
上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

0:09:09 (4) 0:18:03 (1) 0:27:38 (1) 0:37:45 (1) 0:47:38 (1)
一般の部 (1) 9:09 (4) 8:54 (1) 9:35 (2) 10:07 (2) 9:53 (4)

0:09:06 (2) 0:18:38 (2) 0:28:40 (2) 0:38:48 (3) 0:48:39 (2)
一般の部 (2) 9:06 (2) 9:32 (4) 10:02 (3) 10:08 (3) 9:51 (3)

0:09:08 (3) 0:19:28 (5) 0:28:51 (3) 0:39:05 (4) 0:48:49 (3)
一般の部 (3) 9:08 (3) 10:20 (6) 9:23 (1) 10:14 (4) 9:44 (2)

0:08:58 (1) 0:19:07 (4) 0:29:29 (4) 0:38:17 (2) 0:49:38 (4)
一般の部 (4) 8:58 (1) 10:09 (5) 10:22 (4) 8:48 (1) 11:21 (28)

0:09:30 (6) 0:18:53 (3) 0:30:08 (5) 0:40:52 (5) 0:50:35 (5)
一般の部 (5) 9:30 (6) 9:23 (3) 11:15 (14) 10:44 (8) 9:43 (1)

0:09:48 (10) 0:20:44 (7) 0:31:53 (6) 0:42:39 (6) 0:53:32 (6)
IT企業の部 (1) 9:48 (10) 10:56 (14) 11:09 (13) 10:46 (9) 10:53 (12)

0:10:18 (17) 0:21:18 (9) 0:32:56 (10) 0:44:15 (8) 0:54:35 (7)
IT企業の部 (2) 10:18 (17) 11:00 (16) 11:38 (22) 11:19 (18) 10:20 (5)

0:11:32 (66) 0:22:29 (24) 0:34:05 (15) 0:44:21 (9) 0:55:17 (8)
IT企業の部 (3) 11:32 (66) 10:57 (15) 11:36 (20) 10:16 (5) 10:56 (14)

0:12:06 (100) 0:21:28 (13) 0:32:10 (7) 0:44:05 (7) 0:55:49 (9)
IT企業の部 (4) 12:06 (100) 9:22 (2) 10:42 (7) 11:55 (36) 11:44 (53)

0:09:58 (11) 0:20:51 (8) 0:33:50 (13) 0:45:16 (13) 0:55:54 (10)
一般の部 (6) 9:58 (11) 10:53 (13) 12:59 (94) 11:26 (22) 10:38 (6)

0:10:16 (16) 0:21:25 (11) 0:32:52 (9) 0:45:15 (12) 0:56:04 (11)
IT企業の部 (5) 10:16 (16) 11:09 (19) 11:27 (17) 12:23 (68) 10:49 (10)

0:09:41 (9) 0:20:19 (6) 0:33:00 (11) 0:45:06 (11) 0:56:30 (12)
IT企業の部 (6) 9:41 (9) 10:38 (8) 12:41 (69) 12:06 (46) 11:24 (34)

0:10:27 (20) 0:21:55 (18) 0:34:32 (22) 0:46:05 (15) 0:57:27 (13)
一般の部 (7) 10:27 (20) 11:28 (30) 12:37 (61) 11:33 (24) 11:22 (30)

0:10:53 (29) 0:21:30 (15) 0:32:29 (8) 0:45:02 (10) 0:57:34 (14)
IT企業の部 (7) 10:53 (29) 10:37 (7) 10:59 (12) 12:33 (83) 12:32 (139)

0:10:27 (19) 0:22:48 (29) 0:34:34 (23) 0:46:41 (17) 0:57:40 (15)
一般の部 (8) 10:27 (19) 12:21 (70) 11:46 (25) 12:07 (48) 10:59 (16)

0:10:35 (22) 0:21:49 (17) 0:33:13 (12) 0:46:57 (19) 0:57:45 (16)
一般の部 (9) 10:35 (22) 11:14 (21) 11:24 (16) 13:44 (198) 10:48 (9)

