
■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録

0:08:52 (2) 0:18:19 (2) 0:27:48 (2) 0:36:59 (2) 0:46:03 (1)

一般の部 (1) 8:52 (2) 9:27 (3) 9:29 (2) 9:11 (1) 9:04 (2)

0:08:32 (1) 0:17:50 (1) 0:27:05 (1) 0:36:57 (1) 0:46:19 (2)

一般の部 (2) 8:32 (1) 9:18 (1) 9:15 (1) 9:52 (3) 9:22 (3)

0:08:53 (3) 0:19:45 (4) 0:29:21 (4) 0:39:03 (4) 0:47:56 (3)

一般の部 (3) 8:53 (3) 10:52 (8) 9:36 (3) 9:42 (2) 8:53 (1)

0:09:13 (4) 0:18:56 (3) 0:29:01 (3) 0:38:54 (3) 0:49:35 (4)

一般の部 (4) 9:13 (4) 9:43 (4) 10:05 (5) 9:53 (4) 10:41 (10)

0:10:31 (12) 0:21:47 (8) 0:31:25 (5) 0:42:04 (5) 0:52:22 (5)

IT企業の部 (1) 10:31 (12) 11:16 (11) 9:38 (4) 10:39 (8) 10:18 (6)

0:10:01 (6) 0:21:32 (7) 0:32:50 (7) 0:44:17 (6) 0:55:34 (6)

IT企業の部 (2) 10:01 (6) 11:31 (17) 11:18 (7) 11:27 (13) 11:17 (23)

0:09:23 (5) 0:20:05 (5) 0:33:40 (8) 0:44:17 (7) 0:56:24 (7)

IT企業の部 (3) 9:23 (5) 10:42 (5) 13:35 (102) 10:37 (6) 12:07 (59)

0:10:24 (10) 0:22:21 (10) 0:34:00 (9) 0:46:03 (9) 0:56:34 (8)

IT企業の部 (4) 10:24 (10) 11:57 (29) 11:39 (10) 12:03 (22) 10:31 (8)

0:10:37 (14) 0:22:34 (12) 0:36:02 (14) 0:46:59 (11) 0:57:20 (9)

一般の部 (5) 10:37 (14) 11:57 (28) 13:28 (96) 10:57 (10) 10:21 (7)

0:11:18 (25) 0:20:37 (6) 0:32:16 (6) 0:44:54 (8) 0:58:03 (10)

IT企業の部 (5) 11:18 (25) 9:19 (2) 11:39 (11) 12:38 (51) 13:09 (156)

0:11:40 (33) 0:23:45 (17) 0:36:12 (15) 0:48:13 (14) 0:59:16 (11)

IT企業の部 (6) 11:40 (33) 12:05 (35) 12:27 (30) 12:01 (20) 11:03 (16)

0:11:52 (43) 0:22:41 (14) 0:34:35 (11) 0:47:32 (12) 0:59:21 (12)

IT企業の部 (7) 11:52 (43) 10:49 (6) 11:54 (17) 12:57 (70) 11:49 (39)

0:11:42 (35) 0:24:08 (24) 0:36:14 (16) 0:48:03 (13) 0:59:28 (13)

IT企業の部 (8) 11:42 (35) 12:26 (49) 12:06 (21) 11:49 (17) 11:25 (26)

0:11:02 (21) 0:21:53 (9) 0:35:37 (13) 0:49:25 (15) 1:00:39 (14)

IT企業の部 (9) 11:02 (21) 10:51 (7) 13:44 (114) 13:48 (136) 11:14 (21)

0:12:34 (81) 0:23:59 (21) 0:38:07 (30) 0:50:13 (20) 1:00:46 (15)

IT企業の部 (10) 12:34 (81) 11:25 (13) 14:08 (149) 12:06 (28) 10:33 (9)

0:10:58 (19) 0:22:37 (13) 0:34:13 (10) 0:46:42 (10) 1:01:01 (16)

IT企業の部 (11) 10:58 (19) 11:39 (20) 11:36 (9) 12:29 (42) 14:19 (283)

0:12:44 (99) 0:24:17 (26) 0:36:23 (17) 0:49:35 (16) 1:01:13 (17)

IT企業の部 (12) 12:44 (99) 11:33 (18) 12:06 (20) 13:12 (81) 11:38 (32)

0:11:55 (47) 0:24:54 (39) 0:37:33 (23) 0:50:37 (23) 1:01:33 (18)

IT企業の部 (13) 11:55 (47) 12:59 (70) 12:39 (43) 13:04 (77) 10:56 (15)

0:10:52 (17) 0:24:47 (38) 0:37:42 (25) 0:49:55 (17) 1:02:26 (19)

IT企業の部 (14) 10:52 (17) 13:55 (132) 12:55 (54) 12:13 (32) 12:31 (91)

0:11:38 (31) 0:24:41 (34) 0:38:16 (32) 0:50:32 (22) 1:02:52 (20)

IT企業の部 (15) 11:38 (31) 13:03 (75) 13:35 (101) 12:16 (34) 12:20 (73)

0:10:22 (9) 0:22:31 (11) 0:35:00 (12) 0:50:01 (18) 1:02:58 (21)

一般の部 (6) 10:22 (9) 12:09 (39) 12:29 (34) 15:01 (286) 12:57 (137)

0:12:25 (73) 0:25:59 (61) 0:38:53 (37) 0:51:38 (27) 1:03:02 (22)

IT企業の部 (16) 12:25 (73) 13:34 (108) 12:54 (52) 12:45 (57) 11:24 (25)

0:12:25 (72) 0:23:55 (20) 0:36:53 (18) 0:51:42 (29) 1:03:07 (23)

IT企業の部 (17) 12:25 (72) 11:30 (14) 12:58 (57) 14:49 (264) 11:25 (27)

0:12:51 (117) 0:25:59 (60) 0:39:55 (59) 0:51:59 (33) 1:03:37 (24)

IT企業の部 (18) 12:51 (117) 13:08 (79) 13:56 (135) 12:04 (25) 11:38 (33)

0:11:42 (34) 0:26:03 (67) 0:41:15 (95) 0:52:41 (41) 1:03:37 (25)

一般の部 (7) 11:42 (34) 14:21 (174) 15:12 (262) 11:26 (12) 10:56 (14)

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

1 40 0:46:03

チームモント

斎藤 雄太郎 伴 卓磨 中里 綾介 渡辺 修 吉田 潤

2 4

DASEWA

0:46:19

斉藤 太一 澤田 慎治 原 正希 三戸 格 丸尾 祐矢

3 243

酒井根走遊会

0:47:56

谷本 啓剛 影山 淳一 秋葉 直人 藤田 達也 伊藤 和麻

4 17

モロモローズ

0:49:35

川嶋 洋平 要 雄喜 金子 隼輔 伴 友樹 神山 歩相名

5 616

チームT.K.

0:52:22

松岡 祐輝 坂本 直樹 目崎 祐司 朴田 明央 黒岩 英高

6 305

YRL駅伝部Aチーム

0:55:34

三須 崇徳 金川 太一 高橋 亮造 安部 倫夫 木村 征樹

7 268

No.1

0:56:24

平 健吾 谷口 章 小野寺 耕 高橋 怜 丹羽 英史

8 296

masasoA

0:56:34

小出 智之 池田 充利 小澤 隆史 山上 邦彦 山崎 洋史

9 238

古河電工駅伝部

0:57:20

石川 陽三 末松 克輝 白井 寛子 奈良 一孝 梶原 康嗣

10 3

アット東京

0:58:03

稲葉 亨 小西 亘 内山 源一 丸山 健一 上田 一成

11 429

DIVA-１

0:59:16

原口 浩一郎 春日 尚義 森川 徹治 西澤 幹雄 瀬下 達也

12 100

油風呂

0:59:21

桜井 裕也 高橋 周平 村上 健介 梅村 宏 寺尾 司

13 235

MCF+DOI

0:59:28

土井 聡 猪上 太 佐藤 健伍 入交 俊行 内田 雅也

14 653

TAKT-K

1:00:39

後藤 祐太 椎谷 肇 鈴木 隆之 渡辺 誠 斉藤 吉則

15 503

EHB48

1:00:46

清水 義和 又村 清和 渡辺 正信 中村 裕 大木 崇嘉

16 54

日創工業

1:01:01

横山 賢太郎 酒井 謙介 奥田 赳史 嶋崎 慎吾 関口 弘隆

17 702

アプレッソ

1:01:13

吉田 哲也 脇野 寛洋 小野 和俊 金井 謙一 佐々木 健二

18 434

TSH選抜Ａ

1:01:33

原田 脩平 八重尾 俊壽 牛久 晋佑 上野 啓二 宮本 慶治

19 703

ウイングアーク 営業選抜

1:02:26

川村 洋平 伊藤 一矢 久我 温紀 水島 健人 田中 拓

20 466

ARC

1:02:52

高橋 秀人 沼倉 紀康 山川 大二 冨永 大樹 太田 貴之

21 257

夢∞幻

1:02:58

西岡 直樹 鈴木 誠 古知屋 悠二 西岡 樹輝 佐藤 優

22 470

チャラりーまん

1:03:02

市村 雄 砂田 暁 石橋 慎也 青井 裕之 川原 英明

23 691

チームアドソル日進

1:03:07

村田 耕一郎 松尾 智治 安保 俊作 DANG ANH TUAN 竹中 道忠

24 37

UOSベスト

1:03:37

藤田 洋一郎 治田 利男 吉海 裕美 中島 敏夫 小川 誠

25 632

SMP南相馬A

1:03:37

山内 和彦 山本 新 山内 翔太郎 五十嵐 祐二 橋本 賢人

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:13:24 (173) 0:28:12 (171) 0:40:45 (81) 0:51:22 (25) 1:03:44 (26)

IT企業の部 (19) 13:24 (173) 14:48 (214) 12:33 (38) 10:37 (7) 12:22 (79)

0:15:12 (339) 0:29:09 (235) 0:40:04 (62) 0:51:39 (28) 1:04:10 (27)

IT企業の部 (20) 15:12 (339) 13:57 (134) 10:55 (6) 11:35 (14) 12:31 (90)

0:12:20 (64) 0:25:54 (58) 0:38:55 (38) 0:51:45 (31) 1:04:15 (28)

IT企業の部 (21) 12:20 (64) 13:34 (109) 13:01 (60) 12:50 (62) 12:30 (87)

0:12:28 (76) 0:24:29 (30) 0:37:24 (20) 0:51:55 (32) 1:04:16 (29)

IT企業の部 (22) 12:28 (76) 12:01 (31) 12:55 (53) 14:31 (228) 12:21 (78)

0:11:58 (49) 0:25:25 (46) 0:37:44 (26) 0:50:15 (21) 1:04:18 (30)

一般の部 (8) 11:58 (49) 13:27 (97) 12:19 (25) 12:31 (43) 14:03 (255)

0:12:12 (56) 0:24:19 (27) 0:37:59 (28) 0:53:22 (54) 1:04:28 (31)

IT企業の部 (23) 12:12 (56) 12:07 (36) 13:40 (109) 15:23 (320) 11:06 (18)

0:12:19 (62) 0:24:42 (36) 0:37:24 (21) 0:51:38 (26) 1:04:34 (32)

IT企業の部 (24) 12:19 (62) 12:23 (47) 12:42 (48) 14:14 (183) 12:56 (133)

0:12:00 (52) 0:24:02 (23) 0:38:02 (29) 0:52:48 (43) 1:04:45 (33)

IT企業の部 (25) 12:00 (52) 12:02 (33) 14:00 (141) 14:46 (257) 11:57 (44)

0:13:02 (140) 0:27:50 (147) 0:41:08 (90) 0:53:23 (55) 1:04:56 (34)

IT企業の部 (26) 13:02 (140) 14:48 (213) 13:18 (78) 12:15 (33) 11:33 (30)

0:13:07 (149) 0:25:58 (59) 0:38:26 (35) 0:52:37 (39) 1:04:57 (35)

IT企業の部 (27) 13:07 (149) 12:51 (62) 12:28 (32) 14:11 (181) 12:20 (76)

0:13:03 (141) 0:25:26 (47) 0:39:25 (44) 0:52:39 (40) 1:04:59 (36)

IT企業の部 (28) 13:03 (141) 12:23 (48) 13:59 (139) 13:14 (83) 12:20 (72)

0:13:25 (178) 0:26:29 (82) 0:39:51 (56) 0:52:25 (35) 1:05:10 (37)

IT企業の部 (29) 13:25 (178) 13:04 (77) 13:22 (85) 12:34 (46) 12:45 (112)

0:12:52 (120) 0:24:22 (28) 0:39:11 (41) 0:52:28 (36) 1:05:10 (38)

IT企業の部 (30) 12:52 (120) 11:30 (16) 14:49 (220) 13:17 (87) 12:42 (107)

0:11:36 (30) 0:23:32 (15) 0:38:23 (34) 0:52:31 (38) 1:05:19 (39)

IT企業の部 (31) 11:36 (30) 11:56 (26) 14:51 (225) 14:08 (174) 12:48 (118)

0:12:02 (53) 0:24:33 (32) 0:38:42 (36) 0:52:51 (45) 1:05:21 (40)

IT企業の部 (32) 12:02 (53) 12:31 (50) 14:09 (151) 14:09 (176) 12:30 (86)

0:12:21 (65) 0:24:41 (35) 0:37:33 (22) 0:50:51 (24) 1:05:22 (41)

IT企業の部 (33) 12:21 (65) 12:20 (46) 12:52 (51) 13:18 (89) 14:31 (300)

0:12:36 (85) 0:26:08 (72) 0:39:03 (39) 0:52:49 (44) 1:05:25 (42)

IT企業の部 (34) 12:36 (85) 13:32 (105) 12:55 (55) 13:46 (132) 12:36 (100)

0:12:25 (70) 0:26:12 (75) 0:39:34 (48) 0:53:29 (57) 1:05:26 (43)

IT企業の部 (35) 12:25 (70) 13:47 (123) 13:22 (84) 13:55 (155) 11:57 (46)

0:11:30 (27) 0:23:45 (18) 0:37:22 (19) 0:50:07 (19) 1:05:28 (44)

IT企業の部 (36) 11:30 (27) 12:15 (43) 13:37 (105) 12:45 (58) 15:21 (361)

0:14:35 (290) 0:26:49 (94) 0:39:29 (45) 0:55:27 (102) 1:05:37 (45)

IT企業の部 (37) 14:35 (290) 12:14 (42) 12:40 (45) 15:58 (359) 10:10 (5)

0:11:16 (24) 0:26:21 (77) 0:38:19 (33) 0:51:43 (30) 1:05:40 (46)

一般の部 (9) 11:16 (24) 15:05 (237) 11:58 (18) 13:24 (96) 13:57 (241)

0:14:58 (319) 0:26:40 (89) 0:39:48 (53) 0:53:57 (65) 1:05:47 (47)

IT企業の部 (38) 14:58 (319) 11:42 (23) 13:08 (69) 14:09 (177) 11:50 (41)

0:14:51 (313) 0:26:07 (71) 0:39:30 (46) 0:53:22 (53) 1:05:56 (48)

IT企業の部 (39) 14:51 (313) 11:16 (10) 13:23 (88) 13:52 (144) 12:34 (97)

0:12:53 (124) 0:26:43 (91) 0:41:31 (108) 0:53:35 (59) 1:06:02 (49)

IT企業の部 (40) 12:53 (124) 13:50 (127) 14:48 (219) 12:04 (26) 12:27 (82)

0:14:20 (253) 0:27:26 (125) 0:40:23 (72) 0:53:02 (48) 1:06:05 (50)

IT企業の部 (41) 14:20 (253) 13:06 (78) 12:57 (56) 12:39 (53) 13:03 (146)

26 62

OJM_RUN

1:03:44

土屋 慶太郎 小野関 俊介 長谷川 亮 松田 明人 簗島 一晃

27 504

BIG☆WAVE

1:04:10

石原 健也 北村 翔太 大波 賢一 土岐 直人 奥平 典弘

28 16

フォーカスズ

1:04:15

前田 浩一 土手 隆博 榊原 雅和 山根 勝彦 桑田 友明

29 298

チーム『アンチェイン』

1:04:16

川島  篤 吉福 雅浩 矢吹 克宏 永井 聖也 中村 英太

30 727

Let's 円 joy

1:04:18

円城寺 征人 服部 文恵 緒方 大介 永田 卓也 岡本 淳宏

31 313

ネットサーファー

1:04:28

作山 厚 及川 和宏 田邉 愛美 真田 安秀 望月 亮佑

32 307

応仁のRun

1:04:34

橋本 健 黒田 拓弥 朝倉 潤 岡部 裕貴 武居 佑太

33 507

ALSI あっぷてぇど

1:04:45

先生 卓司 赤澤 義仁 山崎 宗一郎 川﨑 成海 武井 順也

34 136

DMC

1:04:56

村尾 冬斗 鈴木 勇三 内田 匡洋 松居 浩史 川崎 達也

35 301

TRC Aチーム

1:04:57

平田 裕士 遠藤 俊洋 仲井 健太 渋谷 真二 橋山 和弘

36 473

住友電設

1:04:59

石崎 栄 吉岡 慎一 日美 達男 佐藤 秀夫 難波 伸治

37 655

IBM流通A

1:05:10

渡辺 久倫 井出 学 杉林 達 坂本 大輔 伊藤　昇

38 607

NetSTAR

1:05:10

藤田 剛知 高木　実 山崎 晋吾 針村 一成 竹村 昌貴

39 510

NM第五統括

1:05:19

中村 塁 神岡 健 原田 耕介 梅本 興円 中村 智弘

40 271

俺たちゃピエロ

1:05:21

坂井 孝行 村上 知 竹村 康弘 土生 友来 斉藤 翔太

41 488

IBM松崎4組

1:05:22

矢内 次郎 酒井 邦嘉 吉田 慧仁 安部 雅彦 山田 健一

42 13

エスコAKB

1:05:25

佐藤 勇二 小川 武 澤 政良 名和田 義紀 竹垣 健二

43 81

芝浦駅伝部第一

1:05:26

沼田 善之 阿由葉 竜太 小川 淳一 芝田 健 武波 健

44 95

TAMマラソン部

1:05:28

盛田 徹 谷井 知則 浅見 正和 小倉 政彦 田中 佑介

45 251

XEAい組

1:05:37

河上 徹太郎 須藤 駿介 杉山 慶子 畑佐 公毅 大宮 英紀

46 128

神田外語大学

1:05:40

小林 悟 真家 崚 秋元 晃 小澤 颯人 岸 直弥

47 39

千葉ＮＴ★ＲＣ

1:05:47

高木 豪 山口 城照 角田 祐規 小宮 仁太 中村 公裕

48 492

USE

1:05:56

大間 俊 谷本 裕樹 杉村 直樹 木村 太一 山見 容三

49 5

ＦＭランナーＡ

1:06:02

河田 勝志 川口 旦 問谷 富美男 七条 勇季 植木 泰貴

50 489

守谷木工所

1:06:05

福田 一就 守谷 猛 北村 航 男谷 太祐 伊藤 岳治



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:11:43 (36) 0:24:59 (40) 0:38:12 (31) 0:52:30 (37) 1:06:17 (51)

IT企業の部 (42) 11:43 (36) 13:16 (87) 13:13 (72) 14:18 (199) 13:47 (221)

0:13:58 (222) 0:27:06 (111) 0:40:47 (83) 0:52:10 (34) 1:06:18 (52)

IT企業の部 (43) 13:58 (222) 13:08 (80) 13:41 (111) 11:23 (11) 14:08 (266)

0:11:53 (44) 0:27:26 (124) 0:41:22 (101) 0:53:54 (64) 1:06:24 (53)

IT企業の部 (44) 11:53 (44) 15:33 (293) 13:56 (136) 12:32 (44) 12:30 (88)

0:12:50 (111) 0:27:07 (112) 0:41:59 (127) 0:54:07 (70) 1:06:27 (54)

IT企業の部 (45) 12:50 (111) 14:17 (166) 14:52 (228) 12:08 (30) 12:20 (74)

0:12:00 (51) 0:25:10 (41) 0:41:15 (94) 0:54:45 (85) 1:06:28 (55)

一般の部 (10) 12:00 (51) 13:10 (83) 16:05 (339) 13:30 (103) 11:43 (37)

0:13:18 (161) 0:27:38 (132) 0:40:16 (65) 0:53:36 (60) 1:06:36 (56)

IT企業の部 (46) 13:18 (161) 14:20 (173) 12:38 (41) 13:20 (92) 13:00 (141)

0:14:24 (264) 0:26:37 (87) 0:39:41 (51) 0:53:17 (52) 1:06:36 (57)

IT企業の部 (47) 14:24 (264) 12:13 (40) 13:04 (65) 13:36 (112) 13:19 (169)

0:14:54 (317) 0:28:06 (164) 0:41:27 (106) 0:54:17 (74) 1:06:42 (58)

IT企業の部 (48) 14:54 (317) 13:12 (84) 13:21 (82) 12:50 (64) 12:25 (81)

0:12:52 (118) 0:27:40 (134) 0:42:21 (141) 0:56:00 (119) 1:06:46 (59)

一般の部 (11) 12:52 (118) 14:48 (215) 14:41 (207) 13:39 (116) 10:46 (11)

0:12:39 (89) 0:27:46 (143) 0:39:53 (57) 0:54:00 (67) 1:06:48 (60)

IT企業の部 (49) 12:39 (89) 15:07 (242) 12:07 (22) 14:07 (170) 12:48 (119)

0:13:01 (138) 0:25:53 (57) 0:40:55 (87) 0:52:53 (46) 1:06:54 (61)

IT企業の部 (50) 13:01 (138) 12:52 (64) 15:02 (245) 11:58 (19) 14:01 (248)

0:15:04 (329) 0:27:50 (146) 0:41:36 (110) 0:54:11 (73) 1:06:54 (62)

一般の部 (12) 15:04 (329) 12:46 (58) 13:46 (115) 12:35 (48) 12:43 (109)

0:15:05 (332) 0:28:56 (217) 0:40:46 (82) 0:55:17 (96) 1:06:54 (63)

IT企業の部 (51) 15:05 (332) 13:51 (129) 11:50 (16) 14:31 (231) 11:37 (31)

0:13:05 (144) 0:24:35 (33) 0:37:34 (24) 0:52:46 (42) 1:07:07 (64)

IT企業の部 (52) 13:05 (144) 11:30 (15) 12:59 (58) 15:12 (301) 14:21 (288)

0:11:50 (41) 0:25:29 (50) 0:41:44 (115) 0:54:38 (84) 1:07:10 (65)

一般の部 (13) 11:50 (41) 13:39 (114) 16:15 (348) 12:54 (66) 12:32 (93)

0:14:04 (233) 0:27:00 (102) 0:40:40 (80) 0:53:07 (49) 1:07:11 (66)

IT企業の部 (53) 14:04 (233) 12:56 (67) 13:40 (107) 12:27 (40) 14:04 (258)

0:12:31 (79) 0:25:48 (55) 0:40:21 (70) 0:54:20 (78) 1:07:14 (67)

IT企業の部 (54) 12:31 (79) 13:17 (88) 14:33 (193) 13:59 (158) 12:54 (129)

0:15:14 (343) 0:28:44 (201) 0:42:31 (146) 0:55:00 (91) 1:07:15 (68)

IT企業の部 (55) 15:14 (343) 13:30 (101) 13:47 (117) 12:29 (41) 12:15 (65)

0:12:51 (114) 0:25:43 (54) 0:39:34 (47) 0:53:58 (66) 1:07:21 (69)

IT企業の部 (56) 12:51 (114) 12:52 (63) 13:51 (125) 14:24 (215) 13:23 (174)

0:16:07 (408) 0:28:04 (162) 0:40:29 (74) 0:54:19 (77) 1:07:21 (70)

IT企業の部 (57) 16:07 (408) 11:57 (27) 12:25 (27) 13:50 (138) 13:02 (144)

0:12:52 (119) 0:24:44 (37) 0:39:56 (60) 0:52:56 (47) 1:07:32 (71)

IT企業の部 (58) 12:52 (119) 11:52 (25) 15:12 (261) 13:00 (73) 14:36 (306)

0:12:27 (75) 0:26:28 (81) 0:40:21 (69) 0:53:07 (50) 1:07:34 (72)

IT企業の部 (59) 12:27 (75) 14:01 (140) 13:53 (127) 12:46 (59) 14:27 (295)

0:10:50 (16) 0:26:06 (69) 0:41:52 (119) 0:55:16 (95) 1:07:36 (73)

一般の部 (14) 10:50 (16) 15:16 (255) 15:46 (317) 13:24 (97) 12:20 (75)

