

(321位)
01:04:58

00:17:31 (378位)

堀 朋子 武田 明子 岡島 ひとみ 岡田 陽子

257342位 イエローテイル 落合 健一

00:17:03 (366位) 00:29:10
00:12:07 (364位)

(382位) 01:05:00
00:16:47 (360位)

(342位)00:48:13
00:09:52 (204位)

(311位)00:38:21
00:09:11 ( 92位)

(330位)
01:05:00

00:17:03 (366位)

新井 奈緒美 石田 紳一郎 米原 豊一 佐藤 大樹

9343位 イヌチーム 杉本武昭

00:16:29 (352位) 00:29:05
00:12:36 (379位)

(380位) 01:05:05
00:14:50 (263位)

(343位)00:50:15
00:10:05 (235位)

(350位)00:40:10
00:11:05 (289位)

(366位)
01:05:05

00:16:29 (352位)

高松健太郎 杉本満有子 柿本靖行 越山正観

62344位 美女とやゆう（やまもと
ゆう）

山本 友

00:13:26 (131位) 00:24:31
00:11:05 (315位)

(205位) 01:05:13
00:16:10 (343位)

(344位)00:49:03
00:12:09 (368位)

(331位)00:36:54
00:12:23 (362位)

(292位)
01:05:13

00:13:26 (131位)

辻 梨子 田中 真紀 高野 三千代 井上 礼子

300345位 Deaf 林原 弘道

00:13:38 (146位) 00:28:06
00:14:28 (403位)

(358位) 01:05:17
00:16:15 (347位)

(345位)00:49:02
00:11:26 (340位)

(330位)00:37:36
00:09:30 (129位)

(313位)
01:05:17

00:13:38 (146位)

鈴木 絢之 根岸 克薫 林田 夏海 樋口 祐樹

226346位 WSOFT♪ 斎藤 愛

00:14:26 (207位) 00:24:29
00:10:03 (214位)

(202位) 01:05:19
00:17:56 (389位)

(346位)00:47:23
00:11:14 (326位)

(295位)00:36:09
00:11:40 (325位)

(268位)
01:05:19

00:14:26 (207位)

渡邉 郁枝 太田 貴子 藤田 愛 高田 華代

399347位 EPS技術V３ 鎌田 繁典

00:18:01 (391位) 00:28:25
00:10:24 (252位)

(369位) 01:05:25
00:13:46 (176位)

(347位)00:51:39
00:12:03 (364位)

(369位)00:39:36
00:11:11 (295位)

(358位)
01:05:25

00:18:01 (391位)

金城 匠 松井 大介 柏谷 潤 ﾐﾝ ﾋﾞｮﾝｵﾝ

265348位 横田軍団 吉田 好春

00:14:38 (229位) 00:24:35
00:09:57 (195位)

(213位) 01:05:35
00:21:16 (404位)

(348位)00:44:19
00:10:30 (275位)

(191位)00:33:49
00:09:14 ( 97位)

(161位)
01:05:35

00:14:38 (229位)

深沢 展輝 櫻井 寿則 片桐 敏史 大和田 理史

114349位 Qカンズバー 水沢 力

00:15:50 (320位) 00:27:56
00:12:06 (363位)

(353位) 01:05:38
00:14:38 (252位)

(349位)00:51:00
00:10:32 (279位)

(361位)00:40:28
00:12:32 (370位)

(371位)
01:05:38

00:15:50 (320位)

石田 愛 佐々木 由起子 佐々木 良二 荒川 侑斗

67350位 Ａ 戸崎 博重

00:17:19 (372位) 00:26:24
00:09:05 ( 98位)

(303位) 01:05:39
00:16:12 (344位)

(350位)00:49:27
00:10:24 (266位)

(338位)00:39:03
00:12:39 (373位)

(343位)
01:05:39

00:17:19 (372位)

天野 琢也 大川 あいり 藤川 忠成 白國 秀典



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

339351位 チーム元起☆３ 長岡 徹也

00:17:13 (371位) 00:26:52
00:09:39 (163位)