0:10:57 (30) 0:22:17 (22) 0:34:26 (19) 0:45:59 (14) 0:58:03 (17)
一般の部 (10) 10:57 (30) 11:20 (26) 12:09 (36) 11:33 (23) 12:04 (84)

0:10:49 (28) 0:22:11 (20) 0:35:53 (33) 0:46:36 (16) 0:58:11 (18)
IT企業の部 (8) 10:49 (28) 11:22 (28) 13:42 (174) 10:43 (7) 11:35 (46)

0:11:19 (49) 0:22:53 (30) 0:35:23 (27) 0:47:25 (22) 0:58:49 (19)
IT企業の部 (9) 11:19 (49) 11:34 (33) 12:30 (56) 12:02 (42) 11:24 (33)

0:11:46 (78) 0:23:58 (45) 0:35:46 (32) 0:47:30 (25) 0:58:55 (20)
IT企業の部 (10) 11:46 (78) 12:12 (62) 11:48 (26) 11:44 (30) 11:25 (35)

0:09:36 (7) 0:21:28 (14) 0:34:25 (18) 0:47:10 (21) 0:59:03 (21)
IT企業の部 (11) 9:36 (7) 11:52 (44) 12:57 (90) 12:45 (99) 11:53 (63)

0:12:13 (112) 0:24:39 (68) 0:35:58 (34) 0:47:06 (20) 0:59:18 (22)
IT企業の部 (12) 12:13 (112) 12:26 (75) 11:19 (15) 11:08 (13) 12:12 (102)

0:11:12 (40) 0:23:04 (34) 0:34:49 (24) 0:47:26 (23) 0:59:23 (23)
IT企業の部 (13) 11:12 (40) 11:52 (45) 11:45 (24) 12:37 (86) 11:57 (73)

0:11:45 (77) 0:23:37 (41) 0:35:08 (26) 0:47:46 (27) 0:59:25 (24)
IT企業の部 (14) 11:45 (77) 11:52 (46) 11:31 (19) 12:38 (90) 11:39 (50)

0:11:12 (39) 0:24:03 (51) 0:36:29 (42) 0:48:42 (36) 0:59:31 (25)
IT企業の部 (15) 11:12 (39) 12:51 (110) 12:26 (47) 12:13 (54) 10:49 (11)