0:11:54 (46) 0:28:44 (202) 0:40:19 (66) 0:53:54 (63) 1:07:37 (74)

一般の部 (15) 11:54 (46) 16:50 (411) 11:35 (8) 13:35 (110) 13:43 (210)

0:13:06 (148) 0:26:06 (70) 0:42:06 (132) 0:54:53 (88) 1:07:41 (75)

IT企業の部 (60) 13:06 (148) 13:00 (71) 16:00 (333) 12:47 (60) 12:48 (117)

51 442

五反田ビーズ

1:06:17

斎藤 寛 野村 周平 平尾 浩一 杉山 拓未 田邊 賢一

52 730

ゴールデン ウイングス

1:06:18

近藤 全記 東島 匠 野口　高成 六反　学 荒井和也

53 242

森本ドドンパ

1:06:24

山本 智史 丹後 春香 平野 恭祐 池淵 慶 坂口 卓朗

54 18

シトリックス虎

1:06:27

浜野 哲也 本田 俊哉 鴨打 英明 柳瀬 央 岡本 隆浩

55 447

ＪＧＳ

1:06:28

三浦 晃佑 斉藤 勇馬 占部 さやか 松見 達也 須山 真樹

56 1

Tadaima

1:06:36

松田 直英 中村 重之 巽 恵愛 仁科 昌治 関 敏

57 302

TRC Cチーム

1:06:36

阿部 佑樹 林 祐麻 谷口 卓也 柴田 健一 河又 大和

58 414

comnet

1:06:42

勝部 学 市田 毅 山中 俊夫 榊原 久仁子 小山 哲司

59 248

IWATAN2

1:06:46

横田 早世 萩原 純平 若林沙織 沙織 藤井 香澄 今村 友香

60 281

チームS

1:06:48

梶原 雅臣 塩月 達也 小鷹 正信 櫻井 尚 西川 大

61 624

fy10s

1:06:54

高橋 亮介 永田 隆士 村上 泰 小犬丸 隼啓 巻田 悠達

62 683

魔羅連

1:06:54

石塚 陽祐 広海 登汐 新井 雄大 相澤 秀樹 高木 秀剛

63 495

ボーイズ

1:06:54

仲宗根 輝弥 福島 央之 川島 彰人 石川 翔太郎 大谷 侑

64 517

SDB48

1:07:07

木村 圭介 須山 拓也 元嶋 拓也 福島 仁 窪田 涼作

65 48

ジャプリS5

1:07:10

米本 恵樹 清田 守人 今井 彼方 米積 毅 田中 秀直

66 684

teamWG

1:07:11

中田 圭一 加藤 ジャクソン 佐藤 隆昭 佐久間 健太 中屋敷 龍太郎

67 131

チーム破廉恥

1:07:14

清水 巧次郎 川緑 啓介 山本 健太 大楽 恭平 尹 成大

68 297

をとこまゑ

1:07:15

安原 和喜 堀 大祐 甲斐田 博士 丸尾 和幸 井上 公夫

69 428

p_ＤＩＶＡ

1:07:21

大川 千仁 安里 憲彦 佐藤 梓巳 上田 誠 山下 直哉

70 720

SGシステムB

1:07:21

小此木 雄樹 廣川 智司 川瀬　信一 玉川 健次 堀田 勝宏

71 221

masasoC

1:07:32

古沢 元揮 白石 亜寿佳 中根 純子 重森 宏之 不破 敬浩

72 278

FVL内定者2

1:07:34

新井 圭治 東 浩輝 大竹 裕貴 高橋 洵也 城福 達也

73 94

パソナ恵比寿

1:07:36

渡辺 義明 田中 弘毅 奥田 悠美 武田 一臣 飯田 健史

74 404

ケアフィットA

1:07:37

佐竹 麗子 酒井 勇治 石神 航 草場 健太 冨樫 正義

75 494

ヤンチャーズ

1:07:41

古吟 和人 藤田 怜 市川 龍寿 真下 明之 金井 将大



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:11:08 (23) 0:24:01 (22) 0:37:49 (27) 0:55:03 (92) 1:07:59 (76)

一般の部 (16) 11:08 (23) 12:53 (65) 13:48 (119) 17:14 (435) 12:56 (136)

0:12:43 (96) 0:27:45 (141) 0:42:11 (136) 0:55:11 (94) 1:08:00 (77)

IT企業の部 (61) 12:43 (96) 15:02 (229) 14:26 (180) 13:00 (72) 12:49 (122)

0:14:29 (272) 0:26:30 (83) 0:41:08 (91) 0:55:17 (97) 1:08:01 (78)

IT企業の部 (62) 14:29 (272) 12:01 (32) 14:38 (204) 14:09 (178) 12:44 (111)

0:13:32 (187) 0:27:04 (108) 0:40:23 (71) 0:54:56 (89) 1:08:10 (79)

IT企業の部 (63) 13:32 (187) 13:32 (103) 13:19 (81) 14:33 (237) 13:14 (162)

0:12:41 (92) 0:27:15 (117) 0:41:11 (93) 0:55:43 (109) 1:08:11 (80)

一般の部 (17) 12:41 (92) 14:34 (195) 13:56 (137) 14:32 (232) 12:28 (84)

0:15:02 (324) 0:27:44 (140) 0:41:44 (117) 0:56:07 (126) 1:08:11 (81)

IT企業の部 (64) 15:02 (324) 12:42 (56) 14:00 (140) 14:23 (208) 12:04 (55)

0:16:09 (411) 0:27:33 (130) 0:41:52 (120) 0:56:02 (122) 1:08:12 (82)

IT企業の部 (65) 16:09 (411) 11:24 (12) 14:19 (171) 14:10 (180) 12:10 (61)

0:11:47 (38) 0:25:16 (42) 0:40:40 (79) 0:56:12 (128) 1:08:13 (83)

IT企業の部 (66) 11:47 (38) 13:29 (100) 15:24 (281) 15:32 (323) 12:01 (50)

0:13:45 (205) 0:27:02 (104) 0:42:30 (145) 0:56:37 (136) 1:08:18 (84)

一般の部 (18) 13:45 (205) 13:17 (90) 15:28 (290) 14:07 (173) 11:41 (35)

0:12:20 (63) 0:26:00 (63) 0:41:24 (104) 0:53:27 (56) 1:08:18 (85)

IT企業の部 (67) 12:20 (63) 13:40 (116) 15:24 (278) 12:03 (24) 14:51 (323)

0:14:28 (271) 0:27:40 (133) 0:42:06 (130) 0:55:25 (100) 1:08:18 (86)

IT企業の部 (68) 14:28 (271) 13:12 (85) 14:26 (179) 13:19 (91) 12:53 (128)

0:14:25 (266) 0:26:44 (92) 0:39:58 (61) 0:54:25 (79) 1:08:22 (87)

IT企業の部 (69) 14:25 (266) 12:19 (45) 13:14 (74) 14:27 (219) 13:57 (242)

0:12:34 (83) 0:28:21 (180) 0:42:14 (137) 0:54:17 (75) 1:08:23 (88)

IT企業の部 (70) 12:34 (83) 15:47 (321) 13:53 (126) 12:03 (23) 14:06 (263)

0:13:48 (213) 0:28:11 (170) 0:42:44 (152) 0:55:41 (108) 1:08:33 (89)

IT企業の部 (71) 13:48 (213) 14:23 (179) 14:33 (194) 12:57 (69) 12:52 (127)

0:13:46 (208) 0:27:21 (121) 0:42:02 (128) 0:55:39 (105) 1:08:34 (90)

IT企業の部 (72) 13:46 (208) 13:35 (112) 14:41 (206) 13:37 (113) 12:55 (131)

0:12:36 (86) 0:25:23 (45) 0:39:47 (52) 0:54:35 (83) 1:08:36 (91)

IT企業の部 (73) 12:36 (86) 12:47 (60) 14:24 (176) 14:48 (261) 14:01 (247)

0:14:44 (308) 0:29:09 (232) 0:42:37 (147) 0:55:27 (103) 1:08:36 (92)

IT企業の部 (74) 14:44 (308) 14:25 (182) 13:28 (97) 12:50 (63) 13:09 (157)

0:13:44 (204) 0:26:22 (78) 0:42:46 (153) 0:56:03 (125) 1:08:37 (93)

IT企業の部 (75) 13:44 (204) 12:38 (54) 16:24 (357) 13:17 (88) 12:34 (96)

0:12:45 (100) 0:26:18 (76) 0:40:56 (88) 0:56:37 (135) 1:08:40 (94)

IT企業の部 (76) 12:45 (100) 13:33 (107) 14:38 (202) 15:41 (337) 12:03 (53)

0:12:49 (109) 0:25:50 (56) 0:39:40 (50) 0:55:44 (110) 1:08:40 (95)

IT企業の部 (77) 12:49 (109) 13:01 (74) 13:50 (124) 16:04 (367) 12:56 (135)

0:13:48 (212) 0:28:29 (187) 0:41:53 (122) 0:56:29 (131) 1:08:42 (96)

一般の部 (19) 13:48 (212) 14:41 (206) 13:24 (91) 14:36 (243) 12:13 (64)

0:14:02 (230) 0:27:51 (149) 0:40:50 (85) 0:55:55 (117) 1:08:51 (97)

IT企業の部 (78) 14:02 (230) 13:49 (126) 12:59 (59) 15:05 (293) 12:56 (132)

0:12:03 (54) 0:26:31 (84) 0:39:54 (58) 0:54:02 (68) 1:08:52 (98)

IT企業の部 (79) 12:03 (54) 14:28 (184) 13:23 (89) 14:08 (175) 14:50 (322)

0:12:21 (66) 0:26:55 (96) 0:41:44 (116) 0:54:09 (72) 1:08:55 (99)

IT企業の部 (80) 12:21 (66) 14:34 (194) 14:49 (221) 12:25 (37) 14:46 (317)

0:13:12 (154) 0:26:09 (73) 0:39:17 (42) 0:53:52 (62) 1:09:01 (100)

IT企業の部 (81) 13:12 (154) 12:57 (68) 13:08 (68) 14:35 (242) 15:09 (350)

76 42

城走会病棟

1:07:59

小塙 英樹 小山 竜昭 飯島 崇暁 吉本 佳代子 池田 俊介

77 330

九段下 TAXi Boys

1:08:00

岩田景新 荻野将一 米谷将嗣 渡邉瞬 樋渡康祐

78 626

ＵＣＨＩＤＡ

1:08:01

鴇田 義邦 野津 雄三 平野 大輔 安積 俊明 佐藤 創

79 261

もしバル

1:08:10

山本 英憲 高木 将也 齋藤 勲 中川 正 石倉 祐馬

80 459

TEAM JI

1:08:11

田川 功児 中村 和正 大森 文詠 梅村 敏幸 加藤 岳

81 231

TeamS

1:08:11

鎌上 展行 葛城　宗則 小山 将悟 内田 光一 立田 千紘

82 43

TEAM SB

1:08:12

飯塚 律子 菅谷 圭輔 矢野 涼介 谷口 知生 東海林 正賢

83 309

フジミック

1:08:13

大内 勝哉 柴田 祐介 荻野 史雄 大野 好章 田中 将太郎

84 724

NCK

1:08:18

狩野 英良 中田 賢一 押田 悟 小川 大介 細谷 俊之

85 613

PFU東都

1:08:18

柳沢 克二 三浦 怜 露峰 美奈 八木 亨 木越 善明

86 87

atmos

1:08:18

庵地 裕史 五味 秀太 小袋 雄志 山本 正義 なかむら しょうへい

87 409

１BarN

1:08:22

原田 賢 佐々木 洋輔 勝山 亮二 小野 陽子 市川 祥隆

88 88

CAチーム01

1:08:23

神山 大輔 佐取 純平 日向 政明 佐々木 慶信 丸山 智之

89 614

SCSK産業

1:08:33

松井 慶史郎 池田 友紀 庄司 功太 谷津 昌宏 山崎 英樹

90 20

シトリックス豹

1:08:34

辻村 孝嗣 林 健太郎 川崎 雅俊 谷村 大輔 柴田 進作

91 213

アクシオRC3

1:08:36

石橋 祐弥 紅林 俊之 北川 剛 石黒 亘 杉村 淳一

92 69

ｉ－ＮＯＳ

1:08:36

畑 康人 高木 満成 野添 健介 丸山 考史 溝越 司

93 499

秋葉RICARDO

1:08:37

堀 望 松本 晴貴 稗田 隆宏 平松 秀章 柿沼 豊

94 106

ガッキーズ

1:08:40

武本 俊明 稲垣 聡 山本 剛士 田島 寛紀 青芝 康弘

95 60

NOKKS

1:08:40

西田 健吾 輿 友浩 小島 昌也 住家 幸平 岡 雅久

96 124

チーム素直

1:08:42

野口 巌 加々美 朗子 藤尾 允泰 潮田 啓 山口 研一

97 249

竜巻ジョージ

1:08:51

鈴木 良幸 長谷川 裕之 大平 悟 鶴 義伸 遠藤 知彦

98 244

チームナビオ

1:08:52

永海 誠 松尾 浩司 武村 研一 古金 正樹 加藤 彰宏

99 30

走心會１

1:08:55

森川 知樹 猪股 博顕 久保田 薫 伊藤 邦宜 中山 竜一

100 304

TRC Bチーム

1:09:01

小松 祥平 武田 泰弘 長谷川 智一 遠藤 麻里絵 虎尾 和郷



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:13:00 (137) 0:27:21 (122) 0:41:22 (100) 0:54:47 (87) 1:09:02 (101)

IT企業の部 (82) 13:00 (137) 14:21 (175) 14:01 (144) 13:25 (99) 14:15 (276)

0:13:01 (139) 0:27:02 (105) 0:41:21 (98) 0:55:21 (99) 1:09:04 (102)

一般の部 (20) 13:01 (139) 14:01 (142) 14:19 (172) 14:00 (161) 13:43 (207)

0:13:18 (160) 0:24:14 (25) 0:39:36 (49) 0:55:50 (114) 1:09:07 (103)

一般の部 (21) 13:18 (160) 10:56 (9) 15:22 (277) 16:14 (372) 13:17 (167)

0:10:37 (15) 0:25:19 (43) 0:43:26 (177) 0:56:51 (143) 1:09:10 (104)

IT企業の部 (83) 10:37 (15) 14:42 (208) 18:07 (459) 13:25 (98) 12:19 (69)

0:11:45 (37) 0:23:46 (19) 0:41:25 (105) 0:56:38 (137) 1:09:16 (105)

一般の部 (22) 11:45 (37) 12:01 (30) 17:39 (442) 15:13 (303) 12:38 (103)

0:11:31 (28) 0:24:31 (31) 0:39:49 (54) 0:55:52 (116) 1:09:18 (106)

IT企業の部 (84) 11:31 (28) 13:00 (72) 15:18 (270) 16:03 (363) 13:26 (180)

0:12:53 (126) 0:26:11 (74) 0:40:29 (73) 0:54:58 (90) 1:09:19 (107)

一般の部 (23) 12:53 (126) 13:18 (91) 14:18 (170) 14:29 (222) 14:21 (286)

0:11:48 (40) 0:27:04 (107) 0:40:06 (63) 0:55:19 (98) 1:09:20 (108)

一般の部 (24) 11:48 (40) 15:16 (256) 13:02 (62) 15:13 (304) 14:01 (249)

0:11:39 (32) 0:26:59 (99) 0:41:56 (123) 0:56:36 (133) 1:09:26 (109)

IT企業の部 (85) 11:39 (32) 15:20 (266) 14:57 (236) 14:40 (251) 12:50 (125)

0:13:31 (183) 0:26:45 (93) 0:41:34 (109) 0:54:46 (86) 1:09:26 (110)

IT企業の部 (86) 13:31 (183) 13:14 (86) 14:49 (223) 13:12 (82) 14:40 (313)

0:13:21 (166) 0:27:59 (155) 0:42:23 (142) 0:56:51 (142) 1:09:32 (111)

IT企業の部 (87) 13:21 (166) 14:38 (200) 14:24 (177) 14:28 (221) 12:41 (105)

0:13:43 (203) 0:28:55 (216) 0:44:01 (212) 0:57:34 (163) 1:09:33 (112)

IT企業の部 (88) 13:43 (203) 15:12 (248) 15:06 (253) 13:33 (105) 11:59 (48)

0:12:52 (121) 0:27:28 (127) 0:44:40 (244) 0:57:22 (158) 1:09:34 (113)

一般の部 (25) 12:52 (121) 14:36 (196) 17:12 (427) 12:42 (54) 12:12 (63)

0:13:41 (199) 0:27:13 (115) 0:41:40 (112) 0:57:20 (157) 1:09:37 (114)

IT企業の部 (89) 13:41 (199) 13:32 (104) 14:27 (184) 15:40 (333) 12:17 (67)

0:10:22 (8) 0:25:43 (53) 0:43:40 (191) 0:58:33 (196) 1:09:39 (115)

IT企業の部 (90) 10:22 (8) 15:21 (268) 17:57 (453) 14:53 (271) 11:06 (17)

0:13:06 (147) 0:29:02 (224) 0:42:09 (135) 0:55:41 (107) 1:09:43 (116)

IT企業の部 (91) 13:06 (147) 15:56 (341) 13:07 (67) 13:32 (104) 14:02 (254)

0:14:13 (243) 0:28:42 (198) 0:42:06 (131) 0:54:08 (71) 1:09:43 (117)

IT企業の部 (92) 14:13 (243) 14:29 (188) 13:24 (90) 12:02 (21) 15:35 (377)

0:13:59 (226) 0:25:35 (52) 0:40:13 (64) 0:54:30 (82) 1:09:46 (118)

IT企業の部 (93) 13:59 (226) 11:36 (19) 14:38 (203) 14:17 (195) 15:16 (354)

0:15:28 (358) 0:30:59 (336) 0:44:16 (221) 0:56:59 (150) 1:09:46 (119)

一般の部 (26) 15:28 (358) 15:31 (286) 13:17 (77) 12:43 (56) 12:47 (116)

0:13:32 (186) 0:27:28 (129) 0:42:24 (143) 0:55:26 (101) 1:09:47 (120)

IT企業の部 (94) 13:32 (186) 13:56 (133) 14:56 (234) 13:02 (76) 14:21 (287)

0:14:42 (304) 0:26:22 (79) 0:39:03 (40) 0:54:26 (80) 1:09:51 (121)

IT企業の部 (95) 14:42 (304) 11:40 (21) 12:41 (46) 15:23 (319) 15:25 (367)

0:12:44 (98) 0:26:52 (95) 0:43:33 (189) 0:55:58 (118) 1:09:59 (122)

IT企業の部 (96) 12:44 (98) 14:08 (150) 16:41 (386) 12:25 (38) 14:01 (250)

0:14:26 (268) 0:29:58 (283) 0:43:03 (165) 0:57:03 (151) 1:10:01 (123)

IT企業の部 (97) 14:26 (268) 15:32 (288) 13:05 (66) 14:00 (160) 12:58 (138)

0:14:43 (306) 0:32:00 (389) 0:43:40 (190) 0:57:55 (176) 1:10:02 (124)

IT企業の部 (98) 14:43 (306) 17:17 (433) 11:40 (13) 14:15 (189) 12:07 (58)

0:15:18 (350) 0:31:20 (352) 0:43:54 (202) 0:57:45 (167) 1:10:05 (125)

一般の部 (27) 15:18 (350) 16:02 (353) 12:34 (39) 13:51 (141) 12:20 (77)

101 219

ＦＭマコちゃん

1:09:02

塩沢 翔太 中村 正光 越石 久雄 榎本 輝明 丸山 雅大

102 669

レオ一軍

1:09:04

高原 達哉 井戸 政樹 山本 明子 本田 健一 竹谷 剛

103 630

WHITE

1:09:07

平元 陽子 清水 しげき 小堀 やすひろ 森 じゅん ニコラ イリーブ

104 705

BSNiネット

1:09:10

木竜 俊一 五十嵐 裕一 佐藤 慎一 中山 和彦 金澤 学

105 205

パソナ布袋

1:09:16

玉井 龍馬 吉岡 友弥 平田 菜穂 久保 昭仁 梅原 達彦

106 76

FCSL-L

1:09:18

横田 南進 中井 清貴 田中 亮 木内 寛之 古澤 成聖

107 631

PINK

1:09:19

アネッタ パスカリーバ 沖田 直美 沖原 まさひろ 水谷 洋太 鈴木 太郎

108 247

IWATAN1

1:09:20

安東 賢俊 臼井 正太 斉藤 玄 楫野 由季 富岡 志保

109 422

脊髄外す

1:09:26

杉山 直毅 青木 正慧 大森 伸太郎 巴 祐輔 清宮 健多

110 111

Love Dell

1:09:26

郡 信一郎 巽 正男 渡邊　圭 松尾 晃 田中 絵里子

111 6

FMランナーB

1:09:32

斎藤 正典 夏目 豊和 岡野 宏昭 西 祐介 若生 勇樹

112 523

HPの屋台骨

1:09:33

菅原 義智 橘 一徳 松本 幸樹 金澤 憲吾 須田 巌

113 66

8号館カレー

1:09:34

ハシ ユウ ナラ タカコ ナラ チャン シンシ ジュリ ホソカワ ホッソー

114 711

PCAクラウド

1:09:37

佐久間 崇史 和田 公平 石田 圭祐 山本 裕之 久保田 温紀

115 689

サーティーワン

1:09:39

青木 宏和 黒田 沙矢香 荒牧 澄江 舛本 千紗 室田 真理

116 620

IBM流通D

1:09:43

杉林 達 上村 龍文 宇田 悠佑 楠大 彰 井出 学

117 661

3a2i

1:09:43

井上 達也 赤木 絵美 粟根 誠敏 石川 佳宏 安達 大介

118 659

まらそん！

1:09:46

皿谷 吉孝 齋藤 豪 井上 貴仁 佐々木 亮 嶋村 公志

119 449

日南Ｂ

1:09:46

小夫家 貴晴 福田 和美 金子 健太郎 藤田 貴志 大谷 憲

120 706

infoteria A

1:09:47

山出 祥尊 森竹 翔 岸本 秀和 寺町 泰宏 松村 宗和

121 708

Pangaea

1:09:51

秋好 陽介 木下 慶 町田 龍馬 大川 智弘 小原 憲太郎

122 437

TSH選抜Ｄ

1:09:59

佐藤 信幸 佐藤 瑛 渡邊 真行 藤田 健二 山口 幹夫

123 314

はよぉ走らん会!