(319位) 01:05:43
00:15:45 (321位)

(351位)00:49:58
00:09:12 (141位)

(345位)00:40:46
00:13:54 (395位)

(375位)
01:05:43

00:17:13 (371位)

寺田 洋平 草川 麻千子 岡崎 超 二宮 隆文

136352位 トレンドマイクロ５ 坂本 修司

00:17:41 (381位) 00:27:59
00:10:18 (240位)

(355位) 01:05:48
00:15:02 (280位)

(352位)00:50:46
00:08:35 ( 68位)

(356位)00:42:11
00:14:12 (399位)

(397位)
01:05:48

00:17:41 (381位)

布施 ﾍﾝﾘｰ 黒澤 萌 山本 勝也 凌 勇樹

396353位 smart24 金炅泰

00:16:26 (350位) 00:29:21
00:12:55 (392位)

(385位) 01:05:50
00:14:16 (218位)

(353位)00:51:34
00:10:08 (241位)

(366位)00:41:26
00:12:05 (351位)

(385位)
01:05:50

00:16:26 (350位)

成鐘和 許玉寅 周洪錫 ?映峻

13354位 ユニキャンＤ 守屋和彦

00:14:34 (223位) 00:25:04
00:10:30 (264位)

(235位) 01:05:55
00:16:44 (358位)

(354位)00:49:11
00:08:52 ( 99位)

(333位)00:40:19
00:15:15 (406位)

(367位)
01:05:55

00:14:34 (223位)

迫 まりあ 柳 匡裕 小菅淳一 岡村道夫

215355位 データリンクス 木本 文絵

00:14:52 (250位) 00:25:25
00:10:33 (271位)

(257位) 01:05:56
00:14:54 (270位)

(355位)00:51:02
00:13:53 (397位)

(362位)00:37:09
00:11:44 (333位)

(300位)
01:05:56

00:14:52 (250位)

久保 恵美 岡部 純子 北村 和子 北村 裕信

338356位 チーム元起☆２ 西宇 基

00:21:00 (405位) 00:30:38
00:09:38 (161位)

(400位) 01:05:58
00:13:15 (137位)

(356位)00:52:43
00:11:54 (362位)

(378位)00:40:49
00:10:11 (208位)

(376位)
01:05:58

00:21:00 (405位)

粂川 高広 池田 賢斗 加瀬 弓弦 金原 雄治

104357位 ワタミタクショウ株式会
社

石井 久

00:16:29 (352位) 00:28:08
00:11:39 (345位)

(359位) 01:06:00
00:13:45 (172位)

(357位)00:52:15
00:12:10 (370位)

(376位)00:40:05
00:11:57 (344位)

(364位)
01:06:00

00:16:29 (352位)

佐々木 純一 岩谷 隆志 藤田 千絵 藤田 瑞恵

316358位 ＡＫＢ４０ 武内 寛之

00:16:45 (358位) 00:27:51
00:11:06 (316位)

(352位) 01:06:04
00:16:52 (364位)

(358位)00:49:12
00:08:08 ( 30位)

(334位)00:41:04
00:13:13 (388位)

(377位)
01:06:04

00:16:45 (358位)

加藤 委久夫 庄田 達司 佐藤 繁喜 志村 公弥

22359位 紅組 畑山 浩二

00:15:05 (270位) 00:30:59
00:15:54 (406位)

(402位) 01:06:07
00:13:53 (186位)

(359位)00:52:14
00:10:53 (303位)

(375位)00:41:21
00:10:22 (228位)

(383位)
01:06:07

00:15:05 (270位)

石田 喜明 大久保 綾子 田村 健 渡辺 英樹

311360位 アガチャン本舗 市川 公之

00:16:07 (336位) 00:27:46
00:11:39 (345位)

(349位) 01:06:16
00:20:29 (402位)

(360位)00:45:47
00:09:41 (189位)

(241位)00:36:06
00:08:20 ( 28位)

(264位)
01:06:16

00:16:07 (336位)