1:10:01

渡邊 宰 三川 都 小幡 進 富家 将己 坂倉 邦彦

124 226

BCN＜ｂ＞

1:10:02

渡邉 茉里 穂坂 麻菜美 近藤 篤 阿部 雅人 伊達 和久

125 676

ユニキャンF

1:10:05

内山 鏡子 大野 宏 岡本 鉄平 松川 寿 石倉 真奈



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:14:42 (301) 0:29:59 (284) 0:43:02 (163) 0:56:47 (140) 1:10:09 (126)

IT企業の部 (99) 14:42 (301) 15:17 (259) 13:03 (63) 13:45 (128) 13:22 (173)

0:13:50 (214) 0:27:52 (152) 0:42:17 (138) 0:57:52 (173) 1:10:11 (127)

IT企業の部 (100) 13:50 (214) 14:02 (143) 14:25 (178) 15:35 (327) 12:19 (71)

0:13:35 (195) 0:28:00 (156) 0:44:28 (232) 0:56:36 (134) 1:10:13 (128)

一般の部 (28) 13:35 (195) 14:25 (181) 16:28 (361) 12:08 (29) 13:37 (198)

0:14:42 (302) 0:28:41 (197) 0:42:55 (159) 0:55:50 (115) 1:10:16 (129)

IT企業の部 (101) 14:42 (302) 13:59 (137) 14:14 (159) 12:55 (67) 14:26 (294)

0:12:55 (128) 0:27:13 (116) 0:42:39 (148) 0:56:20 (129) 1:10:17 (130)

IT企業の部 (102) 12:55 (128) 14:18 (168) 15:26 (284) 13:41 (122) 13:57 (240)

0:14:15 (246) 0:30:04 (287) 0:45:58 (304) 0:58:21 (185) 1:10:18 (131)

IT企業の部 (103) 14:15 (246) 15:49 (326) 15:54 (325) 12:23 (36) 11:57 (45)

0:12:47 (106) 0:28:55 (215) 0:40:38 (78) 0:53:15 (51) 1:10:21 (132)

IT企業の部 (104) 12:47 (106) 16:08 (365) 11:43 (14) 12:37 (50) 17:06 (455)

0:13:19 (163) 0:28:48 (207) 0:43:04 (166) 0:56:59 (149) 1:10:23 (133)

IT企業の部 (105) 13:19 (163) 15:29 (282) 14:16 (162) 13:55 (153) 13:24 (179)

0:12:50 (113) 0:26:36 (86) 0:43:49 (198) 0:58:21 (186) 1:10:26 (134)

IT企業の部 (106) 12:50 (113) 13:46 (122) 17:13 (428) 14:32 (236) 12:05 (56)

0:13:25 (177) 0:27:24 (123) 0:41:10 (92) 0:56:42 (139) 1:10:27 (135)

IT企業の部 (107) 13:25 (177) 13:59 (138) 13:46 (116) 15:32 (324) 13:45 (214)

0:13:31 (184) 0:28:22 (182) 0:42:17 (139) 0:56:23 (130) 1:10:28 (136)

IT企業の部 (108) 13:31 (184) 14:51 (219) 13:55 (132) 14:06 (169) 14:05 (259)

0:13:46 (210) 0:27:46 (142) 0:42:29 (144) 0:56:55 (145) 1:10:29 (137)

一般の部 (29) 13:46 (210) 14:00 (139) 14:43 (212) 14:26 (218) 13:34 (193)

0:15:25 (357) 0:29:07 (228) 0:45:18 (277) 0:58:36 (197) 1:10:35 (138)

一般の部 (30) 15:25 (357) 13:42 (117) 16:11 (346) 13:18 (90) 11:59 (47)

0:14:24 (262) 0:28:07 (166) 0:43:33 (187) 0:57:48 (170) 1:10:35 (139)

IT企業の部 (109) 14:24 (262) 13:43 (118) 15:26 (285) 14:15 (188) 12:47 (114)

0:14:24 (260) 0:29:25 (249) 0:44:38 (243) 0:56:49 (141) 1:10:36 (140)

IT企業の部 (110) 14:24 (260) 15:01 (228) 15:13 (263) 12:11 (31) 13:47 (222)

0:11:58 (50) 0:29:36 (263) 0:43:13 (172) 0:58:56 (209) 1:10:37 (141)

IT企業の部 (111) 11:58 (50) 17:38 (453) 13:37 (104) 15:43 (341) 11:41 (34)

0:12:42 (93) 0:28:19 (178) 0:42:49 (154) 0:57:49 (172) 1:10:38 (142)

一般の部 (31) 12:42 (93) 15:37 (300) 14:30 (186) 15:00 (283) 12:49 (120)

0:13:56 (221) 0:28:09 (168) 0:43:26 (179) 0:56:52 (144) 1:10:39 (143)

IT企業の部 (112) 13:56 (221) 14:13 (157) 15:17 (268) 13:26 (100) 13:47 (218)

0:13:46 (211) 0:28:02 (160) 0:42:03 (129) 0:57:26 (159) 1:10:40 (144)

IT企業の部 (113) 13:46 (211) 14:16 (165) 14:01 (143) 15:23 (317) 13:14 (164)

0:12:53 (125) 0:28:36 (195) 0:41:59 (126) 0:55:45 (112) 1:10:45 (145)

IT企業の部 (114) 12:53 (125) 15:43 (311) 13:23 (87) 13:46 (134) 15:00 (335)

0:12:46 (104) 0:29:03 (226) 0:42:07 (133) 0:55:48 (113) 1:10:47 (146)

一般の部 (32) 12:46 (104) 16:17 (378) 13:04 (64) 13:41 (121) 14:59 (333)

0:16:52 (443) 0:29:09 (231) 0:43:40 (192) 0:57:31 (161) 1:10:47 (147)

一般の部 (33) 16:52 (443) 12:17 (44) 14:31 (187) 13:51 (143) 13:16 (166)

0:13:22 (168) 0:29:51 (278) 0:45:05 (268) 0:59:06 (219) 1:10:48 (148)

一般の部 (34) 13:22 (168) 16:29 (388) 15:14 (264) 14:01 (163) 11:42 (36)

0:14:30 (279) 0:29:07 (229) 0:41:16 (96) 0:55:07 (93) 1:10:49 (149)

IT企業の部 (115) 14:30 (279) 14:37 (197) 12:09 (23) 13:51 (140) 15:42 (386)

0:13:45 (207) 0:28:50 (209) 0:44:57 (263) 0:58:51 (206) 1:10:51 (150)

IT企業の部 (116) 13:45 (207) 15:05 (238) 16:07 (342) 13:54 (150) 12:00 (49)

126 603

ＮＯＳ－そる２

1:10:09

尾嶋 洋亮 大前 慶久 本間 佳子 小原 美香 福本 剛

127 218

DL

1:10:11

小川 雄大 越川 瞬 森田 ひとみ 高橋 賢蔵 飯島 秀和

128 666

チーム前田

1:10:13

林 朋子 伊藤 崇人 根本 悦子 神藤 将弘 前田 剛

129 522

チーム一川

1:10:16

細井 厚平 一川 庸子 神尾 信郁 伊関 淳 木本 英利

130 425

ディーバ開発道

1:10:17

中山 立 中西 明 渡邉 江実 古田 進乃輔 實藤 数典

131 84

UAL211

1:10:18

及川 直樹 鈴木 里香 佐々木 純一 成瀬 朋宏 水澤 健志

132 605

結婚したい丸山

1:10:21

丸山 渉 中西 俊二 松川 将士 小島 仁 三澤 卓也

133 108

チーム豚肩小間切れ

1:10:23

加瀬 駿介 甲斐 真資 依田 和也 大宮 大明 永吉 邦浩

134 273

カズパルは1万

1:10:26

田中 孝一 佐々木 拓也 山崎 義高 永瀧 一晴 三嶋 勇希

135 14

エスコNMB

1:10:27

愛澤 勝己 辻 秀樹 木藤 秋陽 大和久 浩 安村 紘一

136 324

国誉2

1:10:28

安藤 賢治 安藤 裕樹 宮野 聡 田中 隆史 野村 一成

137 520

チーム元起DTC2

1:10:29

近藤 悠史 渡辺 正紀 福原 裕太 岡崎 超 上田 賢

138 455

TsStyle

1:10:35

菅原 洋介 山本 彩子 石川 卓人 飯島 拓也 三浦 正幸

139 692

ビジネスハイスピードランナーズ

1:10:35

三保 大地 井口 翔 久能 愛子 橋本 和樹 河村 剛至

140 217

日立ＩＣＴ

1:10:36

北島 勝治 泉 智子 三坂 浩平 阿部 脩平 長谷川 大悟

141 521

次世代

1:10:37

坂本 貴行 草野 裕也 半田 英樹 宇田川 雄 那須 洋之

142 234

さーびすちーむ

1:10:38

若井 孝仁 蛭川 奈穂 二宮 一彦 小山 かおり 阿部 真大

143 49

ユニアAチーム

1:10:39

酒井 亨 照沼 孝之 村田 圭浩 植村 浩幸 西村 豪文

144 662

バグじゃない！

1:10:40

上田 智史 中村 哲也 河上 正昭 田崎 正亮 小川 要介

145 135

Team Finance

1:10:45

于 海 宮本 康志 近藤 豊明 金 文哲 馬 慶達

146 239

寺田カール

1:10:47

寺田 斉史 廣瀬 めぐみ 白井 秀幸 金子 和美 井上 さおり

147 458

チーム楫取

1:10:47

見澤 尚史 石原 悠基 大森 真奈 熊田 純司 楫取 正智

148 448

日南A

1:10:48

福田 厚 山本 英之 酒井 たかお 米澤 亮 中山 徹

149 525

Let’s 神宮寺

1:10:49

神宮寺 政之 竹下 徹 中村 薫 中村 史彦 久保寺 真也

150 252

ＸＥＡろ組

1:10:51

米原 圭彦 渡瀬 泰子 大泉 のりこ 柳詰 有香 早川 潤



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:14:06 (234) 0:27:28 (128) 0:41:24 (103) 0:56:01 (121) 1:10:53 (151)

IT企業の部 (117) 14:06 (234) 13:22 (94) 13:56 (134) 14:37 (245) 14:52 (326)

0:11:03 (22) 0:23:40 (16) 0:40:30 (75) 0:56:11 (127) 1:10:58 (152)

一般の部 (35) 11:03 (22) 12:37 (52) 16:50 (398) 15:41 (335) 14:47 (318)

0:14:25 (265) 0:30:26 (306) 0:42:52 (158) 0:59:34 (236) 1:10:59 (153)

一般の部 (36) 14:25 (265) 16:01 (351) 12:26 (28) 16:42 (404) 11:25 (28)

0:13:17 (159) 0:28:05 (163) 0:40:34 (77) 0:57:37 (165) 1:11:00 (154)

IT企業の部 (118) 13:17 (159) 14:48 (216) 12:29 (33) 17:03 (427) 13:23 (177)

0:15:02 (326) 0:28:59 (222) 0:43:27 (180) 0:57:06 (152) 1:11:01 (155)

IT企業の部 (119) 15:02 (326) 13:57 (135) 14:28 (185) 13:39 (114) 13:55 (237)

0:13:25 (176) 0:31:43 (374) 0:44:45 (251) 0:58:37 (200) 1:11:04 (156)

IT企業の部 (120) 13:25 (176) 18:18 (477) 13:02 (61) 13:52 (146) 12:27 (83)

0:11:56 (48) 0:26:02 (64) 0:41:00 (89) 0:57:32 (162) 1:11:05 (157)

一般の部 (37) 11:56 (48) 14:06 (146) 14:58 (237) 16:32 (393) 13:33 (191)

0:13:51 (217) 0:28:32 (190) 0:42:44 (151) 0:55:45 (111) 1:11:07 (158)

IT企業の部 (121) 13:51 (217) 14:41 (207) 14:12 (156) 13:01 (74) 15:22 (364)

0:14:53 (315) 0:29:35 (261) 0:43:45 (194) 0:55:40 (106) 1:11:12 (159)

一般の部 (38) 14:53 (315) 14:42 (210) 14:10 (154) 11:55 (18) 15:32 (373)

0:12:40 (91) 0:26:56 (97) 0:43:51 (200) 0:58:36 (198) 1:11:13 (160)

IT企業の部 (122) 12:40 (91) 14:16 (164) 16:55 (402) 14:45 (256) 12:37 (102)

0:13:38 (198) 0:25:27 (49) 0:41:48 (118) 0:57:08 (154) 1:11:14 (161)

IT企業の部 (123) 13:38 (198) 11:49 (24) 16:21 (354) 15:20 (313) 14:06 (264)

0:14:16 (247) 0:30:32 (311) 0:44:19 (222) 0:59:12 (224) 1:11:16 (162)

IT企業の部 (124) 14:16 (247) 16:16 (375) 13:47 (118) 14:53 (268) 12:04 (54)

0:13:58 (223) 0:29:09 (234) 0:44:07 (216) 0:58:30 (193) 1:11:19 (163)

IT企業の部 (125) 13:58 (223) 15:11 (246) 14:58 (239) 14:23 (207) 12:49 (121)

0:12:43 (95) 0:25:27 (48) 0:41:23 (102) 0:58:01 (179) 1:11:21 (164)

一般の部 (39) 12:43 (95) 12:44 (57) 15:56 (328) 16:38 (398) 13:20 (172)

0:15:20 (354) 0:28:10 (169) 0:39:49 (55) 0:53:44 (61) 1:11:22 (165)

一般の部 (40) 15:20 (354) 12:50 (61) 11:39 (12) 13:55 (154) 17:38 (475)

0:12:13 (57) 0:24:22 (29) 0:40:20 (68) 0:54:03 (69) 1:11:25 (166)

IT企業の部 (126) 12:13 (57) 12:09 (38) 15:58 (330) 13:43 (125) 17:22 (464)

0:14:45 (309) 0:29:27 (252) 0:44:57 (261) 0:58:13 (183) 1:11:27 (167)

IT企業の部 (127) 14:45 (309) 14:42 (209) 15:30 (294) 13:16 (86) 13:14 (163)

0:12:48 (108) 0:27:52 (151) 0:42:50 (156) 0:58:53 (208) 1:11:29 (168)

IT企業の部 (128) 12:48 (108) 15:04 (235) 14:58 (238) 16:03 (364) 12:36 (101)

0:14:34 (288) 0:32:47 (418) 0:49:19 (416) 1:00:15 (262) 1:11:32 (169)

IT企業の部 (129) 14:34 (288) 18:13 (475) 16:32 (368) 10:56 (9) 11:17 (24)

0:13:19 (162) 0:27:07 (113) 0:41:53 (121) 0:57:29 (160) 1:11:34 (170)

IT企業の部 (130) 13:19 (162) 13:48 (124) 14:46 (216) 15:36 (329) 14:05 (261)

0:13:05 (145) 0:28:35 (193) 0:43:09 (169) 0:57:07 (153) 1:11:34 (171)

IT企業の部 (131) 13:05 (145) 15:30 (284) 14:34 (196) 13:58 (156) 14:27 (298)

0:12:34 (82) 0:27:20 (120) 0:43:59 (209) 0:57:45 (168) 1:11:34 (172)

IT企業の部 (132) 12:34 (82) 14:46 (212) 16:39 (377) 13:46 (131) 13:49 (226)

0:12:43 (94) 0:25:29 (51) 0:39:18 (43) 0:53:35 (58) 1:11:35 (173)

IT企業の部 (133) 12:43 (94) 12:46 (59) 13:49 (120) 14:17 (196) 18:00 (486)

0:16:30 (430) 0:31:51 (380) 0:44:13 (219) 0:59:04 (216) 1:11:36 (174)

IT企業の部 (134) 16:30 (430) 15:21 (267) 12:22 (26) 14:51 (266) 12:32 (95)

0:13:34 (193) 0:27:52 (150) 0:43:12 (171) 0:56:58 (148) 1:11:38 (175)

IT企業の部 (135) 13:34 (193) 14:18 (167) 15:20 (275) 13:46 (135) 14:40 (311)

151 719

マラソンショッカー

1:10:53

奥野 翔麻 森谷 祐斗 平林 豪 高橋 博文 武井 有希

152 203

パソナ福禄寿

1:10:58

井出 慎一 松田 敏矢 栗本 千裕 野中 効 笹部 勇樹

153 206

パソナ毘沙門天

1:10:59

関口 洸介 石川 とも 奥平 浩二郎 佐藤 春夏 堀江 斉

154 55

エフサス野球部

1:11:00

寺口 耕平 藤原 寿将 花上 祐樹 谷 敦史 山中 剛

155 469

フロンティア

1:11:01

公文 俊介 村田 雅信 堤崎 康明 安原 琢也 湊谷 政洋

156 498

チームK

1:11:04

石井 秀和 小出 泰介 松本 圭司 梶村 正治 渡辺 圭太

157 41

城走会在宅

1:11:05

持溝 洋介 吉富 明日香 川辺 二三和 川辺 あずみ 熊倉 崇誠

158 668

0903+α

1:11:07

武井 太郎 武岡 佑樹 新垣 貴弘 糸数 補 中森 隆仁

159 474

ＳＷＡＮスワン

1:11:12

原 宏光 渡邉 亮太 松永 真太郎 篠原 栄二 海津 歩

160 250

我=ゎ等KEL

1:11:13

佐伯 力 加藤 永里子 加藤 靖則 青山 眞理 栗田 英嗣

161 658

集え！ＨＰ！

1:11:14

新倉 俊介 飯野 浩平 三島 浩一 丹治 秀一 庄司 隆弘

162 418

saru

1:11:16

ふじさき だいすけ はかまだ ゆうじ にとう にとう ゆきたけ ゆきたけ うえの たかひろ

163 609

ALSI サクセション

1:11:19

尾高 元紀 佐藤 勇介 清水 康雄 濵田 龍哉 内田 勝馬

164 68

FXRFC

1:11:21

年見 直樹 高橋 北斗 柳田 康宏 前田 知郎 青野 祥人

165 628

RED

1:11:22

砂長 宏子 古賀 妙子 酒井 純子 千賀 行 菊池 まさえ

166 71

日本コムシス

1:11:25

西村 嘉久 武 宣之 小松 悠翔 岸根 淳二 山本 智昭

167 208

ユーナーズA

1:11:27

戎 龍一 新山 美紀子 開 輝文 福山 大輔 星野 光慶

168 23

シトリックス狼

1:11:29

山崎 博昭 大串 昌央 佐藤 紀之 小柳津 裕子 中村 一久

169 31

走心會２

1:11:32

広瀬 亜希子 広瀬 和弘 広瀬 琴乃 広瀬 尊明 嶋田 星太

170 56

SIGMEX1

1:11:34

沖 康広 熊沢 正記 古賀 宣興 田辺 素洋 中馬 裕基

171 34

JRA-C

1:11:34

正村 通浩 永井 正和 渡部 慎也 土居 岳広 根井 麻里子

172 104

チームさわうら

1:11:34

古賀 純隆 澤浦 豊 久保田 元康 永田 洋章 角井 貞友

173 59

SIGMEX4

1:11:35

小林 善人 松下 晋也 中村 紘之 村田 一紘 山口 宏征

174 677

ほういち！

1:11:36

君野 健太 一石 起強 新野 俊幸 高瀬 和哉 高橋 和真

175 452

MS09

1:11:38

坂本 守史 山口 龍二 三好 教史 河本 隆信 藤本 智能



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:13:22 (167) 0:26:00 (62) 0:40:55 (86) 0:54:18 (76) 1:11:38 (176)

IT企業の部 (136) 13:22 (167) 12:38 (53) 14:55 (232) 13:23 (95) 17:20 (462)

0:13:43 (201) 0:27:28 (126) 0:43:58 (206) 0:58:10 (182) 1:11:39 (177)

IT企業の部 (137) 13:43 (201) 13:45 (120) 16:30 (364) 14:12 (182) 13:29 (183)

0:15:44 (380) 0:28:53 (212) 0:43:20 (175) 0:57:46 (169) 1:11:46 (178)

一般の部 (41) 15:44 (380) 13:09 (82) 14:27 (183) 14:26 (216) 14:00 (244)

0:13:15 (156) 0:28:21 (181) 0:43:29 (183) 0:57:52 (174) 1:11:52 (179)

IT企業の部 (138) 13:15 (156) 15:06 (240) 15:08 (256) 14:23 (209) 14:00 (245)

0:15:03 (327) 0:32:21 (400) 0:44:51 (257) 0:59:07 (220) 1:11:54 (180)

IT企業の部 (139) 15:03 (327) 17:18 (434) 12:30 (35) 14:16 (192) 12:47 (113)

0:15:18 (349) 0:29:32 (259) 0:45:55 (301) 0:59:47 (242) 1:11:57 (181)

IT企業の部 (140) 15:18 (349) 14:14 (160) 16:23 (356) 13:52 (149) 12:10 (62)

0:13:08 (150) 0:26:56 (98) 0:40:50 (84) 0:56:02 (123) 1:11:58 (182)

IT企業の部 (141) 13:08 (150) 13:48 (125) 13:54 (129) 15:12 (302) 15:56 (400)

0:15:16 (346) 0:30:26 (305) 0:44:30 (234) 1:01:09 (299) 1:12:00 (183)

一般の部 (42) 15:16 (346) 15:10 (245) 14:04 (147) 16:39 (399) 10:51 (12)

0:19:39 (505) 0:33:13 (430) 0:46:35 (326) 0:59:10 (221) 1:12:00 (184)

IT企業の部 (142) 19:39 (505) 13:34 (110) 13:22 (83) 12:35 (49) 12:50 (123)

0:12:36 (87) 0:27:05 (110) 0:41:39 (111) 0:54:28 (81) 1:12:07 (185)

一般の部 (43) 12:36 (87) 14:29 (187) 14:34 (195) 12:49 (61) 17:39 (476)

0:11:48 (39) 0:28:13 (172) 0:43:45 (193) 0:57:37 (164) 1:12:19 (186)

IT企業の部 (143) 11:48 (39) 16:25 (387) 15:32 (297) 13:52 (148) 14:42 (315)

0:14:38 (293) 0:28:44 (200) 0:43:02 (164) 0:59:50 (245) 1:12:22 (187)

一般の部 (44) 14:38 (293) 14:06 (147) 14:18 (169) 16:48 (412) 12:32 (94)

0:13:13 (155) 0:28:30 (188) 0:44:00 (211) 0:57:48 (171) 1:12:23 (188)

IT企業の部 (144) 13:13 (155) 15:17 (260) 15:30 (293) 13:48 (137) 14:35 (305)

0:12:23 (68) 0:28:15 (175) 0:43:48 (197) 0:58:32 (195) 1:12:23 (189)

IT企業の部 (145) 12:23 (68) 15:52 (336) 15:33 (298) 14:44 (254) 13:51 (230)

0:17:43 (479) 0:31:11 (348) 0:45:29 (284) 0:58:01 (178) 1:12:26 (190)

IT企業の部 (146) 17:43 (479) 13:28 (98) 14:18 (165) 12:32 (45) 14:25 (293)

0:14:20 (254) 0:30:09 (291) 0:42:41 (149) 0:56:41 (138) 1:12:26 (191)

IT企業の部 (147) 14:20 (254) 15:49 (329) 12:32 (37) 14:00 (162) 15:45 (388)

0:14:08 (238) 0:28:45 (205) 0:46:45 (331) 0:59:45 (238) 1:12:27 (192)

IT企業の部 (148) 14:08 (238) 14:37 (198) 18:00 (455) 13:00 (71) 12:42 (106)

0:13:31 (185) 0:28:36 (194) 0:42:19 (140) 1:00:39 (276) 1:12:31 (193)

IT企業の部 (149) 13:31 (185) 15:05 (236) 13:43 (113) 18:20 (472) 11:52 (43)

0:14:24 (263) 0:28:27 (186) 0:41:58 (125) 0:56:00 (120) 1:12:33 (194)

IT企業の部 (150) 14:24 (263) 14:03 (144) 13:31 (98) 14:02 (166) 16:33 (432)

0:12:22 (67) 0:26:23 (80) 0:40:31 (76) 0:56:57 (147) 1:12:37 (195)

IT企業の部 (151) 12:22 (67) 14:01 (141) 14:08 (150) 16:26 (386) 15:40 (383)

0:16:08 (410) 0:30:46 (325) 0:44:25 (229) 0:58:57 (211) 1:12:37 (196)

IT企業の部 (152) 16:08 (410) 14:38 (202) 13:39 (106) 14:32 (235) 13:40 (202)

0:13:03 (142) 0:28:18 (177) 0:44:37 (241) 0:58:29 (192) 1:12:46 (197)

IT企業の部 (153) 13:03 (142) 15:15 (253) 16:19 (352) 13:52 (145) 14:17 (281)

0:16:44 (438) 0:32:02 (390) 0:45:24 (282) 0:59:03 (214) 1:12:46 (198)

IT企業の部 (154) 16:44 (438) 15:18 (263) 13:22 (86) 13:39 (115) 13:43 (208)

0:12:35 (84) 0:27:40 (135) 0:43:31 (186) 0:59:17 (227) 1:12:47 (199)

IT企業の部 (155) 12:35 (84) 15:05 (239) 15:51 (324) 15:46 (344) 13:30 (185)

0:14:03 (232) 0:29:11 (239) 0:46:16 (315) 1:00:07 (254) 1:12:49 (200)

一般の部 (45) 14:03 (232) 15:08 (243) 17:05 (416) 13:51 (142) 12:42 (108)