萩原 悟志 菅野 秀典 細谷 研二 阿賀 大治

374361位 アテネＣＳ 斉藤 智

00:16:40 (357位) 00:27:02
00:10:22 (249位)

(326位) 01:06:30
00:17:59 (392位)

(361位)00:48:31
00:09:57 (220位)

(316位)00:38:34
00:11:32 (318位)

(333位)
01:06:30

00:16:40 (357位)

峯石 英治郎 長沢 博 井川 直也 大坂 朋也

132362位 トレンドマイクロ１ 野々下 幸治

00:16:09 (338位) 00:28:16
00:12:07 (364位)

(362位) 01:06:30
00:14:59 (277位)

(362位)00:51:31
00:10:16 (252位)

(365位)00:41:15
00:12:59 (382位)

(381位)
01:06:30

00:16:09 (338位)

中村 彩 野依 武司 渋谷 英作 橋爪 雅和

372363位 Junzo 寺岡 雅己

00:15:35 (309位) 00:27:39
00:12:04 (362位)

(345位) 01:06:39
00:17:00 (371位)

(363位)00:49:39
00:09:33 (177位)

(341位)00:40:06
00:12:27 (365位)

(365位)
01:06:39

00:15:35 (309位)

須磨 俊雄 山本 誠 鈴木 千沙 梶原 恒明

128364位 コクヨS&T チームNH 田地 祐造

00:17:44 (383位) 00:27:42
00:09:58 (198位)

(347位) 01:06:48
00:14:50 (263位)

(364位)00:51:58
00:12:32 (379位)

(371位)00:39:26
00:11:44 (333位)

(353位)
01:06:48

00:17:44 (383位)

徳江 賢之 野村 佳子 野村 優衣 野村 一成

19365位 チーム☆GENKI☆ 元起 一

00:21:00 (405位) 00:31:11
00:10:11 (226位)

(405位) 01:06:52
00:13:50 (182位)

(365位)00:53:02
00:11:17 (328位)

(384位)00:41:45
00:10:34 (247位)

(391位)
01:06:52

00:21:00 (405位)

加治屋 哲也 山内 直樹 西村 知之 渡邉 潤一

17366位 MIJS選抜Aチーム 安田 智広

00:16:54 (362位) 00:28:01
00:11:07 (317位)

(356位) 01:06:54
00:16:14 (346位)

(366位)00:50:40
00:11:24 (337位)

(354位)00:39:16
00:11:15 (300位)

(349位)
01:06:54

00:16:54 (362位)

山田 絵梨 駒井 拓央 内山 雄輝 内野 弘幸

303367位 Ｍｒ．胸毛 関口 龍馬

00:15:08 (275位) 00:24:45
00:09:37 (157位)

(221位) 01:07:06
00:16:56 (368位)

(367位)00:50:10
00:13:41 (396位)

(347位)00:36:29
00:11:44 (333位)

(279位)
01:07:06

00:15:08 (275位)

川地 英之 尾上 広介 坂本 浩一 岡田 昭彦

70368位 Vari♀（バリメス） 岡本 辰夫

00:17:47 (385位) 00:28:27
00:10:40 (280位)

(370位) 01:07:15
00:17:04 (373位)

(368位)00:50:11
00:11:18 (329位)

(348位)00:38:53
00:10:26 (238位)

(339位)
01:07:15

00:17:47 (385位)

山田 光則 佐久間 宏充 飛世 絵梨 渡邉 英嗣

115369位 ウサＱ 米川 正志

00:15:52 (324位) 00:27:30
00:11:38 (343位)

(342位) 01:07:24
00:16:29 (352位)

(369位)00:50:55
00:11:20 (335位)

(358位)00:39:35
00:12:05 (351位)

(357位)
01:07:24

00:15:52 (324位)

秋國 史裕 佐保 理奈 浦 聖治 野口 和俊

291370位 韋駄天 福村 志郎

00:15:21 (292位) 00:28:02
00:12:41 (384位)