176 36

UOSエース

1:11:38

佐々木 新子 岩田 雅弘 大城 卓正 市川 幸平 望月 一美

177 318

日本ユニシス 広報チーム

1:11:39

児玉 信人 足立 健 岩田 英希 野久保 宏紀 小林 隆

178 133

ワタミ

1:11:46

松井 大介 在田 英人 寺西 雄一 青木 智志 亀本 伸彦

179 220

masasoB

1:11:52

榊原 大輔 和田 礼子 松田 美奈子 福岡 宏一 美濃岡 佑歩

180 518

GMOグローバルサイン

1:11:54

森 広信 勝又 美雪 杉野 充洋 石井 義一 北小路 俊宗

181 109

Save Japan Team Dell

1:11:57

市之瀬 桂典 磯部 美和 宮崎 博子 増井 信昭 石上 浩

182 612

ALSI 45PLUSパスポート

1:11:58

石井 聡樹 藤森 充 安永 良昭 藤田 俊英 西本 敬一

183 240

リベンジャーズ

1:12:00

石田 紳一郎 落合 健一 米原 豊一 佐藤 大樹 田中 唯之

184 287

蔵人　くらうど

1:12:00

早川 佳奈 藤武 アリネアユミ 越後 慎太郎 余語 荘太 本田 浩

185 236

チームみつえ

1:12:07

武下 寿 井波 優季 井波 充惠 井波 優花 松下 史幸

186 456

SHIENBU

1:12:19

中谷 明史 中嶋 麻衣 吉野 京子 佐藤 健 宮内 華奈

187 454

チーム佐藤くん

1:12:22

根岸 秀直 新井 美紗 佐藤 陽介 堀田 真弓 小市 大輔

188 491

世界の仲間達

1:12:23

新堂 靖洋 安田 孝行 佐々木 克久 石田 治彦 仲間 信功

189 85

SFDC A

1:12:23

西澤 明子 加藤 慎一朗 河竹 千春 中尾 貴之 大橋 哲也

190 77

荒川48

1:12:26

折重 広大 山花 慶太 長谷川 剛 白川 徹 酒井 宏一郎

191 652

TAKT-A

1:12:26

日比野 和基 石渡戸 洋平 石渡戸 令子 坂井 美碧織 矢代 真樹

192 211

アクシオRC1

1:12:27

石井 武志 須藤 元気 齋藤 史隆 村上 憲司 浦田 英樹

193 610

Nプロの愉快な仲間たち

1:12:31

竹内 直人 堤 夕子 西野 佑介 半田 あづ美 太田 健吾

194 207

GMOクラウド

1:12:33

牛島 直紀 伊藤 摩衣子 窪田 陽平 閑野 倫有 山田 裕一

195 44

SFDC B

1:12:37

横尾 克久 前川 洋平 立田 裕介 作田 遼 金山 佳未

196 650

エンタP1-M

1:12:37

中西 和博 河合 孝 佐藤 慎一 樋口 二郎 加藤 満春雄

197 508

雅也withスーパーモンキーズ

1:12:46

岩田 雅也 曽根 昂一郎 大沢 翔太郎 横塚 晃明 大角 晋也

198 426

ＬＣＡ48

1:12:46

楠瀬 俊祐 中川西 宏友 清野 朗 桟 大輔 中村 光希

199 52

JTSチームQ

1:12:47

中村 貴明 村椿 昭平 堀田 肇雄 谷川 裕 秋村 俊介

200 80

ワイルドスピー

1:12:49

武田 信次 森田 有紀 堀田 靖文 木田 朝子 硯 昌孝



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:14:30 (277) 0:29:04 (227) 0:44:47 (255) 0:59:10 (222) 1:12:50 (201)

IT企業の部 (156) 14:30 (277) 14:34 (193) 15:43 (314) 14:23 (205) 13:40 (203)

0:16:35 (434) 0:28:48 (208) 0:42:42 (150) 0:56:57 (146) 1:12:53 (202)

一般の部 (46) 16:35 (434) 12:13 (41) 13:54 (128) 14:15 (187) 15:56 (401)

0:12:56 (130) 0:30:50 (329) 0:45:01 (267) 1:00:50 (285) 1:12:56 (203)

IT企業の部 (157) 12:56 (130) 17:54 (462) 14:11 (155) 15:49 (349) 12:06 (57)

0:15:07 (333) 0:29:39 (264) 0:44:44 (250) 0:57:18 (155) 1:12:57 (204)

一般の部 (47) 15:07 (333) 14:32 (191) 15:05 (250) 12:34 (47) 15:39 (382)

0:14:40 (299) 0:30:27 (308) 0:45:47 (292) 0:59:32 (234) 1:13:02 (205)

IT企業の部 (158) 14:40 (299) 15:47 (320) 15:20 (274) 13:45 (129) 13:30 (184)

0:17:17 (462) 0:30:47 (327) 0:45:23 (281) 1:00:05 (253) 1:13:03 (206)

IT企業の部 (159) 17:17 (462) 13:30 (102) 14:36 (198) 14:42 (252) 12:58 (139)

0:13:43 (202) 0:30:49 (328) 0:46:08 (312) 1:00:32 (272) 1:13:03 (207)

IT企業の部 (160) 13:43 (202) 17:06 (421) 15:19 (273) 14:24 (212) 12:31 (92)

0:10:35 (13) 0:26:35 (85) 0:45:18 (278) 1:01:34 (315) 1:13:04 (208)

一般の部 (48) 10:35 (13) 16:00 (349) 18:43 (473) 16:16 (374) 11:30 (29)

0:12:23 (69) 0:26:02 (66) 0:41:43 (114) 0:55:27 (104) 1:13:05 (209)

IT企業の部 (161) 12:23 (69) 13:39 (113) 15:41 (312) 13:44 (126) 17:38 (473)

0:11:01 (20) 0:27:05 (109) 0:41:57 (124) 0:59:13 (225) 1:13:07 (210)

IT企業の部 (162) 11:01 (20) 16:04 (358) 14:52 (227) 17:16 (437) 13:54 (235)

0:12:58 (131) 0:28:01 (158) 0:44:45 (252) 1:00:04 (252) 1:13:08 (211)

IT企業の部 (163) 12:58 (131) 15:03 (230) 16:44 (389) 15:19 (310) 13:04 (148)

0:12:52 (122) 0:27:01 (103) 0:42:08 (134) 0:57:44 (166) 1:13:12 (212)

IT企業の部 (164) 12:52 (122) 14:09 (152) 15:07 (254) 15:36 (328) 15:28 (370)

0:14:43 (307) 0:30:40 (317) 0:44:05 (214) 1:00:09 (256) 1:13:13 (213)

IT企業の部 (165) 14:43 (307) 15:57 (343) 13:25 (92) 16:04 (366) 13:04 (147)

0:14:30 (276) 0:28:14 (174) 0:45:13 (275) 0:58:20 (184) 1:13:15 (214)

一般の部 (49) 14:30 (276) 13:44 (119) 16:59 (408) 13:07 (79) 14:55 (328)

0:13:15 (157) 0:28:47 (206) 0:44:24 (228) 0:59:21 (229) 1:13:17 (215)

IT企業の部 (166) 13:15 (157) 15:32 (291) 15:37 (306) 14:57 (276) 13:56 (239)

0:15:22 (356) 0:30:18 (299) 0:43:29 (184) 1:00:59 (291) 1:13:18 (216)

一般の部 (50) 15:22 (356) 14:56 (225) 13:11 (71) 17:30 (445) 12:19 (70)

0:15:04 (330) 0:29:18 (244) 0:45:53 (299) 1:00:40 (277) 1:13:20 (217)

IT企業の部 (167) 15:04 (330) 14:14 (161) 16:35 (372) 14:47 (258) 12:40 (104)

0:12:45 (101) 0:27:09 (114) 0:41:21 (99) 0:56:03 (124) 1:13:22 (218)

一般の部 (51) 12:45 (101) 14:24 (180) 14:12 (158) 14:42 (253) 17:19 (461)

0:15:52 (390) 0:33:12 (429) 0:47:07 (345) 1:00:51 (286) 1:13:25 (219)

IT企業の部 (168) 15:52 (390) 17:20 (437) 13:55 (133) 13:44 (127) 12:34 (99)

0:14:08 (237) 0:30:41 (319) 0:44:23 (226) 0:59:46 (240) 1:13:34 (220)

IT企業の部 (169) 14:08 (237) 16:33 (392) 13:42 (112) 15:23 (318) 13:48 (223)

0:14:33 (283) 0:29:51 (277) 0:46:54 (340) 1:01:33 (314) 1:13:34 (221)

IT企業の部 (170) 14:33 (283) 15:18 (261) 17:03 (414) 14:39 (249) 12:01 (51)

0:16:48 (439) 0:30:13 (295) 0:45:53 (297) 1:00:24 (269) 1:13:35 (222)

IT企業の部 (171) 16:48 (439) 13:25 (96) 15:40 (310) 14:31 (229) 13:11 (160)

0:16:22 (424) 0:31:00 (338) 0:47:31 (361) 1:00:27 (271) 1:13:37 (223)

IT企業の部 (172) 16:22 (424) 14:38 (201) 16:31 (367) 12:56 (68) 13:10 (158)

0:13:11 (153) 0:28:44 (203) 0:41:20 (97) 0:58:02 (180) 1:13:40 (224)

IT企業の部 (173) 13:11 (153) 15:33 (292) 12:36 (40) 16:42 (403) 15:38 (381)

0:12:14 (59) 0:28:17 (176) 0:44:41 (245) 1:00:34 (273) 1:13:41 (225)

一般の部 (52) 12:14 (59) 16:03 (355) 16:24 (358) 15:53 (353) 13:07 (150)

201 467

チームARC

1:12:50

鈴木 隆夫 関山 政良 西塚 昌紘 荒井 智聡 小川 正史

202 79

PMA

1:12:53

横田 智昭 河津 一郎 西尾 淳 真砂野 耕平 杉本 直生

203 457

ワンオール

1:12:56

重本 和成 林 耕平 戸潤 孝弘 中根 俊行 阿部 直樹

204 26

ランダースB

1:12:57

鈴木 徹 大木　奈津子 宮崎 秀彦 島田　光弘 黒川 大介

205 101

民明書房

1:13:02

涌井 崇行 中西 祐輔 鈴木  邦雄 山岡 健人 三浦 陽一郎

206 285

ファブリーズ

1:13:03

堀江 晋 羽村 大地 松川 智大 津幡 康二郎 久保 智広

207 214

KELクラウド

1:13:03

山口 賢治 三浦 健二 堀越 亙 杉原 知樹 三歩一 良隆

208 73

社会起業大学B

1:13:04

井上 洋市朗 樋田 晴香 飯塚 裕子 森 弘行 大西 祥太

209 483

Situs6F

1:13:05

加藤 潤也 斎藤 謙太郎 岩本 治子 堀井 康友 新井 滋

210 121

NetVault Speed

1:13:07

大塚 真佐実 大越 大造 藤田 和史 森実 秀哉 下館 英之

211 417

チームわかば

1:13:08

本澤 智子 冨宇賀 洋子 梅木 勇歩 梅木 里佳 中野 由美子

212 58

SIGMEX3

1:13:12

布川 雄大 真柄 皓介 大和崎 啓 山畑 慎司 荒起 寛之

213 500

キャスボ

1:13:13

須藤 恒 鈴木 隆廉 美濃 和男 玉田 優子 小野村 裕生

214 130

SRA 野球部

1:13:15

川上 峻 並木 大輔 三浦 望 武田 智一 高力 雄一郎

215 110

G-mkt

1:13:17

松本 健太 後藤 和美 宮崎 雅子 木村 繁 高杉 潤

216 229

ワラビーズ

1:13:18

井上 愛理沙 高橋 優樹 田邊 晋也 棟方 麻衣 松野 宗勝

217 717

VarioSecureNetworks

1:13:20

園田 樹志 藤井 豊 小泉 美奈子 高鶴 亮介 篠原 永年

218 2

絆スピリッツ

1:13:22

高橋 徹太郎 村田 元治 中島 道代 荻原 久夫 倉石 孝

219 32

JRA-A

1:13:25

石川 修 赤羽 里子 大久保 泰信 鈴木 真志 藤吉 洋輔

220 53

ピーチ姫

1:13:34

浅野 晃一 山根 健史 花輪 民之 法華津 修治 松田 隆

221 75

FCSL-S

1:13:34

藤元 央峻 加藤 雅史 松田 真一 斎藤 隆行 吉田 洋

222 651

シャークス親子

1:13:35

一條 史郎 一條 大翔 平野 智也 加藤 謙志郎 加藤 寛

223 310

コニカミノルタ bizhub

1:13:37

吉田 和弘 小川 正己 田中 敏彦 有住 泰信 野口 優美

224 78

ウイヤマシゲト

1:13:40

内山 佳洋 稲崎 真吾 富樫 芽衣子 吉田 茂男 山下 光義

225 430

チーム高田さん

1:13:41

小寺 秀和 立花 奈奈 三宅 雅也 笹島 良太 小原 健志



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:11:21 (26) 0:27:03 (106) 0:43:58 (208) 0:58:37 (199) 1:13:41 (226)

IT企業の部 (174) 11:21 (26) 15:42 (309) 16:55 (401) 14:39 (248) 15:04 (339)

0:11:52 (42) 0:27:17 (119) 0:42:49 (155) 0:58:52 (207) 1:13:41 (227)

IT企業の部 (175) 11:52 (42) 15:25 (278) 15:32 (296) 16:03 (365) 14:49 (321)

0:12:17 (60) 0:28:21 (179) 0:41:40 (113) 1:00:10 (257) 1:13:44 (228)

IT企業の部 (176) 12:17 (60) 16:04 (356) 13:19 (79) 18:30 (477) 13:34 (194)

0:10:25 (11) 0:26:37 (88) 0:43:23 (176) 1:00:04 (251) 1:13:47 (229)

一般の部 (53) 10:25 (11) 16:12 (371) 16:46 (392) 16:41 (402) 13:43 (209)

0:14:09 (240) 0:28:23 (184) 0:43:54 (203) 0:58:28 (191) 1:13:48 (230)

IT企業の部 (177) 14:09 (240) 14:14 (159) 15:31 (295) 14:34 (240) 15:20 (360)

0:12:58 (132) 0:31:50 (379) 0:45:45 (291) 1:00:18 (263) 1:13:49 (231)

IT企業の部 (178) 12:58 (132) 18:52 (486) 13:55 (131) 14:33 (238) 13:31 (189)

0:12:53 (123) 0:30:43 (323) 0:48:01 (379) 1:01:37 (317) 1:13:52 (232)

一般の部 (54) 12:53 (123) 17:50 (460) 17:18 (433) 13:36 (111) 12:15 (66)

0:12:47 (107) 0:27:44 (139) 0:43:26 (178) 0:58:23 (187) 1:13:53 (233)

IT企業の部 (179) 12:47 (107) 14:57 (227) 15:42 (313) 14:57 (277) 15:30 (372)

0:12:18 (61) 0:27:43 (136) 0:45:54 (300) 1:01:08 (297) 1:13:55 (234)

一般の部 (55) 12:18 (61) 15:25 (277) 18:11 (461) 15:14 (308) 12:47 (115)

0:15:32 (364) 0:29:41 (267) 0:43:00 (161) 1:00:12 (261) 1:13:56 (235)

一般の部 (56) 15:32 (364) 14:09 (154) 13:19 (80) 17:12 (432) 13:44 (212)

0:15:34 (368) 0:29:42 (270) 0:46:30 (321) 1:00:11 (260) 1:13:57 (236)

IT企業の部 (180) 15:34 (368) 14:08 (149) 16:48 (394) 13:41 (120) 13:46 (215)

0:13:26 (179) 0:29:25 (248) 0:48:08 (385) 1:02:46 (350) 1:14:00 (237)

IT企業の部 (181) 13:26 (179) 15:59 (346) 18:43 (472) 14:38 (246) 11:14 (20)

0:13:22 (170) 0:28:56 (218) 0:44:43 (249) 1:01:33 (313) 1:14:01 (238)

一般の部 (57) 13:22 (170) 15:34 (297) 15:47 (320) 16:50 (414) 12:28 (85)

0:17:58 (485) 0:32:27 (405) 0:47:04 (344) 0:59:47 (241) 1:14:01 (239)

IT企業の部 (182) 17:58 (485) 14:29 (186) 14:37 (200) 12:43 (55) 14:14 (274)

0:14:33 (285) 0:28:38 (196) 0:43:50 (199) 0:59:11 (223) 1:14:02 (240)

IT企業の部 (183) 14:33 (285) 14:05 (145) 15:12 (260) 15:21 (315) 14:51 (324)

0:14:37 (292) 0:29:26 (251) 0:44:59 (266) 0:59:30 (232) 1:14:04 (241)

IT企業の部 (184) 14:37 (292) 14:49 (217) 15:33 (299) 14:31 (226) 14:34 (304)

0:13:33 (191) 0:27:56 (153) 0:48:31 (398) 1:01:22 (305) 1:14:12 (242)

一般の部 (58) 13:33 (191) 14:23 (178) 20:35 (504) 12:51 (65) 12:50 (126)

0:14:08 (239) 0:28:51 (210) 0:46:31 (324) 1:01:03 (294) 1:14:13 (243)

IT企業の部 (185) 14:08 (239) 14:43 (211) 17:40 (445) 14:32 (234) 13:10 (159)

0:14:50 (312) 0:27:48 (145) 0:42:51 (157) 1:00:01 (250) 1:14:16 (244)

IT企業の部 (186) 14:50 (312) 12:58 (69) 15:03 (246) 17:10 (429) 14:15 (275)

0:13:33 (189) 0:27:51 (148) 0:43:05 (167) 0:58:26 (189) 1:14:16 (245)

IT企業の部 (187) 13:33 (189) 14:18 (169) 15:14 (265) 15:21 (314) 15:50 (396)

0:14:49 (311) 0:30:27 (307) 0:46:02 (306) 0:59:30 (233) 1:14:18 (246)

IT企業の部 (188) 14:49 (311) 15:38 (301) 15:35 (304) 13:28 (102) 14:48 (320)

0:15:36 (370) 0:27:43 (137) 0:44:41 (246) 0:59:55 (246) 1:14:19 (247)

IT企業の部 (189) 15:36 (370) 12:07 (37) 16:58 (406) 15:14 (307) 14:24 (290)

0:13:50 (215) 0:27:44 (138) 0:44:50 (256) 0:56:34 (132) 1:14:19 (248)

IT企業の部 (190) 13:50 (215) 13:54 (131) 17:06 (418) 11:44 (15) 17:45 (480)

0:15:13 (340) 0:29:34 (260) 0:44:06 (215) 1:00:52 (287) 1:14:23 (249)

IT企業の部 (191) 15:13 (340) 14:21 (176) 14:32 (190) 16:46 (408) 13:31 (187)

0:15:50 (386) 0:32:06 (393) 0:44:45 (254) 0:59:58 (248) 1:14:25 (250)

IT企業の部 (192) 15:50 (386) 16:16 (376) 12:39 (42) 15:13 (305) 14:27 (296)

226 441

走ろう一緒に！

1:13:41

牧野 裕蔵 長谷川 雄亮 林 和子 曵田 智哉 藤井 崇文

227 477

housaku

1:13:41

福留 隆之 本橋 誠 木村 哲章 橋本 和典 播磨 良亮

228 444

SFDC-C

1:13:44

關口 崇 井澤 真 日比野 拓郎 茂野 明彦 窪田 浩爾

229 11

チームそーや

1:13:47

諸橋 そうや 加藤 しおり 圓山 ちひろ 冨岡 けいいちろう 鵜木 ゆうじ

230 615

CAチーム02

1:13:48

滝沢 秀道 吉田 道生 玉利 竜平 豊島 圭太郎 田畑 殖之

231 403

ぷるふるＢ

1:13:49

麻生 智英 阿部 貴紀 渡部 千恵子 戒井 大悟 町田 園江

232 431

チーム勝彦さん

1:13:52

東 和宏 山田 彩加 田中 明日美 齋藤 勝彦 岩瀬 哲朗

233 656

IBM流通B

1:13:53

杉林 達 吉田 康平 藤井 大介 佐藤 健一 輿石 貴広

234 67

メッツパイン

1:13:55

チャン エミ チャン ショー ワイハマサン マエダ イリグチ ヌッキー 三浦 エリンコ

235 254

ブラザーズ

1:13:56

朝山 高至 石塚 純也 上杉 健太郎 山本 あかね 朝山 大揮

236 601

NOSアダルト

1:13:57

稲坂 信昭 曽我 智広 神田 靖久 清水 久直 福田 和彦

237 698

NEXWAY Freshers

1:14:00

鹿内 孝政 小林 奈未 伊藤 佑二 肥後 淳子 磯貝 将貴

238 123

ホームベーカリーキタオカ

1:14:01

北岡 慎介 藤村 槙 高畑 裕 折付 知晶 鈴木 実菜

239 283

フォーもん

1:14:01

井田 善治 青木 祐弥 庄田 達司 高木 雄平 戸村 元紀

240 223

masasoE

1:14:02

湯浅 昭吾 権 由理 山本 有香 戸谷 真 佐々木 文寿

241 132

チーム辻林

1:14:04

辻林 良 松井 亮平 斉藤 浩介 松本 理 狩野 哲郎

242 51

ノーブレス

1:14:12

岩本 和也 平塚 雄三 中野 康雄 藤本 尚志 津久井 将信

243 424

今年も頑張る

1:14:13

山崎 恒 齊藤 泉 斎藤 和宣 野田 拓也 山口 俊

244 118

トモスカイ

1:14:16

吉田 寛 田中 有紀子 下川原 章仁 武馬 みゆき 義原 千晴

245 322

マスターズ

1:14:16

齋藤 義朗 宮口 直人 山崎 美好 寺島 裕幸 濱田 卓二

246 700

チーム トランザクト

1:14:18

横尾 勇人 塩濱 匠 西村 健志 筥崎 友晶 ファーマン アーロン

247 253

XEAは組

1:14:19

野口 知佳 上島 信之 服部 奈美 山田 詩乃 森川 裕康

248 126

新卒内定者2

1:14:19

鈴木 惇矢 日下田 裕基 村井 悠 小駒 恵太 江崎 誠

249 693

ユビキ&エンジハイスピードラン

ナーズ 1:14:23

酒井 雄太 尾田 将隆 西村 晃典 畠山 信一 清水 治

250 299

MIRAIT

1:14:25

廣重 桂 山﨑 勇輝 加賀美 公一 霜田 哲也 大貫 弘平



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:17:21 (466) 0:31:47 (376) 0:46:04 (308) 1:00:56 (290) 1:14:25 (251)

IT企業の部 (193) 17:21 (466) 14:26 (183) 14:17 (164) 14:52 (267) 13:29 (182)

0:14:17 (250) 0:30:08 (290) 0:44:45 (253) 0:57:59 (177) 1:14:26 (252)

IT企業の部 (194) 14:17 (250) 15:51 (333) 14:37 (199) 13:14 (85) 16:27 (427)

0:10:14 (7) 0:25:21 (44) 0:43:33 (188) 0:59:20 (228) 1:14:27 (253)

IT企業の部 (195) 10:14 (7) 15:07 (241) 18:12 (462) 15:47 (347) 15:07 (344)

0:14:33 (286) 0:29:49 (276) 0:46:06 (310) 0:59:48 (243) 1:14:28 (254)

IT企業の部 (196) 14:33 (286) 15:16 (257) 16:17 (350) 13:42 (123) 14:40 (314)

0:15:54 (394) 0:31:36 (369) 0:44:24 (227) 0:59:30 (231) 1:14:28 (255)

IT企業の部 (197) 15:54 (394) 15:42 (310) 12:48 (50) 15:06 (295) 14:58 (331)

0:16:01 (402) 0:32:40 (413) 0:46:35 (327) 1:00:42 (278) 1:14:29 (256)

一般の部 (59) 16:01 (402) 16:39 (395) 13:55 (130) 14:07 (172) 13:47 (220)

0:15:09 (335) 0:28:43 (199) 0:43:01 (162) 0:58:27 (190) 1:14:30 (257)

IT企業の部 (198) 15:09 (335) 13:34 (111) 14:18 (167) 15:26 (321) 16:03 (406)

0:11:36 (29) 0:29:41 (268) 0:46:09 (313) 1:00:07 (255) 1:14:32 (258)

IT企業の部 (199) 11:36 (29) 18:05 (468) 16:28 (362) 13:58 (157) 14:25 (291)

0:14:42 (305) 0:29:46 (274) 0:44:52 (258) 1:01:11 (300) 1:14:34 (259)

IT企業の部 (200) 14:42 (305) 15:04 (233) 15:06 (252) 16:19 (380) 13:23 (176)

0:16:10 (412) 0:32:00 (388) 0:48:17 (388) 1:01:45 (325) 1:14:46 (260)

IT企業の部 (201) 16:10 (412) 15:50 (331) 16:17 (351) 13:28 (101) 13:01 (143)

0:15:33 (367) 0:30:27 (309) 0:45:53 (298) 0:58:59 (212) 1:14:49 (261)

一般の部 (60) 15:33 (367) 14:54 (224) 15:26 (287) 13:06 (78) 15:50 (398)

0:13:29 (182) 0:29:29 (256) 0:43:18 (174) 1:00:11 (259) 1:14:50 (262)

IT企業の部 (202) 13:29 (182) 16:00 (348) 13:49 (123) 16:53 (417) 14:39 (309)

0:13:24 (172) 0:26:04 (68) 0:40:19 (67) 0:58:43 (202) 1:14:50 (263)

IT企業の部 (203) 13:24 (172) 12:40 (55) 14:15 (160) 18:24 (473) 16:07 (411)

0:13:04 (143) 0:28:57 (219) 0:44:35 (237) 0:59:06 (218) 1:14:51 (264)

IT企業の部 (204) 13:04 (143) 15:53 (337) 15:38 (308) 14:31 (230) 15:45 (389)

0:14:52 (314) 0:32:25 (404) 0:46:46 (333) 1:01:45 (324) 1:14:53 (265)

一般の部 (61) 14:52 (314) 17:33 (449) 14:21 (175) 14:59 (282) 13:08 (153)

0:15:40 (375) 0:31:29 (363) 0:46:29 (319) 1:01:24 (306) 1:14:54 (266)

IT企業の部 (205) 15:40 (375) 15:49 (328) 15:00 (241) 14:55 (274) 13:30 (186)

0:17:23 (468) 0:34:32 (469) 0:46:31 (322) 1:01:24 (307) 1:14:55 (267)

一般の部 (62) 17:23 (468) 17:09 (423) 11:59 (19) 14:53 (270) 13:31 (188)

0:14:29 (273) 0:31:44 (375) 0:47:45 (371) 1:01:39 (320) 1:14:58 (268)

IT企業の部 (206) 14:29 (273) 17:15 (430) 16:01 (334) 13:54 (151) 13:19 (170)

0:14:17 (251) 0:28:57 (220) 0:43:29 (182) 1:00:50 (284) 1:15:01 (269)

IT企業の部 (207) 14:17 (251) 14:40 (204) 14:32 (191) 17:21 (440) 14:11 (270)

0:12:13 (58) 0:28:59 (223) 0:44:15 (220) 0:59:49 (244) 1:15:04 (270)

IT企業の部 (208) 12:13 (58) 16:46 (405) 15:16 (267) 15:34 (325) 15:15 (353)

0:13:56 (220) 0:29:19 (246) 0:44:04 (213) 0:59:45 (239) 1:15:05 (271)

一般の部 (63) 13:56 (220) 15:23 (272) 14:45 (215) 15:41 (336) 15:20 (359)

0:14:41 (300) 0:28:02 (159) 0:43:48 (195) 0:58:49 (203) 1:15:06 (272)

IT企業の部 (209) 14:41 (300) 13:21 (93) 15:46 (318) 15:01 (284) 16:17 (420)

0:16:25 (426) 0:31:15 (350) 0:45:56 (302) 1:01:39 (319) 1:15:11 (273)

IT企業の部 (210) 16:25 (426) 14:50 (218) 14:41 (208) 15:43 (342) 13:32 (190)

0:12:40 (90) 0:30:46 (326) 0:45:31 (286) 1:02:07 (334) 1:15:16 (274)

IT企業の部 (211) 12:40 (90) 18:06 (469) 14:45 (214) 16:36 (396) 13:09 (155)

0:10:57 (18) 0:26:41 (90) 0:48:25 (395) 1:04:02 (384) 1:15:18 (275)

一般の部 (64) 10:57 (18) 15:44 (313) 21:44 (511) 15:37 (331) 11:16 (22)

251 728

うさかめQチーム

1:14:25

浦 聖治 仲谷 美乃里 菱田 友樹 薮内 智志 秋子 英明

252 716

JAC くず軍団

1:14:26

瀬崎 祐一郎 稲葉 絵里香 小島 裕一郎 山内 香奈 遠山 央敬

253 215

TEAM P2

1:14:27

川合 毅 中川 明雄 杉村 佳世子 飯田 正敏 小川 聡

254 19

シトリックス兎

1:14:28

成田 秀明 横山 龍児 新倉 宏明 常吉 太二 和田 慎太郎

255 643

ラブマシーン

1:14:28

鈴木 愛花 松下 健太郎 達田 洋一郎 石野 大輔 加藤 亨太

256 468

デカチョウ

1:14:29

古井 達也 西田 寛 西舘 健 中嶋 賢矢 中村 紘子

257 269

エフテック

1:14:30

篠山 定忠 阿部 道 高津 健一 松本 博之 伊藤 康隆

258 222

masasoD

1:14:32

中川 栄治 鎌田 みのり 三好 陽子 小原 祐樹 小松 克忠

259 602

NOSヤング

1:14:34

佐藤 映吉 村田 理 木寺 大樹 角元 エリカ 安永 晋秀

260 482

Situs7F

1:14:46

岡本 武久 小池 紀子 伊勢 勝也 鹿嶋 亮介 原部 光令

261 72

社会起業大学A

1:14:49

菅野 惠天 中村 祥子 西川 貴祥 渡辺 達文 駒崎 智紀

262 306

YRL駅伝部Bチーム

1:14:50

細渕 仁 柴村 幸奈 山神 寛之 堀内 茉波 津田 滋也

263 125

新卒内定者1

1:14:50

竹田 龍司 村上 遥 岡部 淳也 バンダリ ゴカルナ 須山 僚介

264 635

jena

1:14:51

鈴木 勝則 伊藤 仁成 後藤 努 德田 ニーノ優生 手塚 康夫

265 134

本間チーム

1:14:53

永井 美香 田口 翔 藤田 亮一 大塚 智子 相川 佳之

266 619

IBM流通C

1:14:54

石川 浩一郎 田中 吉大 右田 直也 田村 雪野 宇田 悠佑

267 86

みずほ祭礼研

1:14:55

河邊 賀道 田中 裕子 坂田 慎一朗 小野 果南 山崎 渉平

268 644

Wi-Fi

1:14:58

黒部 善弘 富樫 大 田代 貴久 斎藤 泰至 梅宮 孝介

269 490

P6

1:15:01

本間 健之 田中 裕俊 山﨑 勇輝 花嶋 雄 山本 将道

270 237

矢風

1:15:04

神山 亮介 高松 誠一 林 寿一 村井 達哉 木ノ内 宣行

271 65

チキンおろし

1:15:05

大友 伸也 カイトウ ユウスケ セキ シオリ タケウチ ハジメ タケウチ ミワコ

272 524

ナチュラル・ボーン・ランナーズ

1:15:06

阿部 司 堀内 新平 大塚 岳 須釜 進司 貝野 哲也

273 45

カームCC

1:15:11

中西 章博 奥山 恭範 前田 耕輔 伊藤 正樹 小林 正典

274 421

愛・絆・DBI

1:15:16

尾崎 太郎 山本 尚弘 左登 和好 吉岡 忍 田中 謙吾

275 10

チームしょー兵

1:15:18

山口 しょうへい 島田 えりこ 前田 えつこ 木田橋 ゆう 渡辺 けんいち



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:16:01 (403) 0:30:38 (315) 0:46:07 (311) 1:01:29 (310) 1:15:19 (276)

IT企業の部 (212) 16:01 (403) 14:37 (199) 15:29 (292) 15:22 (316) 13:50 (227)

0:13:59 (225) 0:30:14 (297) 0:44:11 (217) 0:58:42 (201) 1:15:21 (277)

IT企業の部 (213) 13:59 (225) 16:15 (374) 13:57 (138) 14:31 (227) 16:39 (436)

0:13:51 (216) 0:29:35 (262) 0:47:22 (355) 1:01:02 (293) 1:15:21 (278)

IT企業の部 (214) 13:51 (216) 15:44 (314) 17:47 (449) 13:40 (117) 14:19 (284)

0:14:01 (228) 0:30:11 (294) 0:44:26 (230) 1:01:56 (331) 1:15:23 (279)

IT企業の部 (215) 14:01 (228) 16:10 (367) 14:15 (161) 17:30 (446) 13:27 (181)

0:14:35 (289) 0:30:14 (296) 0:44:52 (259) 0:58:32 (194) 1:15:23 (280)

IT企業の部 (216) 14:35 (289) 15:39 (306) 14:38 (201) 13:40 (118) 16:51 (447)

0:14:13 (242) 0:27:37 (131) 0:44:38 (242) 1:00:55 (289) 1:15:26 (281)

IT企業の部 (217) 14:13 (242) 13:24 (95) 17:01 (412) 16:17 (377) 14:31 (301)

0:12:51 (115) 0:28:04 (161) 0:44:36 (239) 0:58:09 (181) 1:15:27 (282)

IT企業の部 (218) 12:51 (115) 15:13 (249) 16:32 (369) 13:33 (106) 17:18 (460)

0:15:14 (344) 0:30:52 (333) 0:45:42 (288) 0:59:03 (215) 1:15:29 (283)

IT企業の部 (219) 15:14 (344) 15:38 (304) 14:50 (224) 13:21 (93) 16:26 (425)

0:15:02 (325) 0:31:02 (341) 0:45:20 (279) 1:01:29 (311) 1:15:30 (284)

一般の部 (65) 15:02 (325) 16:00 (347) 14:18 (168) 16:09 (371) 14:01 (251)

0:16:53 (444) 0:31:08 (344) 0:48:03 (381) 1:00:25 (270) 1:15:33 (285)

IT企業の部 (220) 16:53 (444) 14:15 (162) 16:55 (403) 12:22 (35) 15:08 (347)

0:12:32 (80) 0:29:18 (243) 0:45:22 (280) 0:59:59 (249) 1:15:33 (286)

IT企業の部 (221) 12:32 (80) 16:46 (406) 16:04 (335) 14:37 (244) 15:34 (376)

0:15:46 (382) 0:31:03 (342) 0:44:35 (238) 1:01:27 (309) 1:15:37 (287)

IT企業の部 (222) 15:46 (382) 15:17 (258) 13:32 (99) 16:52 (416) 14:10 (269)

0:16:00 (398) 0:29:28 (255) 0:43:59 (210) 1:00:45 (280) 1:15:43 (288)

IT企業の部 (223) 16:00 (398) 13:28 (99) 14:31 (188) 16:46 (409) 14:58 (330)

0:15:13 (341) 0:31:11 (346) 0:45:11 (274) 0:59:15 (226) 1:15:43 (289)

IT企業の部 (224) 15:13 (341) 15:58 (344) 14:00 (142) 14:04 (167) 16:28 (428)

0:13:24 (174) 0:29:15 (241) 0:43:58 (207) 1:01:48 (327) 1:15:47 (290)

IT企業の部 (225) 13:24 (174) 15:51 (334) 14:43 (213) 17:50 (461) 13:59 (243)

0:14:11 (241) 0:29:03 (225) 0:46:47 (334) 1:02:41 (349) 1:15:48 (291)

一般の部 (66) 14:11 (241) 14:52 (222) 17:44 (448) 15:54 (354) 13:07 (152)

0:14:01 (227) 0:31:41 (373) 0:47:37 (367) 1:04:36 (397) 1:15:49 (292)

一般の部 (67) 14:01 (227) 17:40 (456) 15:56 (329) 16:59 (421) 11:13 (19)

0:13:09 (151) 0:28:54 (214) 0:43:53 (201) 0:58:23 (188) 1:15:51 (293)

IT企業の部 (226) 13:09 (151) 15:45 (315) 14:59 (240) 14:30 (225) 17:28 (468)

0:15:16 (348) 0:29:26 (250) 0:48:53 (406) 1:00:37 (274) 1:16:04 (294)

IT企業の部 (227) 15:16 (348) 14:10 (155) 19:27 (485) 11:44 (16) 15:27 (368)

0:13:28 (181) 0:29:15 (242) 0:43:27 (181) 1:01:08 (298) 1:16:08 (295)

IT企業の部 (228) 13:28 (181) 15:47 (323) 14:12 (157) 17:41 (455) 15:00 (334)

0:14:14 (244) 0:28:07 (167) 0:43:31 (185) 1:02:18 (338) 1:16:09 (296)

一般の部 (68) 14:14 (244) 13:53 (130) 15:24 (280) 18:47 (486) 13:51 (228)

0:15:42 (376) 0:35:07 (478) 0:50:00 (434) 1:02:39 (346) 1:16:13 (297)

IT企業の部 (229) 15:42 (376) 19:25 (494) 14:53 (230) 12:39 (52) 13:34 (192)

0:13:53 (219) 0:28:45 (204) 0:42:55 (160) 0:58:51 (204) 1:16:14 (298)

IT企業の部 (230) 13:53 (219) 14:52 (220) 14:10 (153) 15:56 (357) 17:23 (465)

0:13:20 (164) 0:29:09 (233) 0:45:47 (294) 1:00:21 (267) 1:16:14 (299)

一般の部 (69) 13:20 (164) 15:49 (325) 16:38 (376) 14:34 (239) 15:53 (399)

0:12:50 (110) 0:29:10 (237) 0:46:44 (330) 1:02:35 (342) 1:16:16 (300)

IT企業の部 (231) 12:50 (110) 16:20 (382) 17:34 (441) 15:51 (351) 13:41 (205)

276 232

Team E

1:15:19

末瀬　哲也 須藤 巧一 金子 泰人 吉原 良平 乃村 俊博

277 627

チーム今日だけ

1:15:21

岩井 貴彦 矢野 喬亮 阿 健太郎 水内 武 渡邊 定誉

278 224

masasoF

1:15:21

上竹 宏幸 築井 悦子 齊藤 由希子 川原 雅人 光永 剛

279 258

とみーずRUN

1:15:23

和田 萌希 冨山 知典 長谷部 可奈 二村 浩寿 大道 隆久

280 530

ガレーラカンパニー

1:15:23

爲我井務 古賀大也 田渕亮平 岸暢人 工藤良洋

281 505

チーム元起DTC

1:15:26

渡邉 潤一 金原 雄治 加瀬 弓弦 山本 真未 菅原 壮登

282 502

SD若手？会

1:15:27

吉田 康二 平原 隼人 後藤 雅史 藤井 友和 阿江 隆之

283 311

NPO法人ぱお

1:15:29

小池 純一 小林 大輔 保坂 寛美 長嶋 亮平 木屋 英二

284 202

パソナ弁才天

1:15:30

山津 和之 古井 玲名 白井 寛之 北原 玲子 草野 琢也

285 209

ユーナーズＢ

1:15:33

出口 彩 石塚 和美 伊藤 穣 斎藤 圭 松村 尚之

286 97

MASAKO

1:15:33

小鹿原 裕一 角田 昌子 松本 杏子 鈴木 征人 松本 伸生

287 317

日本ユニシス金融チーム

1:15:37

高尾 篤史 鈴木 雅幸 渡邊 弘巳 神山 聡司 永島 直史

288 284

ケニアMAX！

1:15:43

坂本 淳一 東 一貴 橋下 大悟 松下 伸一 本間 龍

289 515

CTC ウォーターサーバー

1:15:43

鶴我 祥太 岡田 美和子 澤田 治樹 新納 真吾 齋藤 竜介

290 709

infoteria B

1:15:47

平野 洋一郎 Ahmed Zubair 徐 志東 堀野 史郎 山口 豪志

291 228

退手と総括

1:15:48

海老澤 慧一 国井 隼人 加藤 重人 勝本 大二朗 大堀 芳文

292 445

タイマーズ

1:15:49

尾崎 紘太朗 嶋津 宗昭 渡辺 尚美 馬場 翔子 古川 奈津実

293 308

LEGEND

1:15:51

山崎 統 坂 伊織 滝口 朝生 高山 誠太 片山 隆之

294 210

ユーナーズＣ

1:16:04

虻川 暢 川本 紘子 戸田 洋右 戸田 篤 佐野 由布菜

295 90

YRL駅伝部C

1:16:08

永美 伸吾 逆井 いづみ 門脇 優輝 小林 杏里 鈴木 宏幸

296 64

元町田高校1

1:16:09

小林 良輔 高田 克史 神埼 梨枝子 清水 寛子 金田 雄一郎

297 509

ギャラクティカ・マグナムズ

1:16:13

稲垣 徹 林 慎二 湯澤 高志 大立目 慶太郎 佐居 宜久

298 411

３BarN

1:16:14

富山 福光 馬場 和幸 安部 孝宏 福井 登 中村 尚

299 670

レオ二軍

1:16:14

本多 俊哉 望月 正芳 赤木 瑞代 小島 武 森 豊

300 696

テラスカイ

1:16:16

讃岐 行 大澤 龍光 植松 裕介 白濱 由紀恵 加賀 千鶴



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:14:21 (256) 0:30:09 (292) 0:47:37 (366) 1:01:39 (321) 1:16:19 (301)

IT企業の部 (232) 14:21 (256) 15:48 (324) 17:28 (438) 14:02 (165) 14:40 (310)

0:16:37 (437) 0:31:56 (385) 0:46:53 (339) 1:01:17 (303) 1:16:20 (302)

一般の部 (70) 16:37 (437) 15:19 (264) 14:57 (235) 14:24 (214) 15:03 (337)

0:11:54 (45) 0:27:47 (144) 0:41:28 (107) 1:01:12 (301) 1:16:20 (303)

IT企業の部 (233) 11:54 (45) 15:53 (340) 13:41 (110) 19:44 (495) 15:08 (348)

0:16:35 (436) 0:33:24 (437) 0:47:13 (349) 1:02:14 (337) 1:16:21 (304)

IT企業の部 (234) 16:35 (436) 16:49 (410) 13:49 (121) 15:01 (285) 14:07 (265)

0:15:40 (374) 0:31:30 (364) 0:46:16 (316) 1:03:08 (358) 1:16:23 (305)

IT企業の部 (235) 15:40 (374) 15:50 (330) 14:46 (217) 16:52 (415) 13:15 (165)

0:14:29 (274) 0:32:21 (401) 0:47:03 (343) 1:02:39 (345) 1:16:25 (306)

IT企業の部 (236) 14:29 (274) 17:52 (461) 14:42 (210) 15:36 (330) 13:46 (216)

0:17:24 (470) 0:33:35 (442) 0:48:24 (394) 1:02:46 (351) 1:16:25 (307)

IT企業の部 (237) 17:24 (470) 16:11 (370) 14:49 (222) 14:22 (204) 13:39 (200)

0:15:51 (389) 0:29:31 (257) 0:44:57 (262) 1:00:44 (279) 1:16:32 (308)

一般の部 (71) 15:51 (389) 13:40 (115) 15:26 (288) 15:47 (346) 15:48 (393)

0:12:59 (134) 0:30:22 (302) 0:44:58 (264) 1:04:47 (401) 1:16:33 (309)

IT企業の部 (238) 12:59 (134) 17:23 (441) 14:36 (197) 19:49 (497) 11:46 (38)

0:15:46 (383) 0:31:33 (368) 0:45:06 (270) 0:59:05 (217) 1:16:33 (310)

IT企業の部 (239) 15:46 (383) 15:47 (318) 13:33 (100) 13:59 (159) 17:28 (467)

0:13:42 (200) 0:28:52 (211) 0:44:27 (231) 0:58:51 (205) 1:16:34 (311)

IT企業の部 (240) 13:42 (200) 15:10 (244) 15:35 (305) 14:24 (210) 17:43 (478)

0:14:38 (295) 0:31:52 (382) 0:44:36 (240) 1:00:21 (266) 1:16:35 (312)

一般の部 (72) 14:38 (295) 17:14 (428) 12:44 (49) 15:45 (343) 16:14 (415)

0:17:36 (475) 0:35:30 (483) 0:51:51 (469) 1:06:49 (441) 1:16:38 (313)

一般の部 (73) 17:36 (475) 17:54 (463) 16:21 (353) 14:58 (278) 9:49 (4)

0:12:03 (55) 0:30:11 (293) 0:46:48 (336) 1:03:28 (366) 1:16:39 (314)

一般の部 (74) 12:03 (55) 18:08 (470) 16:37 (375) 16:40 (400) 13:11 (161)

0:12:37 (88) 0:28:30 (189) 0:43:48 (196) 1:01:07 (296) 1:16:40 (315)

IT企業の部 (241) 12:37 (88) 15:53 (338) 15:18 (271) 17:19 (439) 15:33 (375)

0:16:32 (431) 0:32:42 (416) 0:47:22 (356) 1:02:23 (340) 1:16:41 (316)

IT企業の部 (242) 16:32 (431) 16:10 (368) 14:40 (205) 15:01 (290) 14:18 (282)

0:14:24 (261) 0:29:28 (253) 0:44:32 (235) 1:01:25 (308) 1:16:42 (317)

IT企業の部 (243) 14:24 (261) 15:04 (234) 15:04 (248) 16:53 (418) 15:17 (355)

0:17:52 (482) 0:35:20 (480) 0:48:47 (403) 1:03:56 (381) 1:16:46 (318)

IT企業の部 (244) 17:52 (482) 17:28 (446) 13:27 (94) 15:09 (298) 12:50 (124)

0:13:46 (209) 0:30:43 (322) 0:46:49 (337) 1:04:56 (405) 1:16:46 (319)

IT企業の部 (245) 13:46 (209) 16:57 (413) 16:06 (340) 18:07 (467) 11:50 (40)

0:14:34 (287) 0:30:26 (304) 0:45:08 (271) 1:01:51 (330) 1:16:48 (320)

IT企業の部 (246) 14:34 (287) 15:52 (335) 14:42 (209) 16:43 (406) 14:57 (329)

0:13:23 (171) 0:33:40 (445) 0:48:22 (393) 1:01:36 (316) 1:16:49 (321)

IT企業の部 (247) 13:23 (171) 20:17 (506) 14:42 (211) 13:14 (84) 15:13 (351)

0:14:08 (236) 0:30:15 (298) 0:44:42 (247) 0:59:55 (247) 1:16:53 (322)

IT企業の部 (248) 14:08 (236) 16:07 (362) 14:27 (182) 15:13 (306) 16:58 (452)

0:13:36 (196) 0:28:06 (165) 0:44:54 (260) 1:03:11 (359) 1:16:54 (323)

IT企業の部 (249) 13:36 (196) 14:30 (189) 16:48 (395) 18:17 (470) 13:43 (211)

0:14:17 (248) 0:31:20 (354) 0:48:07 (384) 1:03:17 (361) 1:17:01 (324)

IT企業の部 (250) 14:17 (248) 17:03 (418) 16:47 (393) 15:10 (300) 13:44 (213)

0:12:54 (127) 0:27:16 (118) 0:45:05 (269) 1:01:14 (302) 1:17:02 (325)

IT企業の部 (251) 12:54 (127) 14:22 (177) 17:49 (452) 16:09 (370) 15:48 (394)

301 413

OSAT-B

1:16:19

豊谷 秀輝 福本 祥子 佐藤 綾香 牧野 彰邦 渡辺 敏全

302 25

ランダースA

1:16:20

北村 和敏 堀田 禎子 澤 昌伸 子守 隆二 川井 裕貴

303 497

たすき愛好会

1:16:20

大森 雅之 高野 三帆 佐藤 真人 知念 由紀子 末満 正巳

304 96

Diet Winner

1:16:21

松尾 友恵 北島 範子 藤原 洋介 河島 良輔 林 亮治

305 511

アンカーネットワークサービス

1:16:23

山口 健太郎 島 太陽 関口 尚美 東内 健史 樋口 久晃

306 105

GSD Leadership Team

1:16:25

Marquez Chris 宮田 要 姜 永泰 菊地 かずみ 木村 大

307 8

FMランナーD

1:16:25

臺 友樹 豊田 嘉也 三浦 光明 福山 望夢 上崎 祥之

308 93

AyaRC-B

1:16:32

山本 雅也 石井 陽太 望月 克彦 小林 剛史 澤野 仁一

309 24

シトリックス龍

1:16:33

松下 省治 堀越 洋子 小出 紘子 中附　亮 ジョー シニョーレリ

310 663

チームK

1:16:33

川上 雅孝 倉橋 秀朋 鵜田 高幸 薗川 元樹 奥村 香里

311 116

常夏動画’s

1:16:34

清水 陽平 宮負 貴匡 安河内 裕之 中村 寛治 千葉 小百合

312 92

AyaRC-A

1:16:35

濱本 兼孝 仲山 裕文 曽路地 美聖 金谷 高志 金子 文之

313 432

サツキックス

1:16:38

押元 さつき 玉井 裕子 吉村 直子 押元 颯斗 押元 渉

314 406

JACIT

1:16:39

川口 俊太郎 上野 瑛利子 金澤 雄太 北上 真有 土井 篤

315 35

UOSロボラボ

1:16:40

菅原 俊哉 道下 秀世 田端 健太 長嶺 佳那 平山 武司

316 293

スマレン

1:16:41

伊藤 秀晃 豊田 誠二 谷口 篤志 増田 仁志 村田 拓司

317 115

NetVault Tech

1:16:42

八杉 祐哉 Wong Bo 石井 洋介 笠 純子 畑山 浩二

318 486

チーム吉岡

1:16:46

高橋 正一 吉岡 秀将 藤尾 征範 中川 経智 吉川 史郎

319 99

Team Enjoy Runner

1:16:46

田中 俊之 坂本 美由紀 岡澤 雄一 小泉 雅彦 吉田  和正

320 15

エスコHTK

1:16:48

中島 祐二 大場 直樹 吉瀬 光城 久保 紀子 清水 誠治

321 436

TSH選抜Ｃ

1:16:49

佐藤 導吉 濱倉 結花 多賀谷 翼 中井 大空 鎌田 佳宏

322 57

SIGMEX2

1:16:53

平岡 貴志 有本 潤 岡本 健太 中井 庸二 中島 淳

323 697

もと・なかのみ

1:16:54

金本 和真 髙寺  弥奈美 中村 義哉 渡辺  ゆみ 畑中 梓吹

324 633

SMP南相馬Ｂ

1:17:01

山本 新 Ｂ２ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ５

325 462

ビートレンド

1:17:02

井上 英昭 吉岡 大輔 上野 まどか 織田 敏邦 永山 隆昭



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:16:04 (406) 0:31:38 (371) 0:47:03 (342) 1:01:33 (312) 1:17:03 (326)