(357位) 01:07:26
00:14:26 (227位)

(370位)00:53:00
00:12:18 (375位)

(383位)00:40:42
00:12:40 (374位)

(374位)
01:07:26

00:15:21 (292位)

天草 四郎時貞 ｼﾞｮﾝ 万次郎 天野 萌 倉島 進

47371位 rookiesその2（1stﾎｰﾙﾃ
ﾞｨﾝｸﾞｽ2012年度内定者
）

野村 明譲満

00:19:12 (402位) 00:30:27
00:11:15 (329位)

(398位) 01:07:32
00:16:55 (367位)

(371位)00:50:37
00:10:43 (289位)

(353位)00:39:54
00:09:27 (123位)

(362位)
01:07:32

00:19:12 (402位)

小泉 美奈子 千葉 秋絵 今中 沙紀 久保町ファーク太

171372位 チームOpen 明石 正彦

00:15:11 (279位) 00:26:51
00:11:40 (347位)

(318位) 01:07:34
00:16:38 (357位)

(372位)00:50:56
00:11:09 (321位)

(359位)00:39:47
00:12:56 (380位)

(361位)
01:07:34

00:15:11 (279位)

久保島 亜紀 鈴木 健一 柳沢 道子 竹井 芳郎

403373位 リッキーズ★ 舩木 鉄

00:16:26 (349位) 00:30:42
00:14:16 (401位)

(401位) 01:07:36
00:14:51 (265位)

(373位)00:52:45
00:12:09 (368位)

(379位)00:40:36
00:09:54 (170位)

(372位)
01:07:36

00:16:26 (349位)

斎藤 泰至 杉浦 亮輔 石野 大輔 田代 貴久

411374位 Care's 鈴木 愛花

00:18:35 (399位) 00:29:05
00:10:30 (264位)

(379位) 01:07:45
00:14:27 (230位)

(374位)00:53:18
00:12:52 (389位)

(389位)00:40:26
00:11:21 (307位)

(369位)
01:07:45

00:18:35 (399位)

牛田 裕介 遠藤 昌孝 小木 友里絵 今枝 房美

84375位 ブービー賞チーム 砂長宏子

00:15:57 (328位) 00:25:14
00:09:17 (119位)

(247位) 01:07:54
00:15:01 (279位)

(375位)00:52:53
00:15:41 (404位)

(382位)00:37:12
00:11:58 (346位)

(302位)
01:07:54

00:15:57 (328位)

武田 泰彰 千賀 行 古賀 妙子 氷川 広一



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

398376位 EPS技術２号 齋 明憲

00:16:22 (346位) 00:26:33
00:10:11 (226位)

(309位) 01:08:03
00:18:58 (398位)

(376位)00:49:05
00:11:06 (319位)

(332位)00:37:59
00:11:26 (311位)

(323位)
01:08:03

00:16:22 (346位)

末永 和秀 加藤 政仁 永井 琢磨 櫻井 貴明

54377位 ミラクルガールズ☆（た
まな食堂）

鈴野 真央

00:17:43 (382位) 00:28:58
00:11:15 (329位)

(377位) 01:08:10
00:15:49 (323位)

(377位)00:52:21
00:10:30 (275位)

(377位)00:41:51
00:12:53 (379位)

(394位)
01:08:10

00:17:43 (382位)

玉腰 由希 小川 陽子 三浦 史乃 仲谷 美乃里

290378位 ホンタイラ匠 宮里 圭

00:15:45 (315位) 00:28:21
00:12:36 (379位)

(367位) 01:08:17
00:15:30 (309位)

(378位)00:52:47
00:13:09 (392位)

(380位)00:39:38
00:11:17 (303位)

(360位)
01:08:17

00:15:45 (315位)

本城 聡美 ﾊｰﾚｰ ﾀﾞﾋﾞｯﾄｿﾝ 吉川 亜紀子 雲霧 仁左衛門

35379位 チームIBMロールキャ
ベツ女子

佐藤ひろみ

00:16:09 (339位) 00:29:21
00:13:12 (397位)