IT企業の部 (252) 16:04 (406) 15:34 (294) 15:25 (282) 14:30 (223) 15:30 (371)

0:14:18 (252) 0:31:20 (353) 0:46:32 (325) 1:03:56 (382) 1:17:03 (327)

IT企業の部 (253) 14:18 (252) 17:02 (417) 15:12 (259) 17:24 (443) 13:07 (149)

0:14:38 (294) 0:30:51 (330) 0:49:52 (428) 1:04:07 (388) 1:17:07 (328)

IT企業の部 (254) 14:38 (294) 16:13 (372) 19:01 (477) 14:15 (191) 13:00 (142)

0:13:58 (224) 0:29:12 (240) 0:44:22 (224) 0:59:23 (230) 1:17:08 (329)

一般の部 (75) 13:58 (224) 15:14 (250) 15:10 (258) 15:01 (289) 17:45 (479)

0:16:51 (442) 0:32:15 (398) 0:46:20 (317) 1:00:48 (283) 1:17:10 (330)

IT企業の部 (255) 16:51 (442) 15:24 (275) 14:05 (148) 14:28 (220) 16:22 (424)

0:16:56 (446) 0:32:11 (396) 0:47:27 (358) 1:01:21 (304) 1:17:10 (331)

IT企業の部 (256) 16:56 (446) 15:15 (254) 15:16 (266) 13:54 (152) 15:49 (395)

0:14:31 (281) 0:30:05 (288) 0:43:18 (173) 0:59:01 (213) 1:17:11 (332)

IT企業の部 (257) 14:31 (281) 15:34 (295) 13:13 (73) 15:43 (339) 18:10 (488)

0:12:31 (78) 0:34:13 (462) 0:49:47 (426) 1:04:04 (386) 1:17:12 (333)

一般の部 (76) 12:31 (78) 21:42 (514) 15:34 (300) 14:17 (198) 13:08 (154)

0:14:14 (245) 0:29:46 (273) 0:45:24 (283) 1:03:04 (357) 1:17:18 (334)

IT企業の部 (258) 14:14 (245) 15:32 (287) 15:38 (307) 17:40 (454) 14:14 (272)

0:14:48 (310) 0:29:52 (279) 0:46:57 (341) 1:00:59 (292) 1:17:21 (335)

IT企業の部 (259) 14:48 (310) 15:04 (231) 17:05 (417) 14:02 (164) 16:22 (423)

0:17:12 (458) 0:31:32 (367) 0:47:41 (370) 1:02:38 (344) 1:17:24 (336)

IT企業の部 (260) 17:12 (458) 14:20 (172) 16:09 (343) 14:57 (275) 14:46 (316)

0:14:36 (291) 0:28:54 (213) 0:44:58 (265) 0:59:33 (235) 1:17:24 (337)

IT企業の部 (261) 14:36 (291) 14:18 (170) 16:04 (336) 14:35 (241) 17:51 (483)

0:16:00 (399) 0:31:28 (362) 0:47:57 (376) 1:00:23 (268) 1:17:26 (338)

IT企業の部 (262) 16:00 (399) 15:28 (281) 16:29 (363) 12:26 (39) 17:03 (453)

0:15:37 (372) 0:30:51 (331) 0:45:45 (290) 1:00:54 (288) 1:17:29 (339)

IT企業の部 (263) 15:37 (372) 15:14 (251) 14:54 (231) 15:09 (297) 16:35 (433)

0:15:15 (345) 0:32:20 (399) 0:47:40 (368) 1:03:35 (370) 1:17:31 (340)

IT企業の部 (264) 15:15 (345) 17:05 (420) 15:20 (276) 15:55 (355) 13:56 (238)

0:12:46 (103) 0:28:33 (191) 0:44:23 (225) 1:03:15 (360) 1:17:32 (341)

IT企業の部 (265) 12:46 (103) 15:47 (322) 15:50 (323) 18:52 (487) 14:17 (279)

0:12:27 (74) 0:29:19 (245) 0:45:45 (289) 1:03:23 (365) 1:17:32 (342)

IT企業の部 (266) 12:27 (74) 16:52 (412) 16:26 (360) 17:38 (452) 14:09 (267)

0:13:20 (165) 0:29:23 (247) 0:45:10 (273) 1:00:48 (282) 1:17:32 (343)

IT企業の部 (267) 13:20 (165) 16:03 (354) 15:47 (322) 15:38 (332) 16:44 (439)

0:12:58 (133) 0:30:38 (316) 0:48:18 (390) 1:04:16 (391) 1:17:33 (344)

一般の部 (77) 12:58 (133) 17:40 (455) 17:40 (443) 15:58 (361) 13:17 (168)

0:16:58 (447) 0:32:23 (402) 0:48:03 (380) 1:01:49 (328) 1:17:33 (345)

IT企業の部 (268) 16:58 (447) 15:25 (276) 15:40 (311) 13:46 (133) 15:44 (387)

0:15:28 (360) 0:33:27 (440) 0:47:16 (351) 1:03:32 (368) 1:17:41 (346)

一般の部 (78) 15:28 (360) 17:59 (466) 13:49 (122) 16:16 (375) 14:09 (268)

0:13:00 (136) 0:29:43 (271) 0:46:05 (309) 1:04:51 (403) 1:17:45 (347)

IT企業の部 (269) 13:00 (136) 16:43 (403) 16:22 (355) 18:46 (485) 12:54 (130)

0:15:28 (359) 0:32:28 (407) 0:47:54 (375) 1:02:09 (335) 1:17:50 (348)

IT企業の部 (270) 15:28 (359) 17:00 (415) 15:26 (286) 14:15 (186) 15:41 (385)

0:17:04 (452) 0:32:44 (417) 0:48:49 (404) 1:03:51 (378) 1:17:51 (349)

IT企業の部 (271) 17:04 (452) 15:40 (307) 16:05 (338) 15:02 (291) 14:00 (246)

0:12:29 (77) 0:28:34 (192) 0:43:06 (168) 0:57:54 (175) 1:17:53 (350)

IT企業の部 (272) 12:29 (77) 16:05 (359) 14:32 (189) 14:48 (262) 19:59 (503)

326 61

Team D

1:17:03

林 伸彦 庭山 武 吉田 洋泰 小川 大輔 遠入 芳孝

327 667

Team704

1:17:03

石川 朋宏 茶谷 正人 中村 裕樹 千葉 大作 伊藤 俊樹

328 423

Team大鼠

1:17:07

三吉 重隆 諏訪 まり子 荒川 敬子 近藤 理 山本 陽昭

329 675

ユニキャンE

1:17:08

山田 将太郎 亀岡 ゆり子 竹内 由美 津軽谷 志保 石巻 望

330 286

運も実力之内

1:17:10

勝又 大輔 宮地 弘 遠山 寛高 竹之内 賢輔 山本 裕介

331 638

それを見守り隊

1:17:10

田中 徹郎 伊藤 圭二 岡本 貴司 中山 北斗 牛山 理

332 707

infoteria C

1:17:11

河上 敬 宮本 淳子 小林 花絵 東出 武也 斎藤 岳

333 690

WORKMAN

1:17:12

國井 慶太 福川 聡 藤原 基 永木 洋介 高橋 佑輔

334 323

国誉1

1:17:18

田地 裕造 徳江 賢之 今野 由紀子 大村 剛士 三浦 洋介

335 516

MBFS(チームK)

1:17:21

池田 正人 林 憲子 安保 良 新井 祐二 肥沼 英行

336 453

チームユニティ

1:17:24

三城 志保 渋谷 浩二 原 智幸 寺田 健一 市村 恭一

337 103

Dell EUS APBチーム

1:17:24

河合 佑樹 郡司掛 純一 元久 修 佐々木 剛 田中 さぎり

338 713

1stホールディングスグループ 内

定者A 1:17:26

高橋 勇貴 湯原 圭亮 林 千晶 加藤 大陽 山中 駿

339 680

EPS1号

1:17:29

菊池 拓朗 髙橋 誠 佐々木 齊 加藤 彰 山口 大貴

340 7

FMランナーC

1:17:31

小川 政一 小泉 烈志 猪原 孝次 満田 貴昭 馬原 政一

341 312

ビッグ・ベア

1:17:32

山本 雄太 大井 想太 齋藤 さや香 池田 裕一郎 小林 俊幸

342 714

1stホールディングスグループ 内

定者B 1:17:32

富岡 勢斗 飯野 成美 小宮山 直貴 柴 綾夏 金子 淳貴

343 443

Rickys★

1:17:32

品川 遼太 長島 ちえみ 松井 要 涌井 里奈 木下 裕司

344 38

黒タイツ部

1:17:33

河野 博光 河野 遊 林 由佳子 山口 一夫 菊島 進

345 107

OKAMOMO

1:17:33

佐々木 和香 塩澤 栄一 武田 奈緒子 今井 裕志 岡崎 桃子

346 319

株式会社スポーツ寿苑

1:17:41

三浦 隆 亀ヶ谷 武臣 井口 正博 川辺 卓也 小田 憲明

347 623

チーム千葉会

1:17:45

榎本 薫 鈴木 孝明 園田 大輔 太田 美由紀 中村 泰尚

348 415

comnet2

1:17:50

千野 貴司 山森 啓之 鈴木 浩一 中田 秀 石田正和

349 21

シトリックス羊

1:17:51

田村 絵美 足立 修 忍田 麻衣子 関 武士 熊谷 慶一郎

350 212

アクシオRC2

1:17:53

原田 岳史 五十嵐 淳 高澤 泰紀 鹿児島 良治 井口 新太郎



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:12:51 (116) 0:27:00 (100) 0:44:43 (248) 1:01:39 (318) 1:17:55 (351)

IT企業の部 (273) 12:51 (116) 14:09 (151) 17:43 (447) 16:56 (419) 16:16 (418)

0:17:38 (476) 0:30:41 (320) 0:43:55 (204) 0:58:56 (210) 1:17:56 (352)

IT企業の部 (274) 17:38 (476) 13:03 (76) 13:14 (75) 15:01 (287) 19:00 (497)

0:15:10 (336) 0:31:25 (360) 0:46:16 (314) 1:02:40 (348) 1:17:58 (353)

IT企業の部 (275) 15:10 (336) 16:15 (373) 14:51 (226) 16:24 (385) 15:18 (357)

0:14:42 (303) 0:31:22 (357) 0:48:39 (400) 1:03:18 (362) 1:17:58 (354)

一般の部 (79) 14:42 (303) 16:40 (397) 17:17 (432) 14:39 (247) 14:40 (312)

0:16:08 (409) 0:32:51 (422) 0:48:18 (389) 1:03:02 (356) 1:18:00 (355)

IT企業の部 (276) 16:08 (409) 16:43 (401) 15:27 (289) 14:44 (255) 14:58 (332)

0:14:21 (257) 0:29:44 (272) 0:47:17 (352) 1:04:19 (392) 1:18:01 (356)

IT企業の部 (277) 14:21 (257) 15:23 (273) 17:33 (440) 17:02 (424) 13:42 (206)

0:14:31 (280) 0:28:59 (221) 0:45:14 (276) 0:57:19 (156) 1:18:01 (357)

IT企業の部 (278) 14:31 (280) 14:28 (185) 16:15 (349) 12:05 (27) 20:42 (508)

0:14:54 (316) 0:31:11 (347) 0:44:21 (223) 1:03:01 (355) 1:18:02 (358)

一般の部 (80) 14:54 (316) 16:17 (379) 13:10 (70) 18:40 (483) 15:01 (336)

0:16:01 (401) 0:32:07 (394) 0:47:36 (364) 1:03:29 (367) 1:18:06 (359)

IT企業の部 (279) 16:01 (401) 16:06 (360) 15:29 (291) 15:53 (352) 14:37 (307)

0:13:38 (197) 0:29:47 (275) 0:46:30 (320) 1:00:20 (265) 1:18:10 (360)

一般の部 (81) 13:38 (197) 16:09 (366) 16:43 (388) 13:50 (139) 17:50 (482)

0:15:32 (366) 0:29:41 (266) 0:44:34 (236) 1:01:41 (322) 1:18:12 (361)

IT企業の部 (280) 15:32 (366) 14:09 (153) 14:53 (229) 17:07 (428) 16:31 (429)

0:17:41 (478) 0:33:15 (432) 0:46:31 (323) 1:05:05 (408) 1:18:12 (362)

IT企業の部 (281) 17:41 (478) 15:34 (296) 13:16 (76) 18:34 (478) 13:07 (151)

0:15:29 (361) 0:31:48 (378) 0:47:27 (359) 1:01:43 (323) 1:18:15 (363)

IT企業の部 (282) 15:29 (361) 16:19 (381) 15:39 (309) 14:16 (194) 16:32 (431)

0:13:27 (180) 0:32:41 (414) 0:45:09 (272) 1:03:52 (379) 1:18:15 (364)

IT企業の部 (283) 13:27 (180) 19:14 (491) 12:28 (31) 18:43 (484) 14:23 (289)

0:20:16 (511) 0:37:50 (506) 0:50:17 (446) 1:05:51 (418) 1:18:21 (365)

IT企業の部 (284) 20:16 (511) 17:34 (450) 12:27 (29) 15:34 (326) 12:30 (89)

0:13:17 (158) 0:31:26 (361) 0:45:59 (305) 1:04:24 (393) 1:18:26 (366)

IT企業の部 (285) 13:17 (158) 18:09 (473) 14:33 (192) 18:25 (474) 14:02 (252)

0:16:49 (441) 0:35:04 (476) 0:47:46 (372) 1:02:01 (332) 1:18:28 (367)

IT企業の部 (286) 16:49 (441) 18:15 (476) 12:42 (47) 14:15 (190) 16:27 (426)

0:12:56 (129) 0:30:51 (332) 0:47:40 (369) 1:04:12 (390) 1:18:28 (368)

一般の部 (82) 12:56 (129) 17:55 (464) 16:49 (397) 16:32 (392) 14:16 (277)

0:13:32 (188) 0:28:13 (173) 0:45:29 (285) 0:59:43 (237) 1:18:32 (369)

一般の部 (83) 13:32 (188) 14:41 (205) 17:16 (430) 14:14 (185) 18:49 (493)

0:14:59 (320) 0:30:31 (310) 0:47:28 (360) 1:02:22 (339) 1:18:32 (370)

IT企業の部 (287) 14:59 (320) 15:32 (290) 16:57 (405) 14:54 (272) 16:10 (413)

0:14:03 (231) 0:30:04 (286) 0:48:21 (392) 1:04:44 (400) 1:18:32 (371)

IT企業の部 (288) 14:03 (231) 16:01 (350) 18:17 (464) 16:23 (384) 13:48 (225)

0:15:01 (323) 0:33:48 (452) 0:49:05 (411) 1:04:03 (385) 1:18:36 (372)

IT企業の部 (289) 15:01 (323) 18:47 (485) 15:17 (269) 14:58 (279) 14:33 (303)

0:14:22 (259) 0:30:08 (289) 0:46:48 (335) 1:01:47 (326) 1:18:38 (373)

IT企業の部 (290) 14:22 (259) 15:46 (317) 16:40 (384) 14:59 (281) 16:51 (446)

0:13:53 (218) 0:30:35 (313) 0:47:35 (363) 1:04:38 (398) 1:18:40 (374)

IT企業の部 (291) 13:53 (218) 16:42 (400) 17:00 (411) 17:03 (425) 14:02 (253)

0:12:50 (112) 0:29:54 (281) 0:47:09 (347) 1:01:49 (329) 1:18:40 (375)

IT企業の部 (292) 12:50 (112) 17:04 (419) 17:15 (429) 14:40 (250) 16:51 (448)

351 119

vRanger & RDX

1:17:55

戸谷 安利 橋場 厳 坂田 加奈子 小田切 隆 細田 誠也

352 513

CTC 柔道部

1:17:56

角田 智洋 河野 麻美 宮内 亮輔 冨岡 史葉 三木 真人

353 471

ミヤモトムサシ

1:17:58

宮本 仁久 長尾 貴章 北田 祐樹 鳥打 祐太 老後 直輝

354 665

チーム國井

1:17:58

大江 朋久 福田 良子 國井 恵美子 小林 佳菜 本田 剛士

355 290

HA!しる活動

1:18:00

木村 正吾 長谷川 昇 関根 浩二 釜田 寛之 森 将治

356 117

BLUEラン!

1:18:01

袴田 淳 中村 真里香 樫村 亜一 近藤 陽香 三邊 達也

357 645

Carzo

1:18:01

福岡 雄太 鈴木 崇嗣 佐竹 祐史 武原 義典 川上 勇治

358 201

パソナ大黒天

1:18:02

安村 亮彦 飯田 榛奈 渡辺 尚 河岸 あゆみ 相澤 駿

359 27

東京マラソンＡ

1:18:06

古宮 和美 神田 泰子 阿部 久美子 澤井 康子 大谷 浩司

360 529

ＤＬ都心総合

1:18:10

平石　淳 仁木　輝一 根来　秀和 綾野　勝基 河井　秀敏

361 481

チームシンバシ

1:18:12

増本 仁 亀井 啓希 山本 佑輔 宮谷 司郎 矢口 孝彦

362 50

イントラマート

1:18:12

梅内 彩香 和田 誠 高見沢 健 渡辺 真子 小菅 俊幸

363 63

SFDC E

1:18:15

杉本 敦康 請盛 敏寿 下野 智美 作田 文樹 谷口 賢次

364 91

YRL駅伝部D

1:18:15

田口 恵太 菊池 ゆかり 山口 遼 立石 遼子 青木 学

365 514

君のハートにCTC

1:18:21

坂本 芳広 大島 百恵 伊藤 祐 山崎 勇紀 岡田 航也

366 89

D-Sta

1:18:26

桑名 洋行 楠本 慧 徳江 雄太 脇田 真優子 小関 智宏

367 729

１ｓｔシンジンズ

1:18:28

高木宏利 阿部郁美 李　勇 千葉 秋恵 中山健太

368 480

コムシス通産

1:18:28

中村 甲児 大越 夏子 大根田 真弓 島川 幸二 松尾 守

369 127

TEAM GOLD CONCERT

1:18:32

山崎 等 荒 良英 西口 久美子 嶋川 史剛 貝谷 嘉洋

370 230

キャスリン

1:18:32

上高原 亮 西村幸一 高橋 修 北村 秀一 深沢 信之

371 401

こなきじじい

1:18:32

永尾 匡隆 小見 拓也 王 徳志 島田 稔之 田谷 俊之

372 446

Srアプレッソ

1:18:36

船橋 伸二 大崎 瑶 神谷 正司 小暮 浩史 南谷 昌嘉

373 98

Dell Japan I&CC チームM

1:18:38

阿部 智師 山中 洋二 越村 孝 佐藤 恭子 諸原 裕二

374 402

ぷるふるＡ

1:18:40

古田 雅浩 佐藤 民子 スバルナ ランジート 石田 寛美 金田 龍二

375 664

ばらきーず

1:18:40

関川 大樹 橋詰 史輝 出井 美穂 杰 坎 内田 直哉



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:15:32 (365) 0:30:54 (334) 0:49:59 (433) 1:05:42 (417) 1:18:41 (376)

一般の部 (84) 15:32 (365) 15:22 (271) 19:05 (479) 15:43 (340) 12:59 (140)

0:13:45 (206) 0:30:02 (285) 0:46:41 (329) 1:02:38 (343) 1:18:44 (377)

IT企業の部 (293) 13:45 (206) 16:17 (377) 16:39 (382) 15:57 (358) 16:06 (409)

0:18:56 (498) 0:35:20 (481) 0:52:29 (476) 1:06:45 (439) 1:18:52 (378)

IT企業の部 (294) 18:56 (498) 16:24 (386) 17:09 (422) 14:16 (193) 12:07 (60)

0:17:10 (455) 0:32:31 (409) 0:48:05 (383) 1:04:06 (387) 1:18:54 (379)

IT企業の部 (295) 17:10 (455) 15:21 (269) 15:34 (303) 16:01 (362) 14:48 (319)

0:19:56 (507) 0:35:52 (485) 0:49:19 (415) 1:06:31 (436) 1:18:55 (380)

IT企業の部 (296) 19:56 (507) 15:56 (342) 13:27 (95) 17:12 (433) 12:24 (80)

0:14:22 (258) 0:33:27 (441) 0:50:03 (436) 1:05:22 (411) 1:19:02 (381)

IT企業の部 (297) 14:22 (258) 19:05 (489) 16:36 (374) 15:19 (311) 13:40 (204)

0:14:26 (267) 0:32:34 (410) 0:47:37 (365) 1:03:42 (371) 1:19:04 (382)

IT企業の部 (298) 14:26 (267) 18:08 (472) 15:03 (247) 16:05 (369) 15:22 (365)

0:17:01 (450) 0:33:42 (447) 0:49:27 (420) 1:03:47 (375) 1:19:05 (383)

一般の部 (85) 17:01 (450) 16:41 (398) 15:45 (316) 14:20 (201) 15:18 (358)

0:18:27 (492) 0:36:00 (486) 0:51:26 (461) 1:05:08 (409) 1:19:11 (384)

IT企業の部 (299) 18:27 (492) 17:33 (448) 15:26 (283) 13:42 (124) 14:03 (256)

0:15:30 (362) 0:30:22 (301) 0:50:17 (445) 1:05:21 (410) 1:19:13 (385)

IT企業の部 (300) 15:30 (362) 14:52 (221) 19:55 (493) 15:04 (292) 13:52 (232)

0:16:59 (448) 0:35:20 (479) 0:49:39 (423) 1:03:53 (380) 1:19:14 (386)

一般の部 (86) 16:59 (448) 18:21 (478) 14:19 (173) 14:14 (184) 15:21 (362)

0:13:25 (175) 0:27:57 (154) 0:48:29 (397) 1:02:09 (336) 1:19:16 (387)

IT企業の部 (301) 13:25 (175) 14:32 (192) 20:32 (501) 13:40 (119) 17:07 (456)

0:16:04 (407) 0:31:30 (365) 0:48:20 (391) 1:05:56 (420) 1:19:19 (388)

一般の部 (87) 16:04 (407) 15:26 (280) 16:50 (399) 17:36 (451) 13:23 (175)

0:15:53 (392) 0:29:10 (236) 0:44:29 (233) 1:00:46 (281) 1:19:30 (389)

一般の部 (88) 15:53 (392) 13:17 (89) 15:19 (272) 16:17 (378) 18:44 (492)

0:14:29 (275) 0:29:07 (230) 0:45:47 (293) 1:03:49 (377) 1:19:36 (390)

IT企業の部 (302) 14:29 (275) 14:38 (203) 16:40 (383) 18:02 (465) 15:47 (391)

0:15:43 (378) 0:33:26 (438) 0:49:26 (419) 1:04:27 (394) 1:19:36 (391)

IT企業の部 (303) 15:43 (378) 17:43 (458) 16:00 (332) 15:01 (288) 15:09 (349)

0:14:17 (249) 0:29:10 (238) 0:48:14 (387) 1:05:36 (414) 1:19:42 (392)

IT企業の部 (304) 14:17 (249) 14:53 (223) 19:04 (478) 17:22 (441) 14:06 (262)

0:16:03 (404) 0:31:48 (377) 0:48:51 (405) 1:07:58 (454) 1:19:48 (393)

一般の部 (89) 16:03 (404) 15:45 (316) 17:03 (413) 19:07 (492) 11:50 (42)

0:18:27 (493) 0:31:22 (356) 0:51:24 (459) 1:06:11 (429) 1:19:49 (394)

IT企業の部 (305) 18:27 (493) 12:55 (66) 20:02 (497) 14:47 (259) 13:38 (199)

0:16:00 (400) 0:32:37 (412) 0:50:36 (450) 1:03:45 (373) 1:19:51 (395)

IT企業の部 (306) 16:00 (400) 16:37 (393) 17:59 (454) 13:09 (80) 16:06 (407)

0:13:22 (169) 0:30:41 (321) 0:52:22 (474) 1:05:57 (422) 1:19:51 (396)

IT企業の部 (307) 13:22 (169) 17:19 (436) 21:41 (510) 13:35 (109) 13:54 (233)

0:18:13 (488) 0:34:15 (464) 0:49:39 (422) 1:06:00 (423) 1:19:54 (397)

一般の部 (90) 18:13 (488) 16:02 (352) 15:24 (279) 16:21 (382) 13:54 (236)

0:15:57 (396) 0:29:42 (269) 0:49:06 (412) 1:05:53 (419) 1:19:58 (398)

IT企業の部 (308) 15:57 (396) 13:45 (121) 19:24 (483) 16:47 (411) 14:05 (260)

0:13:10 (152) 0:34:41 (472) 0:48:59 (408) 1:05:39 (415) 1:19:59 (399)

IT企業の部 (309) 13:10 (152) 21:31 (513) 14:18 (166) 16:40 (401) 14:20 (285)

0:14:30 (278) 0:30:37 (314) 0:48:40 (401) 1:03:45 (374) 1:20:05 (400)

IT企業の部 (310) 14:30 (278) 16:07 (363) 18:03 (456) 15:05 (294) 16:20 (422)

376 621

ベネッセ絆

1:18:41

佐野 翔平 南部 亜紀子 中島 志帆 原田 俊彦 西村 洋

377 303

TRC Dチーム

1:18:44

吉田 球昌 白井 智子 樽見 早由利 中熊 沙織 森田 未希

378 528

トレンドマイクロ

1:18:52

野村 和美 井樋 光 前川 洋子 徐 圓 石川 徹治

379 604

ＮＯＳ－そる１

1:18:54

園部 勇弥 上田 崇博 國岡 俊成 岩井 直樹 坪倉 嘉春

380 46

ISF情シス

1:18:55

高尾山 憲 田鎖 元 下村 治己 渡沼 陽一 竹村 壽

381 438

TSH選抜Ｅ

1:19:02

渡部 和也 北爪 繭子 萬代 由紀子 植村 泰樹 山中 喜美

382 722

糟谷ハイツ

1:19:04

濱田 征典 内山 一紀 糟谷 知昭 奥 憲太 齋藤 維斗

383 204

パソナ寿老人

1:19:05

高橋 宏日 増渕 雄三 谷澤 明日香 皆瀬 雄貴 近藤 剛

384 618

アルファ

1:19:11

石川 春 石黒 純哉 平本 武志 木山 典子 中田 裕子

385 435

TSH選抜Ｂ

1:19:13

見木 武人 林 知之 猪股 一行 山西 洋一 村田 和則

386 685

愛と肉とビール

1:19:14

千葉 宗平 守谷 繁 小村 哲也 山上 寿子 渡邉 清信

387 679

ケアンズ

1:19:16

松田 洋介 青木 里奈 真山 弘行 泉山 侑紀 鈴木 愛花

388 726

ワタミフードサービス㈱

1:19:19

亀本 西原 有湖 増子 ひとみ 吉田 良二 川上

389 629

BLUE

1:19:30

氷川 光一 小林 義文 斉藤 綾子 山嵜 猛 武田 ふみひこ

390 622

アンチラルフ

1:19:36

利原 成正 宇都宮 優作 川島 直人 吉澤 智之 八木 清光

391 416

チームIBC

1:19:36

緒方 啓吾 坂井 美枝子 多田 鉄男 川上 潤司 大川 泰

392 82

芝浦駅伝部第二

1:19:42

安藤 大志 古川 裕也 鈴木 恵介 菅田 信正 茅野 晴寿

393 472

チーム心筋梗塞

1:19:48

早川 浩太郎 早川 洋子 小林 亮介 原 善浩 古野 慎也

394 22

シトリックス亀

1:19:49

須藤 学 大谷 俊介 内山 真弓 福永 哲也 齋間 秀雄

395 512

TeamLeader☆SATORU

1:19:51

鈴木 幹人 横田 裕亮 蓑田 剛史 和田 尚樹 渡辺 悟

396 485

チーム大井川

1:19:51

森山 恭介 北小路 嵩亮 佐藤 慶典 吉崎 正 大井川 潤

397 405

ケアフィトB

1:19:54

木村 悠貴子 高嶋 恵 根本 明美 向笠 高弘 高木 友子

398 328

B-EN-G 新人他チーム

1:19:58

松永 圭 加藤 俊 福澤 良彦 内海 亮祐 堀田 恭平

399 277

魁FVL内定者

1:19:59

中原 颯一郎 安井 瑠作 堀岡 沙妃 杉山 彩華 金田一 良麿

400 412

OSAT-A

1:20:05

大平 貴子 山本 也恵 前原 琴美 藤田 竜也 木本 徹二



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:13:34 (194) 0:31:11 (349) 0:47:07 (346) 1:02:56 (354) 1:20:05 (401)

IT企業の部 (311) 13:34 (194) 17:37 (452) 15:56 (327) 15:49 (350) 17:09 (457)

0:14:27 (270) 0:28:00 (157) 0:48:01 (378) 1:02:27 (341) 1:20:08 (402)

IT企業の部 (312) 14:27 (270) 13:33 (106) 20:01 (496) 14:26 (217) 17:41 (477)

0:15:58 (397) 0:31:51 (381) 0:46:51 (338) 1:03:22 (363) 1:20:09 (403)

IT企業の部 (313) 15:58 (397) 15:53 (339) 15:00 (242) 16:31 (389) 16:47 (442)

0:17:07 (453) 0:35:07 (477) 0:48:43 (402) 1:02:48 (352) 1:20:09 (404)

IT企業の部 (314) 17:07 (453) 18:00 (467) 13:36 (103) 14:05 (168) 17:21 (463)

0:14:38 (297) 0:34:42 (473) 0:50:16 (444) 1:05:56 (421) 1:20:10 (405)

IT企業の部 (315) 14:38 (297) 20:04 (505) 15:34 (301) 15:40 (334) 14:14 (273)

0:17:52 (483) 0:34:31 (468) 0:51:40 (464) 1:06:28 (434) 1:20:15 (406)

IT企業の部 (316) 17:52 (483) 16:39 (396) 17:09 (421) 14:48 (263) 13:47 (219)

0:14:59 (321) 0:31:07 (343) 0:47:52 (373) 1:04:41 (399) 1:20:16 (407)

IT企業の部 (317) 14:59 (321) 16:08 (364) 16:45 (390) 16:49 (413) 15:35 (379)

0:15:54 (393) 0:31:53 (383) 0:49:00 (409) 1:06:54 (443) 1:20:29 (408)

一般の部 (91) 15:54 (393) 15:59 (345) 17:07 (419) 17:54 (463) 13:35 (196)

0:17:15 (460) 0:33:56 (455) 0:50:09 (438) 1:07:57 (453) 1:20:31 (409)

IT企業の部 (318) 17:15 (460) 16:41 (399) 16:13 (347) 17:48 (459) 12:34 (98)

0:16:54 (445) 0:30:45 (324) 0:44:12 (218) 1:00:39 (275) 1:20:35 (410)

IT企業の部 (319) 16:54 (445) 13:51 (128) 13:27 (93) 16:27 (387) 19:56 (502)

0:17:31 (472) 0:34:17 (465) 0:49:25 (418) 1:03:48 (376) 1:20:37 (411)

IT企業の部 (320) 17:31 (472) 16:46 (408) 15:08 (255) 14:23 (206) 16:49 (444)

0:15:36 (371) 0:33:05 (427) 0:47:53 (374) 1:03:34 (369) 1:20:37 (412)

IT企業の部 (321) 15:36 (371) 17:29 (447) 14:48 (218) 15:41 (338) 17:03 (454)

0:16:27 (428) 0:33:48 (451) 0:48:04 (382) 1:01:06 (295) 1:20:38 (413)

IT企業の部 (322) 16:27 (428) 17:21 (439) 14:16 (163) 13:02 (75) 19:32 (501)

0:14:40 (298) 0:33:23 (436) 0:49:47 (425) 1:06:09 (427) 1:20:47 (414)

IT企業の部 (323) 14:40 (298) 18:43 (483) 16:24 (359) 16:22 (383) 14:38 (308)

0:16:49 (440) 0:31:01 (339) 0:45:57 (303) 1:00:18 (264) 1:20:51 (415)

IT企業の部 (324) 16:49 (440) 14:12 (156) 14:56 (233) 14:21 (203) 20:33 (506)

0:17:17 (463) 0:31:30 (366) 0:47:17 (353) 1:06:43 (437) 1:20:54 (416)

IT企業の部 (325) 17:17 (463) 14:13 (158) 15:47 (319) 19:26 (493) 14:11 (271)

0:15:20 (353) 0:29:39 (265) 0:50:13 (442) 1:06:30 (435) 1:20:55 (417)

一般の部 (92) 15:20 (353) 14:19 (171) 20:34 (502) 16:17 (376) 14:25 (292)

0:12:47 (105) 0:29:31 (258) 0:45:42 (287) 1:02:02 (333) 1:20:57 (418)

IT企業の部 (326) 12:47 (105) 16:44 (404) 16:11 (345) 16:20 (381) 18:55 (496)

0:17:23 (469) 0:32:55 (424) 0:49:40 (424) 1:08:47 (467) 1:21:04 (419)

IT企業の部 (327) 17:23 (469) 15:32 (289) 16:45 (391) 19:07 (491) 12:17 (68)

0:13:34 (192) 0:34:45 (474) 0:49:05 (410) 1:06:16 (431) 1:21:07 (420)

IT企業の部 (328) 13:34 (192) 21:11 (512) 14:20 (174) 17:11 (431) 14:51 (325)

0:16:13 (418) 0:32:23 (403) 0:48:28 (396) 1:04:59 (406) 1:21:08 (421)

IT企業の部 (329) 16:13 (418) 16:10 (369) 16:05 (337) 16:31 (391) 16:09 (412)

0:17:07 (454) 0:34:32 (470) 0:51:42 (465) 1:06:02 (424) 1:21:09 (422)

IT企業の部 (330) 17:07 (454) 17:25 (442) 17:10 (423) 14:20 (200) 15:07 (345)

0:20:21 (513) 0:34:52 (475) 0:51:50 (468) 1:06:43 (438) 1:21:13 (423)

IT企業の部 (331) 20:21 (513) 14:31 (190) 16:58 (407) 14:53 (269) 14:30 (299)

0:14:02 (229) 0:29:28 (254) 0:46:03 (307) 1:04:30 (395) 1:21:21 (424)

IT企業の部 (332) 14:02 (229) 15:26 (279) 16:35 (373) 18:27 (475) 16:51 (445)

0:16:27 (427) 0:32:06 (392) 0:50:10 (439) 1:03:43 (372) 1:21:29 (425)

IT企業の部 (333) 16:27 (427) 15:39 (305) 18:04 (457) 13:33 (107) 17:46 (481)

401 478

アジルコアS

1:20:05

中山 亮 林 辰弥 相原 祐平 野崎 敦史 鶴岡 隼

402 450

wGオリジナル

1:20:08

高野 欣也 小山 博司 横井 大輔 越智 信吾 齋藤 浩司

403 276

平均39.2歳

1:20:09

佐藤 智彦 西野 幸典 山野 泰弘 小佐野 淳 木村 正

404 642

フォアグラーズ

1:20:09

織本 良太 山本 敏雄 小林 正和 高橋 誠 坂本 勇

405 272

宗兄弟

1:20:10

竹内 結香 佐野 雄一 梅村 知久 佐藤 繁喜 山川 尚茂

406 440

チーム39

1:20:15

木下 俊介 福田 竜一 小原 幸代 平尾 崇敏 鈴木 悌正

407 70

ｉ－ＮＯＳ　Ｂ

1:20:16

赤坂 太一 吉兼 紀彦 金子 起也 大倉 春之 杉本 和久

408 241

ルーキーズ

1:20:29

國田 桂子 山口 実 小河原 ゆか 西山 慶一 遠藤 祥子

409 28

東京マラソンＢ

1:20:31

野村 陽子 小林 由佳 窪 美津子 村岡 美奈子 野本 貴之

410 606

TABITO

1:20:35

森永 晋也 松本 尚也 関 晋哉 田口 佳那英 船木 信博

411 660

蹴玉くらぶ

1:20:37

中川 康之 木下 敬介 西山 宏史 福田 真一 満山 大輔

412 33

JRA-B

1:20:37

奥田 順一 星 ミチコ 奥田 美代子 佐藤 陽子 北川 将二

413 718

なんちゃってBPS

1:20:38

田村 慶司 伊藤 祥太 山県 昌明 垂 明弘 古賀 滋

414 501

長嶋JAPAN

1:20:47

長嶋 隆行 近藤 詩織 佐藤 正和 安田 千賀 雁谷 武史

415 266

非アクティブ

1:20:51

家谷 亮平 青木 俊典 関口 龍馬 中林 俊介 安田 美希

416 410

２BarN

1:20:54

中村 あや 松下 浩 谷口 ケンゴ 国松 俊郎 神保 賢一

417 122

チーム木鶏

1:20:55

川久保 守 篠原 隼人 柴田  雅久 小森 俊司 仙田  貴也

418 648

エンタP1-I

1:20:57

保科 秀之 植村 浩司 高橋 奈美 池山 優 小林 豊樹

419 288

メタボン

1:21:04

鎌田 昌 脇田 憲匡 渡邊 真吾 本間 美絵 大崎 裕靖

420 647

ジュリエット

1:21:07

市橋 英樹 河本 瞳 田口 秀彦 渡辺 里枝子 高田 周一郎

421 649

エンタP1-B

1:21:08

中村 誠 長谷川 佳幸 別府 寧 吉田 雄介 岡 啓史

422 487

チーム高井

1:21:09

坂本 賢治 脇坂 麻里 丹下 怜 高井 晴由 堀 慎太郎

423 646

MAD＆トシ

1:21:13

羅 亜非 永井 利明 冨田 直人 周 文俊 楫 朗

424 710

FCS野球部

1:21:21

若松 伸幸 川田 健太郎 兼田 裕司 奥村 亜弓 巽 勝博

425 427

ＧＯ！ＤＩＶＡ

1:21:29

野城 剛 九島 慶太 伊藤 ゆさと 筧 隆太 小森 恒良



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:16:23 (425) 0:30:21 (300) 0:47:32 (362) 1:07:27 (449) 1:21:31 (426)

IT企業の部 (334) 16:23 (425) 13:58 (136) 17:11 (424) 19:55 (500) 14:04 (257)

0:17:40 (477) 0:33:27 (439) 0:53:07 (483) 1:07:14 (445) 1:21:41 (427)

IT企業の部 (335) 17:40 (477) 15:47 (319) 19:40 (489) 14:07 (171) 14:27 (297)

0:12:25 (71) 0:30:59 (335) 0:50:25 (448) 1:05:24 (412) 1:21:41 (428)

IT企業の部 (336) 12:25 (71) 18:34 (480) 19:26 (484) 14:59 (280) 16:17 (419)

0:16:34 (433) 0:32:05 (391) 0:48:38 (399) 1:06:17 (432) 1:21:44 (429)

IT企業の部 (337) 16:34 (433) 15:31 (285) 16:33 (371) 17:39 (453) 15:27 (369)

0:12:44 (97) 0:27:00 (101) 0:43:10 (170) 1:05:29 (413) 1:21:44 (430)

IT企業の部 (338) 12:44 (97) 14:16 (163) 16:10 (344) 22:19 (516) 16:15 (417)

0:21:26 (517) 0:36:38 (494) 0:53:38 (491) 1:08:25 (463) 1:21:44 (431)

IT企業の部 (339) 21:26 (517) 15:12 (247) 17:00 (409) 14:47 (260) 13:19 (171)

0:16:21 (422) 0:31:59 (386) 0:51:43 (466) 1:05:05 (407) 1:21:47 (432)

一般の部 (93) 16:21 (422) 15:38 (302) 19:44 (491) 13:22 (94) 16:42 (438)

0:15:52 (391) 0:32:11 (397) 0:49:23 (417) 1:06:10 (428) 1:21:47 (433)

IT企業の部 (340) 15:52 (391) 16:19 (380) 17:12 (426) 16:47 (410) 15:37 (380)

0:16:32 (432) 0:29:53 (280) 0:46:45 (332) 1:04:53 (404) 1:21:49 (434)

IT企業の部 (341) 16:32 (432) 13:21 (92) 16:52 (400) 18:08 (468) 16:56 (450)

0:15:51 (388) 0:31:21 (355) 0:46:22 (318) 1:06:46 (440) 1:21:50 (435)

IT企業の部 (342) 15:51 (388) 15:30 (283) 15:01 (243) 20:24 (505) 15:04 (341)

0:14:21 (255) 0:26:02 (65) 0:45:47 (295) 1:03:23 (364) 1:21:51 (436)

一般の部 (94) 14:21 (255) 11:41 (22) 19:45 (492) 17:36 (450) 18:28 (489)

0:16:12 (417) 0:33:37 (443) 0:47:17 (354) 1:06:09 (426) 1:22:10 (437)

IT企業の部 (343) 16:12 (417) 17:25 (443) 13:40 (108) 18:52 (488) 16:01 (405)

0:16:15 (419) 0:36:01 (487) 0:54:51 (498) 1:08:36 (465) 1:22:15 (438)

一般の部 (95) 16:15 (419) 19:46 (499) 18:50 (474) 13:45 (130) 13:39 (201)

0:17:49 (480) 0:34:26 (467) 0:52:32 (477) 1:08:51 (469) 1:22:15 (439)

IT企業の部 (344) 17:49 (480) 16:37 (394) 18:06 (458) 16:19 (379) 13:24 (178)

0:15:09 (334) 0:32:58 (425) 0:49:54 (431) 1:04:49 (402) 1:22:24 (440)

IT企業の部 (345) 15:09 (334) 17:49 (459) 16:56 (404) 14:55 (273) 17:35 (472)

0:16:11 (414) 0:33:19 (434) 0:53:23 (488) 1:08:13 (456) 1:22:29 (441)

IT企業の部 (346) 16:11 (414) 17:08 (422) 20:04 (498) 14:50 (265) 14:16 (278)

0:22:44 (518) 0:38:27 (511) 0:54:12 (494) 1:08:36 (466) 1:22:30 (442)

IT企業の部 (347) 22:44 (518) 15:43 (312) 15:45 (315) 14:24 (213) 13:54 (234)

0:13:00 (135) 0:28:22 (183) 0:46:36 (328) 1:09:01 (470) 1:22:36 (443)

一般の部 (96) 13:00 (135) 15:22 (270) 18:14 (463) 22:25 (517) 13:35 (195)

0:17:36 (474) 0:37:07 (498) 0:53:07 (484) 1:09:44 (477) 1:22:40 (444)

IT企業の部 (348) 17:36 (474) 19:31 (497) 16:00 (331) 16:37 (397) 12:56 (134)

0:15:43 (377) 0:33:51 (454) 0:53:14 (486) 1:07:44 (450) 1:22:49 (445)

IT企業の部 (349) 15:43 (377) 18:08 (471) 19:23 (482) 14:30 (224) 15:05 (343)

0:15:05 (331) 0:30:23 (303) 0:47:23 (357) 1:07:22 (447) 1:22:57 (446)

IT企業の部 (350) 15:05 (331) 15:18 (262) 17:00 (410) 19:59 (501) 15:35 (378)

0:15:37 (373) 0:32:49 (421) 0:49:53 (429) 1:07:24 (448) 1:22:57 (447)

IT企業の部 (351) 15:37 (373) 17:12 (425) 17:04 (415) 17:31 (447) 15:33 (374)

0:18:52 (496) 0:34:26 (466) 0:50:00 (435) 1:04:10 (389) 1:23:01 (448)

IT企業の部 (352) 18:52 (496) 15:34 (298) 15:34 (302) 14:10 (179) 18:51 (495)

0:18:21 (491) 0:31:22 (358) 0:50:56 (453) 1:06:52 (442) 1:23:02 (449)

IT企業の部 (353) 18:21 (491) 13:01 (73) 19:34 (487) 15:56 (356) 16:10 (414)

0:14:56 (318) 0:31:00 (337) 0:50:05 (437) 1:06:20 (433) 1:23:05 (450)

IT企業の部 (354) 14:56 (318) 16:04 (357) 19:05 (480) 16:15 (373) 16:45 (440)

426 715

Who works

1:21:31

田中 賢治 前島 和由 篠崎 賢次 小倉 京子 野村 幸史

427 419

BLUE 人

1:21:41

新井 浩史郎 荒津 拓 清水 友裕 林 大輔 牧野 祐己

428 259

日本橋混成旅団

1:21:41

川上 哲男 蜂須賀 敦子 清野 博之 恩田 稚子 井口 浩一

429 263

ぱんちょ

1:21:44

伊藤 正樹 山田 大介 小菅 直也 原口 史也 須田 渉士

430 640

グローバル２

1:21:44

長久 竜也 小林 悠貴 木村 元 樋口 大城 貫井 学

431 83

NSエフェクト

1:21:44

片山 祥生 池田 王宜 鈴木 信一 三宅 昭仁 小林 大介

432 461

TEAM LA

1:21:47

中村 慎一 新田 晃子 高橋 由夫 多賀 健祐 齋藤 亮

433 688

ゆきてぃーず

1:21:47

柳川 佳子 波賀野 沙織 山田 明希乃 醍醐 新之介 中村 真佐人

434 712

1stHDグループ 内定者C&人事

総務 1:21:49

石井 宏樹 石神 裕司 松家 健 林田 安弘 小林 寛之

435 112

Team Dell GSD

1:21:50

秦 宇暉 糸永 保裕 八木 孝宜 小川 潤 今井 昌治

436 625

チーム森光

1:21:51

布施 誠也 日高 聡 森光 直代 岡本 幸之助 安藤 務

437 701

ケシミン

1:22:10

芥子 大樹 大畑 陽一 河野 賢士 高田 華代 出原 雄介

438 245

チャンス！Ａ

1:22:15

徳村 理恵 坂 裕子 白石 絵莉子 佐々木 和枝 身広 健太郎

439 657

TeamDTC

1:22:15

奥原 宏祐 藤原 太朗 奥村 由幸 高橋 雅人 片野 良介

440 439

ケア営業チーム

1:22:24

寺岡 雅巳 須磨 俊雄 中島 和則 花田 真澄 梶原 恒明

441 695

TEAMラン後のビール!!