(386位) 01:08:25
00:14:48 (261位)

(379位)00:53:37
00:12:04 (365位)

(391位)00:41:33
00:12:12 (356位)

(387位)
01:08:25

00:16:09 (339位)

的場久美 増井弘子 平尾佳子 森みちる

280380位 TRSS 阿部 修

00:18:43 (400位) 00:28:29
00:09:46 (173位)

(372位) 01:08:34
00:16:58 (369位)

(380位)00:51:36
00:10:08 (241位)

(368位)00:41:28
00:12:59 (382位)

(386位)
01:08:34

00:18:43 (400位)

川勝 哲 松下 香織 松下 修 山﨑 美奈子

309381位 若手（仮） 白鳥 翔

00:14:17 (193位) 00:29:15
00:14:58 (405位)

(384位) 01:08:35
00:14:16 (218位)

(381位)00:54:19
00:14:14 (399位)

(397位)00:40:05
00:10:50 (277位)

(363位)
01:08:35

00:14:17 (193位)

郷司 良太 青砥 容美 成川 望 羽村 大地

73382位 R30★キラと一緒 前山 紘一郎

00:17:28 (376位) 00:30:20
00:12:52 (391位)

(397位) 01:09:00
00:15:09 (288位)

(382位)00:53:51
00:13:24 (393位)

(392位)00:40:27
00:10:07 (200位)

(370位)
01:09:00

00:17:28 (376位)

村林 弘規 岡 都美子 佐藤 仁美 南波 洸希

371383位 P2ゆるやか 田口 浩章

00:19:28 (403位) 00:29:31
00:10:03 (214位)

(387位) 01:09:04
00:16:58 (369位)

(383位)00:52:06
00:09:30 (171位)

(373位)00:42:36
00:13:05 (386位)

(399位)
01:09:04

00:19:28 (403位)

網代 英薫 松丸 芳紀 別府 寧 安部 友実子

150384位 ＩＳＦ-Ｂ
00:17:26 (374位) 00:29:04

00:11:38 (343位)
(378位) 01:09:08

00:17:13 (376位)
(384位)00:51:55

00:12:21 (376位)
(370位)00:39:34

00:10:30 (242位)
(356位)

01:09:08

00:17:26 (374位)

314385位 世界の島田 釜田 寛之

00:15:55 (326位) 00:30:05
00:14:10 (400位)

(395位) 01:09:09
00:15:58 (333位)

(385位)00:53:11
00:11:28 (342位)

(386位)00:41:43
00:11:38 (324位)

(390位)
01:09:09

00:15:55 (326位)

伊辺 光広 島田 聡弘 堀江 晋 長谷川 昇

334386位 愛美笑2005 西岡 勇示

00:22:13 (407位) 00:33:43
00:11:30 (341位)

(406位) 01:09:16
00:15:12 (290位)

(386位)00:54:04
00:10:12 (249位)

(394位)00:43:52
00:10:09 (202位)

(405位)
01:09:16

00:22:13 (407位)

大田 麻奈美 堅田 紀子 佐々木 洋子 藤井 啓

11387位 ユニキャンＢ 北村尚弘

00:15:15 (289位) 00:24:33
00:09:18 (122位)

(208位) 01:10:14
00:18:07 (394位)

(387位)00:52:07
00:14:35 (401位)

(374位)00:37:32
00:12:59 (382位)

(310位)
01:10:14

00:15:15 (289位)

本島 滝二郎 猪狩真澄 鈴木央梨美 石巻望

250388位 ISF名古屋 原田 茂生

00:14:30 (215位) 00:27:08
00:12:38 (381位)

(328位) 01:10:17
00:15:03 (282位)

(388位)00:55:14
00:16:04 (406位)

(399位)00:39:10
00:12:02 (348位)

(347位)
01:10:17

00:14:30 (215位)

小笠原 幹 五戸 智子 中瀬 誠実 岩崎 真也

167389位 シトリックス亀 須藤 学

00:17:50 (388位) 00:27:25
00:09:35 (150位)

(340位) 01:10:18
00:16:19 (349位)

(389位)00:53:59
00:12:39 (382位)

(393位)00:41:20
00:13:55 (396位)

(382位)
01:10:18

00:17:50 (388位)

林 健太郎 木村 裕之 橋本 洋 小柳津 裕子

364390位 BESTDAY 寺園 広子

00:17:31 (377位) 00:27:19
00:09:48 (177位)

(335位) 01:10:26
00:17:36 (382位)

(390位)00:52:50
00:11:42 (353位)

(381位)00:41:08
00:13:49 (394位)

(378位)
01:10:26

00:17:31 (377位)

井町 亮介 井町 留理子 井町 有志 栗林 二三子

10391位 ユニキャンＡ 飯塚佳代

00:15:40 (312位) 00:27:48
00:12:08 (368位)

(350位) 01:10:31
00:17:14 (377位)

(391位)00:53:17
00:11:06 (319位)

(388位)00:42:11
00:14:23 (402位)

(396位)
01:10:31

00:15:40 (312位)

藤田俊 小林 勇 砂上和隆 横山香

113392位 PPなでしこ 野田 朝子

00:18:29 (397位) 00:30:10
00:11:41 (349位)

(396位) 01:10:43
00:15:27 (304位)

(392位)00:55:16
00:12:35 (381位)

(400位)00:42:41
00:12:31 (368位)

(400位)
01:10:43

00:18:29 (397位)

水野 晴香 戸嶋 麻希 窪田 美枝 後藤 かおる

413393位 チームマイケル 岡本 梓

00:15:22 (295位) 00:28:19
00:12:57 (393位)

(366位) 01:11:05
00:19:01 (400位)

(393位)00:52:04
00:11:39 (349位)

(372位)00:40:25
00:12:06 (353位)

(368位)
01:11:05

00:15:22 (295位)

管谷 葉子 高橋 優子 根井 麻里子 柴田 祐香

34394位 IBM GB 4Q start dash 神田太郎

00:16:29 (351位) 00:31:02
00:14:33 (404位)

(403位) 01:11:55
00:17:04 (373位)

(394位)00:54:51
00:11:46 (354位)

(398位)00:43:05
00:12:03 (349位)

(401位)
01:11:55

00:16:29 (351位)

田中恵 二見裕子 松崎耕介 福田弘

12395位 ユニキャンＣ 服部一弘

00:22:38 (408位) 00:35:39
00:13:01 (394位)

(408位) 01:12:05
00:14:39 (254位)

(395位)00:57:26
00:08:06 ( 28位)

(404位)00:49:20
00:13:41 (393位)

(407位)
01:12:05

00:22:38 (408位)

藤井久美子 松平輝夫 三原毅 高橋宏明

14396位 ユニキャンＥ 迫 誠司

00:14:53 (253位) 00:27:00
00:12:07 (364位)

(325位) 01:12:40
00:15:17 (294位)

(396位)00:57:23
00:13:35 (395位)

(403位)00:43:48
00:16:48 (408位)

(404位)
01:12:40

00:14:53 (253位)

小松 洋文 松村道生 本島 ゆき 渡邊祐介

400397位 ツインズ 杉山 由展

00:17:11 (370位) 00:28:58
00:11:47 (354位)

(376位) 01:12:46
00:18:40 (396位)

(397位)00:54:06
00:12:41 (384位)

(395位)00:41:25
00:12:27 (365位)

(384位)
01:12:46

00:17:11 (370位)

浅野 健二郎 八方 亜依 本間 浩孝 渡沼 陽一

335398位 nn5358 松田 聡子

00:16:55 (363位) 00:29:45
00:12:50 (390位)

(391位) 01:13:01
00:19:30 (401位)

(398位)00:53:31
00:10:58 (310位)

(390位)00:42:33
00:12:48 (377位)

(398位)
01:13:01

00:16:55 (363位)