1:22:29

太田 真由美 松岡 二千翔 前田 菜摘 奈良岡 孝幸 計盛 慶太

442 264

俺に聞くな！

1:22:30

関 利彦 神藤 裕紀 志村 公弥 佐藤 一能 萱野 健太郎

443 671

ユニキャンA

1:22:36

安達 さや佳 森田 貴水 猪狩 真澄 小林 勇 小菅 淳一

444 316

ダンコンズ

1:22:40

谷井 正希 梶山 高寿 浜地 俊哉 田原 大樹 井上 勝也

445 282

澤中以外じじい

1:22:49

野村 博昭 澤中 志寿子 若月 慶紀 佐藤 良美 武内 寛之

446 608

チームたんくろ

1:22:57

野村 俊介 吉崎 翔悟 松永 善昭 章 程 藤川 忠成

447 526

錬志会

1:22:57

濱山 貴礼 土居 岳広 土居 多恵 山田 宏弥 山田 修平

448 295

よこちん

1:23:01

横張 正巳 今西 了一 野村 由美 宮本 尚幸 中 洋介

449 233

第五営業V！

1:23:02

Ｐａｓｃａｒ Ｄａｍｉａｎ 藤尾 智大 押田 有加 菅 俊 藤野 兼三

450 617

SFDC D

1:23:05

佐田 浩一 渡邉 日香里 阿部 レナ 西本 幸代 鈴木 ゆかり



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:15:56 (395) 0:33:14 (431) 0:49:54 (430) 1:05:42 (416) 1:23:12 (451)

IT企業の部 (355) 15:56 (395) 17:18 (435) 16:40 (385) 15:48 (348) 17:30 (470)

0:15:44 (379) 0:31:08 (345) 0:49:47 (427) 1:08:24 (461) 1:23:16 (452)

IT企業の部 (356) 15:44 (379) 15:24 (274) 18:39 (471) 18:37 (481) 14:52 (327)

0:15:03 (328) 0:30:40 (318) 0:45:50 (296) 1:00:11 (258) 1:23:21 (453)

IT企業の部 (357) 15:03 (328) 15:37 (299) 15:10 (257) 14:21 (202) 23:10 (514)

0:19:39 (503) 0:32:47 (419) 0:50:56 (454) 1:08:21 (459) 1:23:25 (454)

IT企業の部 (358) 19:39 (503) 13:08 (81) 18:09 (460) 17:25 (444) 15:04 (340)

0:18:55 (497) 0:36:34 (493) 0:49:14 (414) 1:06:13 (430) 1:23:29 (455)

IT企業の部 (359) 18:55 (497) 17:39 (454) 12:40 (44) 16:59 (422) 17:16 (459)

0:21:05 (515) 0:36:43 (495) 0:53:13 (485) 1:08:21 (458) 1:23:39 (456)

IT企業の部 (360) 21:05 (515) 15:38 (303) 16:30 (365) 15:08 (296) 15:18 (356)

0:18:16 (489) 0:38:16 (509) 0:55:40 (502) 1:10:04 (482) 1:23:52 (457)

IT企業の部 (361) 18:16 (489) 20:00 (503) 17:24 (435) 14:24 (211) 13:48 (224)

0:14:08 (235) 0:32:52 (423) 0:50:19 (447) 1:08:22 (460) 1:24:09 (458)

一般の部 (97) 14:08 (235) 18:44 (484) 17:27 (437) 18:03 (466) 15:47 (392)

0:15:20 (355) 0:33:16 (433) 0:49:55 (432) 1:06:55 (444) 1:24:10 (459)

IT企業の部 (362) 15:20 (355) 17:56 (465) 16:39 (379) 17:00 (423) 17:15 (458)

0:20:32 (514) 0:35:29 (482) 0:55:02 (500) 1:10:21 (485) 1:24:13 (460)

IT企業の部 (363) 20:32 (514) 14:57 (226) 19:33 (486) 15:19 (312) 13:52 (231)

0:18:17 (490) 0:37:33 (502) 0:52:39 (479) 1:08:25 (462) 1:24:23 (461)

IT企業の部 (364) 18:17 (490) 19:16 (492) 15:06 (251) 15:46 (345) 15:58 (403)

0:15:34 (369) 0:36:10 (488) 0:51:11 (456) 1:09:50 (478) 1:24:23 (462)

一般の部 (98) 15:34 (369) 20:36 (509) 15:01 (244) 18:39 (482) 14:33 (302)

0:15:00 (322) 0:31:24 (359) 0:43:55 (205) 1:07:48 (451) 1:24:26 (463)

IT企業の部 (365) 15:00 (322) 16:24 (385) 12:31 (36) 23:53 (519) 16:38 (434)

0:17:11 (456) 0:36:33 (492) 0:50:35 (449) 1:07:57 (452) 1:24:28 (464)

IT企業の部 (366) 17:11 (456) 19:22 (493) 14:02 (145) 17:22 (442) 16:31 (430)

0:16:11 (413) 0:35:40 (484) 0:53:01 (481) 1:10:48 (488) 1:24:39 (465)

IT企業の部 (367) 16:11 (413) 19:29 (495) 17:21 (434) 17:47 (458) 13:51 (229)

0:14:27 (269) 0:31:54 (384) 0:51:34 (463) 1:08:09 (455) 1:24:57 (466)

IT企業の部 (368) 14:27 (269) 17:27 (444) 19:40 (490) 16:35 (394) 16:48 (443)

0:15:12 (337) 0:32:29 (408) 0:53:03 (482) 1:10:44 (487) 1:25:01 (467)

一般の部 (99) 15:12 (337) 17:17 (432) 20:34 (503) 17:41 (456) 14:17 (280)

0:14:33 (284) 0:31:16 (351) 0:47:59 (377) 1:04:30 (396) 1:25:03 (468)

一般の部 (100) 14:33 (284) 16:43 (402) 16:43 (387) 16:31 (390) 20:33 (507)

0:15:12 (338) 0:37:14 (500) 0:55:49 (505) 1:09:23 (474) 1:25:13 (469)

IT企業の部 (369) 15:12 (338) 22:02 (516) 18:35 (469) 13:34 (108) 15:50 (397)

0:19:42 (506) 0:33:49 (453) 0:55:40 (503) 1:09:32 (476) 1:25:29 (470)

IT企業の部 (370) 19:42 (506) 14:07 (148) 21:51 (512) 13:52 (147) 15:57 (402)

0:15:48 (384) 0:33:03 (426) 0:50:15 (443) 1:10:29 (486) 1:25:33 (471)

IT企業の部 (371) 15:48 (384) 17:15 (429) 17:12 (425) 20:14 (503) 15:04 (338)

0:17:51 (481) 0:34:40 (471) 0:52:06 (473) 1:09:55 (479) 1:25:41 (472)

一般の部 (101) 17:51 (481) 16:49 (409) 17:26 (436) 17:49 (460) 15:46 (390)

0:13:06 (146) 0:28:25 (185) 0:51:00 (455) 1:08:15 (457) 1:25:46 (473)

IT企業の部 (372) 13:06 (146) 15:19 (265) 22:35 (515) 17:15 (436) 17:31 (471)

0:17:11 (457) 0:33:42 (446) 0:52:03 (471) 1:09:02 (471) 1:25:48 (474)

IT企業の部 (373) 17:11 (457) 16:31 (389) 18:21 (465) 16:59 (420) 16:46 (441)

0:20:20 (512) 0:37:41 (504) 0:56:35 (509) 1:13:52 (507) 1:25:55 (475)

IT企業の部 (374) 20:20 (512) 17:21 (438) 18:54 (476) 17:17 (438) 12:03 (52)

451 639

グローバル１

1:23:12

酒井 泰輔 吉田 宗平 渡邉 元房 外崎 孝道 齋藤 大樹

452 694

チームAPTOS

1:23:16

山崎 正博 山崎 琉那 佐藤 裕子 米澤 祥爾 中村 大介

453 641

プライムハート

1:23:21

竹中 吉生 内海 大祐 柳瀬 哲二 高嶋 計輔 武井 茂

454 265

黒ひげとおかま

1:23:25

佐藤 慶太 黒澤 優太 大野 文子 黒尾丸 紗綾 山崎 洸平

455 476

MIJS選抜A

1:23:29

内山 雄輝 駒井 拓央 中嶋 正生 ?島　純 内野 弘幸

456 289

ジャングル大帝

1:23:39

荒井 紗彩 川上 裕司 竹内 景 山岸 啓昇 青木 倫宏

457 270

チーム東横チン

1:23:52

大胡 誠 阿賀 大治 青砥 容美 加藤 達哉 椛澤 昌浩

458 325

ゆるゆる

1:24:09

紺野 邦人 宮田 佳代子 川尻 名緒 鈴木 麻菜 丸山 彩乃

459 611

ALSIびじょがー

1:24:10

黒澤 宏子 一宮 絵里 濱崎 麻土果 岩田 光代 山下 智子

460 300

WinWin選抜

1:24:13

藤田 亮介 清水 俊之 河北 守 崎本 高広 河野 雄大

461 496

Ms HP

1:24:23

坪井 伸子 松下 マエス 水上 瞳 宮脇 玲子 浅坂 絵美

462 725

ワタミタクショク

1:24:23

永山  美緒子 小林  三恵 久山  亮 押手  洋之 佐々木  純一

463 407

今年も本平匠

1:24:26

本平 匠 猿谷 駿 宮里 圭 猿飛 佐助 雲切 仁左衛門

464 654

ネットマークス

1:24:28

黄金井 長挙 久保山 大地 小山 翔太 神戸 滝人 梅本 さやか

465 479

アジルコアA

1:24:39

岡田 誠 及川 沙紀子 武内 達郎 戸谷 味穂 浅川 敬三

466 294

バルサン注意

1:24:57

三牧 達也 飯田 亜希子 宝地戸 華織 原田 和拓 中村 篤

467 320

チャンス!C

1:25:01

水飼 恵理 赤峰 紗英 高橋 芽生奈 水飼 清楓 赤峰 理香

468 484

HK5

1:25:03

吉崎 幸太郎 上夏井 健 野呂 幸平 吉崎 博子 加藤 哲夫

469 321

チーム TSE

1:25:13

海堂 正裕 上條 友一 北久保 憲司 河野邉 信司 平井 達也

470 292

佐々木一家

1:25:29

白鳥 翔 岩崎 慶太 市村 梨香子 林 邦俊 伊藤 健太

471 129

プラチナ

1:25:33

河野 洋一 古澤 友子 野澤 政人 茂呂 裕梨 李 勇秀

472 216

ノセアチナ王国

1:25:41

田島 誠子 与古田 千晃 藤井 紀子 松田 夏美 熊谷 麻美

473 527

CTC 陸上部

1:25:46

板垣 良太 森 達哉 山田 達也 米澤 拓也 吉信 浩平

474 280

チームR

1:25:48

浦郷 由季 高橋 由紀子 吉田 朱里 堀合 豊子 横井 有加

475 506

メディアバーン選抜

1:25:55

桑本 憂樹 野中  洋之 石川 武生 岸本 研二 芦葉 直樹



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:14:32 (282) 0:32:42 (415) 0:53:35 (490) 1:10:03 (481) 1:26:10 (476)

IT企業の部 (375) 14:32 (282) 18:10 (474) 20:53 (508) 16:28 (388) 16:07 (410)

0:17:35 (473) 0:34:06 (461) 0:50:12 (441) 1:08:48 (468) 1:26:16 (477)

IT企業の部 (376) 17:35 (473) 16:31 (391) 16:06 (341) 18:36 (480) 17:28 (469)

0:16:21 (423) 0:33:44 (448) 0:51:31 (462) 1:06:03 (425) 1:26:18 (478)

IT企業の部 (377) 16:21 (423) 17:23 (440) 17:47 (450) 14:32 (233) 20:15 (505)

0:16:21 (421) 0:32:27 (406) 0:49:06 (413) 1:09:23 (473) 1:26:20 (479)

一般の部 (102) 16:21 (421) 16:06 (361) 16:39 (380) 20:17 (504) 16:57 (451)

0:15:18 (351) 0:30:32 (312) 0:47:11 (348) 1:02:40 (347) 1:26:25 (480)

IT企業の部 (378) 15:18 (351) 15:14 (252) 16:39 (378) 15:29 (322) 23:45 (515)

0:18:48 (495) 0:38:18 (510) 0:56:43 (510) 1:13:46 (506) 1:26:29 (481)

IT企業の部 (379) 18:48 (495) 19:30 (496) 18:25 (466) 17:03 (426) 12:43 (110)

0:19:11 (501) 0:39:06 (513) 0:51:20 (458) 1:11:34 (491) 1:26:41 (482)

IT企業の部 (380) 19:11 (501) 19:55 (502) 12:14 (24) 20:14 (502) 15:07 (346)

0:18:57 (499) 0:38:31 (512) 0:58:26 (515) 1:16:01 (513) 1:26:56 (483)

IT企業の部 (381) 18:57 (499) 19:34 (498) 19:55 (494) 17:35 (449) 10:55 (13)

0:15:50 (385) 0:31:40 (372) 0:52:33 (478) 1:10:18 (484) 1:26:58 (484)

一般の部 (103) 15:50 (385) 15:50 (332) 20:53 (509) 17:45 (457) 16:40 (437)

0:13:33 (190) 0:32:00 (387) 0:49:32 (421) 1:08:26 (464) 1:27:04 (485)

IT企業の部 (382) 13:33 (190) 18:27 (479) 17:32 (439) 18:54 (489) 18:38 (491)

0:16:12 (416) 0:33:39 (444) 0:52:05 (472) 1:11:02 (489) 1:27:20 (486)

IT企業の部 (383) 16:12 (416) 17:27 (445) 18:26 (467) 18:57 (490) 16:18 (421)

0:16:29 (429) 0:32:09 (395) 0:48:58 (407) 1:10:02 (480) 1:27:40 (487)

IT企業の部 (384) 16:29 (429) 15:40 (308) 16:49 (396) 21:04 (510) 17:38 (474)

0:16:11 (415) 0:33:48 (450) 0:48:14 (386) 1:09:09 (472) 1:27:44 (488)

一般の部 (104) 16:11 (415) 17:37 (451) 14:26 (181) 20:55 (507) 18:35 (490)

0:15:16 (347) 0:31:37 (370) 0:50:47 (452) 1:12:24 (496) 1:27:48 (489)

一般の部 (105) 15:16 (347) 16:21 (383) 19:10 (481) 21:37 (513) 15:24 (366)

0:18:35 (494) 0:37:41 (503) 0:58:16 (512) 1:12:33 (499) 1:27:48 (490)

IT企業の部 (385) 18:35 (494) 19:06 (490) 20:35 (505) 14:17 (197) 15:15 (352)

0:18:04 (486) 0:37:51 (507) 0:53:38 (492) 1:11:55 (494) 1:27:54 (491)

IT企業の部 (386) 18:04 (486) 19:47 (500) 15:47 (321) 18:17 (471) 15:59 (404)

0:17:25 (471) 0:36:19 (490) 0:53:27 (489) 1:12:55 (501) 1:28:00 (492)

IT企業の部 (387) 17:25 (471) 18:54 (487) 17:08 (420) 19:28 (494) 15:05 (342)

0:19:02 (500) 0:37:43 (505) 0:51:52 (470) 1:13:14 (504) 1:28:35 (493)

IT企業の部 (388) 19:02 (500) 18:41 (482) 14:09 (152) 21:22 (512) 15:21 (363)

0:16:35 (435) 0:33:44 (449) 0:54:35 (497) 1:15:47 (511) 1:28:49 (494)

一般の部 (106) 16:35 (435) 17:09 (424) 20:51 (507) 21:12 (511) 13:02 (145)

0:17:15 (461) 0:37:18 (501) 0:55:46 (504) 1:12:57 (502) 1:29:03 (495)

一般の部 (107) 17:15 (461) 20:03 (504) 18:28 (468) 17:11 (430) 16:06 (408)

0:20:01 (508) 0:32:36 (411) 0:56:05 (506) 1:12:49 (500) 1:29:04 (496)

IT企業の部 (389) 20:01 (508) 12:35 (51) 23:29 (517) 16:44 (407) 16:15 (416)

0:15:50 (387) 0:36:51 (497) 0:56:28 (508) 1:12:32 (498) 1:29:27 (497)

一般の部 (108) 15:50 (387) 21:01 (510) 19:37 (488) 16:04 (368) 16:55 (449)

0:17:14 (459) 0:34:00 (457) 0:51:47 (467) 1:10:15 (483) 1:29:35 (498)

IT企業の部 (390) 17:14 (459) 16:46 (407) 17:47 (451) 18:28 (476) 19:20 (500)

0:14:38 (296) 0:31:01 (340) 0:53:50 (493) 1:11:41 (492) 1:29:42 (499)

IT企業の部 (391) 14:38 (296) 16:23 (384) 22:49 (516) 17:51 (462) 18:01 (487)

0:12:46 (102) 0:29:58 (282) 0:58:48 (516) 1:16:01 (514) 1:29:48 (500)

IT企業の部 (392) 12:46 (102) 17:12 (426) 28:50 (519) 17:13 (434) 13:47 (217)

476 279

チームF

1:26:10

今吉 優美 藤田 祥子 木村 智 武内 珠緑 松本 麻里

477 420

チームSCE

1:26:16

飯沼 亮平 高橋 和幹 柴山 信夫 鈴木 康浩 椎木 明

478 704

チームPMC

1:26:18

浦添 栄太 五十嵐 悦子 佐藤 麻理 高山 直己 黒川 雅康

479 460

TEAM F

1:26:20

今川 彰恵 齋藤 はなの 若月 利之 齋藤 由美子 柳瀬 あさ子

480 225

masasoG

1:26:25

森 嵩夫 桂川 紗弥佳 千葉 梓 高橋 享平 嶋崎 善夫

481 451

wHセンバツ

1:26:29

尾石 元気 別府 伸二郎 元木 寛之 高橋 馨 早川 正

482 408

今年も韋駄天

1:26:41

藤森 久美子 福村 志郎 廣野 聖和 天野 萌 天草 志郎時貞

483 678

ケアーズ

1:26:56

小木 友里絵 前田 絵梨子 山本 愛 福島 彩花 羽成 優

484 674

ユニキャンD

1:26:58

阿南 有紀 飯塚 佳代 迫 まりあ 田口 渉 横山 香

485 433

ノーブレス後藤

1:27:04

後藤 義明 宮田 奈奈 井上 美幸 井町 有志 高野 昌宏

486 637

見守り隊

1:27:20

石田 朱音 本間 小百合 成川 房江 中戸川 優子 舩木 鉄

487 262

城南第二選抜

1:27:40

久保 博司 池田 吉正 牧野 拓哉 木村 健 村田 修一

488 255

KP21-K組

1:27:44

安井 章員 高井 千恵子 林 敦 林 章子 下川原 彩

489 327

Big heart

1:27:48

" Park hyeon-sik" "Park jong-hyek" "Yang

490 326

SMART24

1:27:48

"Kim sung-hyun" "Oh sung-yun" "Yoo

491 74

FCSL-C

1:27:54

早見 拓也 藤田 恵理子 水谷 彰宏 工藤 静香 須田 義宗

492 260

時は金なり

1:28:00

東 秀樹 西川 望 山本 恵章 中村 尚広 伊妻 誠司

493 102

Dell Japan I&CC チームY

1:28:35

安達 雅泰 沢田 千寿 山口 永記 山崎 由紀 山田 尚敏

494 672

ユニキャンB

1:28:49

田島 尊弘 利根川 香 鈴木 央梨美 粟田 修平 田中 陽介

495 723

World Runners

1:29:03

サビケ マーク クリスチャン グレイアム 松井 あやみ ラジャ ティミリシナ サンスラム バラジ

496 687

ライフB

1:29:04

石井 陽子 松野 辰哉 上田 幸恵 上田 ナナ 月岡 渉

497 634

SMP南相馬Ｃ

1:29:27

原 ちずる Ｃ２ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ４ Ｃ５ ｃ５

498 681

EPS2号

1:29:35

ミン ビョンオン 成田 美亜紀 小林 昇平 杉山 貴紀 松井 大介

499 465

のらりくらり2

1:29:42

今枝 房実 鈴木 三厳 木澤 徳宏 本多 正幸 杉山 美幸

500 47

チームCORE

1:29:48

工藤 修之 高橋 勲 須田 早織 西本 昌人 割石 友雄



■総合記録 上段：通算記録（順位）

下段：区間記録（順位）

順位 No. 記録チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km） 4区（3km） 5区（3km）

第3回NIPPON ITチャリティ駅伝

2012年11月4日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

0:15:46 (381) 0:32:48 (420) 0:51:25 (460) 1:13:16 (505) 1:30:42 (501)

IT企業の部 (393) 15:46 (381) 17:02 (416) 18:37 (470) 21:51 (515) 17:26 (466)

0:17:18 (464) 0:36:21 (491) 0:56:25 (507) 1:11:41 (493) 1:30:58 (502)

IT企業の部 (394) 17:18 (464) 19:03 (488) 20:04 (499) 15:16 (309) 19:17 (499)

0:16:16 (420) 0:33:56 (456) 0:52:49 (480) 1:09:24 (475) 1:31:10 (503)

IT企業の部 (395) 16:16 (420) 17:40 (457) 18:53 (475) 16:35 (395) 21:46 (510)

0:17:03 (451) 0:34:03 (459) 0:54:18 (495) 1:12:28 (497) 1:31:17 (504)

IT企業の部 (396) 17:03 (451) 17:00 (414) 20:15 (500) 18:10 (469) 18:49 (494)

0:15:19 (352) 0:37:07 (499) 0:57:06 (511) 1:15:40 (510) 1:31:21 (505)

IT企業の部 (397) 15:19 (352) 21:48 (515) 19:59 (495) 18:34 (479) 15:41 (384)

0:18:12 (487) 0:34:01 (458) 0:51:18 (457) 1:07:16 (446) 1:32:01 (506)

IT企業の部 (398) 18:12 (487) 15:49 (327) 17:17 (431) 15:58 (360) 24:45 (516)

0:17:58 (484) 0:37:53 (508) 0:54:32 (496) 1:14:21 (508) 1:33:26 (507)

IT企業の部 (399) 17:58 (484) 19:55 (501) 16:39 (381) 19:49 (499) 19:05 (498)

0:17:22 (467) 0:42:02 (518) 1:02:49 (518) 1:20:23 (518) 1:33:59 (508)

一般の部 (109) 17:22 (467) 24:40 (519) 20:47 (506) 17:34 (448) 13:36 (197)

0:15:30 (363) 0:34:05 (460) 0:50:38 (451) 1:12:17 (495) 1:34:09 (509)

IT企業の部 (400) 15:30 (363) 18:35 (481) 16:33 (370) 21:39 (514) 21:52 (511)

0:17:01 (449) 0:34:15 (463) 0:50:10 (440) 1:13:08 (503) 1:34:20 (510)

一般の部 (110) 17:01 (449) 17:14 (427) 15:55 (326) 22:58 (518) 21:12 (509)

0:15:14 (342) 0:36:15 (489) 0:59:49 (517) 1:14:59 (509) 1:35:11 (511)

IT企業の部 (401) 15:14 (342) 21:01 (511) 23:34 (518) 15:10 (299) 20:12 (504)

0:20:13 (510) 0:40:44 (516) 0:58:25 (514) 1:18:12 (516) 1:36:06 (512)

一般の部 (111) 20:13 (510) 20:31 (508) 17:41 (446) 19:47 (496) 17:54 (484)

0:17:18 (465) 0:40:44 (517) 0:58:24 (513) 1:18:13 (517) 1:36:10 (513)

一般の部 (112) 17:18 (465) 23:26 (518) 17:40 (444) 19:49 (498) 17:57 (485)

0:19:20 (502) 0:39:46 (514) 0:54:51 (499) 1:15:51 (512) 1:38:03 (514)

一般の部 (113) 19:20 (502) 20:26 (507) 15:05 (249) 21:00 (509) 22:12 (513)

0:16:03 (405) 0:33:19 (435) 0:55:12 (501) 1:16:07 (515) 1:38:06 (515)

IT企業の部 (402) 16:03 (405) 17:16 (431) 21:53 (513) 20:55 (508) 21:59 (512)

0:19:39 (504) 0:42:15 (519) 1:04:16 (519) 1:24:45 (519) 1:41:24 (516)

IT企業の部 (403) 19:39 (504) 22:36 (517) 22:01 (514) 20:29 (506) 16:39 (435)

501 463

ちゃんそーま

1:30:42

相馬 寿 田中 明美 中野 知佐 澤田 瑞樹 古賀 智久

502 274

MX2310F

1:30:58

和田 つほみ 和田 龍馬 矢吹 仁美 乙丸 幸生 金原 圭佑

503 686

ライフ　A

1:31:10

原 義博 中本 真一 岡田 康資 馬場 己喜 杉岡 和彦

504 682

EPS3号

1:31:17

坂本 秀樹 坂田 数昌 杉浦 亮輔 武野 康平 菅原 竜人

505 315

SEXY EXCITE

1:31:21

阿部 幸 島田 雅子 徳永 祥子 長原 千尋 安岡 浩太

506 636

パラダイス

1:32:01

村瀬 友一 小谷田 洋一 中垣 雄 岡村 正太 有海 哲也

507 227

BCN＜ｃ＞

1:33:26

但野 智昭 新井 由美子 渡辺 潤二 佐相 彰彦 谷畑 良胤

508 246

チャンス！Ｂ

1:33:59

目黒 隆行 佐々木 萌絵 目黒 奈央 目黒 恭子 佐々木 泰輔

509 267

尾上の孤独

1:34:09

坂本 浩一 岡田 昭彦 萩原 悟志 尾上 広介 川地 英之

510 475

スワンＳＷＡＮ

1:34:20

稲葉 千景 細田 佐和子 浅野 香 浦山 紀子 五十嵐 優子

511 9

FMランナーY

1:35:11

斎藤 徳行 奥田 英仁 百瀬 佳以 小沢 翔太 大野 美沙子

512 29

柿ピー

1:36:06

小井 俊裕 中水 裕子 桑原 園子 内山 いずみ 松崎 香織

513 12

オハナ

1:36:10

良 博伸 良 鈴子 小澤 朝子 良 侑菜 並木 明美

514 493

ＳＢＮ

1:38:03

桑原 憂貴 飯石 藍 宮島 ゆかり 石塚 雄介 伊藤 悠

515 120

NetVault Big

1:38:06

若山 寛幸

清田 純男 佐藤 明 大浦 達 岡田 裕美子 石田 喜明

516 464

まるわそふと

1:41:24

村西 敏幸 吉岡 賢一 生田 洋之 笠原 靖史