高山 郷美 富田 裕子 澤田 弥生 田中 歩未

125399位 チャンス！Aチーム 佐々木 泰輔

00:14:39 (231位) 00:27:18
00:12:39 (382位)

(334位) 01:13:15
00:19:00 (399位)

(399位)00:54:15
00:15:17 (402位)

(396位)00:38:58
00:11:40 (325位)

(340位)
01:13:15

00:14:39 (231位)

目黒 奈央 目黒 恭子 佐々木 萌絵 佐々木 和枝

6400位 見守り隊（教育本部） 本間 小百合

00:18:05 (393位) 00:30:29
00:12:24 (374位)

(399位) 01:13:43
00:15:56 (330位)

(400位)00:57:47
00:15:48 (405位)

(405位)00:41:59
00:11:30 (315位)

(395位)
01:13:43

00:18:05 (393位)

中戸川優子 成川房江 阪上麻理 中山 北斗



第1区(3km)

第2回NIPPON IT チャリティ駅伝　成績表

順位　

2011年10月2日（日）

No. チーム名 記録 第2区(2km) 第3区(2km) 第4区(2km) 第5区(3km)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

古市場陸上競技場周辺周回コース(全長12km)

323401位 レインボーズ 岩松 晴代

00:16:51 (360位) 00:29:31
00:12:40 (383位)

(388位) 01:14:08
00:21:04 (403位)

(401位)00:53:04
00:11:18 (329位)

(385位)00:41:46
00:12:15 (357位)

(392位)
01:14:08

00:16:51 (360位)

福田 悦子 石原 浩美 角田 和子 鈴木 泰子

284402位 全力でゆったり 中西 春菜

00:18:35 (398位) 00:28:11
00:09:36 (154位)

(360位) 01:14:55
00:21:44 (405位)

(402位)00:53:11
00:11:37 (347位)

(387位)00:41:34
00:13:23 (389位)

(388位)
01:14:55

00:18:35 (398位)

林 敦 林 章子 木元 栄子 下川原 彩

293403位 チームバーン 小手川 雄彦

00:18:25 (396位) 00:28:38
00:10:13 (232位)

(374位) 01:15:11
00:17:58 (390位)

(403位)00:57:13
00:15:23 (403位)

(402位)00:41:50
00:13:12 (387位)

(393位)
01:15:11

00:18:25 (396位)

村井 克規 馬場 和幸 国松 俊郎 中村 尚

151404位 ＩＳＦ-Ｃ
00:17:05 (368位) 00:35:07

00:18:02 (408位)
(407位) 01:16:32

00:14:35 (244位)
(404位)01:01:57

00:11:36 (345位)
(408位)00:50:21

00:15:14 (405位)
(408位)

01:16:32

00:17:05 (368位)

247405位 コタツとミカン 鈴木 優翔

00:20:11 (404位) 00:31:04
00:10:53 (296位)

(404位) 01:17:47
00:17:26 (379位)

(405位)01:00:21
00:12:42 (385位)

(406位)00:47:39
00:16:35 (407位)

(406位)
01:17:47

00:20:11 (404位)

石井 誠 鈴木 夢咲 鈴木 裕美 鈴木 智樹

126406位 チャンス！Bチーム 水飼 恵理

00:17:04 (367位) 00:29:53
00:12:49 (388位)

(393位) 01:18:00
00:16:05 (339位)

(406位)01:01:55
00:18:36 (408位)

(407位)00:43:19
00:13:26 (390位)

(402位)
01:18:00

00:17:04 (367位)

高橋 芽生奈 高橋 奈津子 水飼 清楓 水飼 俊秀

415407位 ダイバーシティ 島 佳代子

00:15:46 (316位) 00:28:16
00:12:30 (377位)

(363位) 01:19:12
00:22:09 (406位)

(407位)00:57:03
00:13:34 (394位)

(401位)00:43:29
00:15:13 (404位)

(403位)
01:19:12

00:15:46 (316位)

柿沼 英輔 斎藤 雄諒 堀込 陸 成澤 俊輔