4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

1 555
おーけー2014

0:47:38
内山 雄貴 門出 康孝 濱松 主臣 長島 亮太 岡久 俊一

2 299
DASEWA

0:48:39
齋藤 大樹 澤田 慎治 山口 大輔 三戸 格 齋藤 雄太郎

3 557
みみずくA

0:48:49
佐貫 大寿 久保田 祐介 黒木 祥吾 篠崎 洸太 冨澤 悟

4 685
明誠うさぎさん

0:49:38
近藤 俊一 足立 怜史 梶原 有高 天野 峻 渡邊 塁

5 8
LOVESPO TOKYO

0:50:35
服部 史寛 服部 由暉 三輪 裕樹 鳥光 健仁 服部 史寛

6 18
最強駅伝チーム

0:53:32
小西 宏侑 太田 信彦 秋山 隆行 行田　直也 田崎 浩平

7 353
NTTデータMSE

0:54:35
清水 陽介 高橋 太志 伊東 克幸 関口 拓哉 佐久間 大輔

8 451
ちーむ☆がっちゃんこアップデー
ト中 0:55:17

山本 吉信 安岡 伸明 高橋 寿恵 鈴木 裕也 木下 侑介

9 515
@TOKYO teamA

0:55:49
長野 真樹 小西 亘 早弓 寛志 乾 泰裕 稲葉 亨

10 434
古河電工駅伝部

0:55:54
梶原 康嗣 白井 寛子 末松 克輝 奈良 一孝 川崎 浩平

11 494
アプレッソ

0:56:04
尾作 浩司 脇野 寛洋 小野 和俊 吉田 哲也 佐々木 健二

12 366
Cybernet

0:56:30
益谷 逸平 生井 健介 矢野 雄介 中本 伸吾 石川 龍太郎

13 242
YRL駅伝部A

0:57:27
三須 崇徳 木村 征樹 山口 遼 高橋 亮造 安部 倫夫

14 79
DELL 油風呂

0:57:34
梅村 宏 高橋 周平 藤原 洋介 倉本 祐介 朝比奈 洋輔

15 94
アスクル

0:57:40
本山 雄一 宮前 亮二 柴谷 淑夫 武田 将 小野原 学

16 539
オーケー2013

0:57:45
鐵本 智大 浜口 文弥 福島 健介 大野 三津雄 木下 雄登

17 686
明誠かめさん

0:58:03
佐藤 直也 丸尾 升太 高倉 豪 丸尾 康太 近藤 真

18 568
まにー・ぱっきゃお

0:58:11
横田 南進 松本 秀人 梶 雄一郎 保科 佑樹 松本 旭史

19 405
ＦＭサッカー部Ａチーム

0:58:49
吉里 公博 中川 洋和 吉田 幸司 田中 泰 中村 優也

20 92
Team AVANT

0:58:55
西澤 幹雄 森川 徹治 原口 浩一郎 中山 立 杉山 直毅

21 781
パソナテック翔

0:59:03
佐々木 啓行 武藤 祐輔 米川 由也 藤木 将善 坂口 卓郎

22 365
ドリコム

0:59:18
加藤 貴浩 今村 卓司 内藤 裕紀 菅家 立海 嶋根 啓介

23 303
ＯＷＬ４８　チームＯ

0:59:23
佐藤 駿 小林 稔 山根 勝彦 榊原 雅和 古郡 真央

24 15
First Running Club

0:59:25
加藤 大陽 久我 温紀 富岡 勢斗 三輪 真史 田中 拓

25 784
USE

0:59:31
杉村 直樹 木村 太一 根本 崇弘 竹内 啓太 原 正輝
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:11:30 (60) 0:22:46 (27) 0:34:28 (20) 0:46:52 (18) 0:59:46 (26)
IT企業の部 (16) 11:30 (60) 11:16 (23) 11:42 (23) 12:24 (69) 12:54 (189)

0:11:29 (57) 0:24:01 (48) 0:36:04 (36) 0:48:30 (32) 0:59:53 (27)
IT企業の部 (17) 11:29 (57) 12:32 (82) 12:03 (30) 12:26 (76) 11:23 (31)

0:11:18 (47) 0:23:01 (33) 0:36:06 (37) 0:49:10 (39) 1:00:09 (28)
IT企業の部 (18) 11:18 (47) 11:43 (36) 13:05 (105) 13:04 (123) 10:59 (15)

0:12:37 (167) 0:25:02 (80) 0:37:31 (52) 0:48:03 (31) 1:00:22 (29)
IT企業の部 (19) 12:37 (167) 12:25 (74) 12:29 (51) 10:32 (6) 12:19 (111)

0:10:15 (15) 0:21:34 (16) 0:34:25 (17) 0:47:34 (26) 1:00:30 (30)
IT企業の部 (20) 10:15 (15) 11:19 (24) 12:51 (78) 13:09 (134) 12:56 (199)

0:10:06 (13) 0:22:46 (28) 0:36:52 (45) 0:48:39 (35) 1:00:32 (31)
IT企業の部 (21) 10:06 (13) 12:40 (97) 14:06 (232) 11:47 (31) 11:53 (66)

0:11:15 (44) 0:22:54 (31) 0:37:01 (47) 0:48:39 (34) 1:00:34 (32)
IT企業の部 (22) 11:15 (44) 11:39 (35) 14:07 (234) 11:38 (27) 11:55 (68)

0:12:32 (152) 0:23:32 (39) 0:35:02 (25) 0:47:30 (24) 1:00:41 (33)
IT企業の部 (23) 12:32 (152) 11:00 (17) 11:30 (18) 12:28 (79) 13:11 (240)

0:12:14 (113) 0:24:38 (67) 0:37:34 (55) 0:48:49 (37) 1:00:43 (34)
IT企業の部 (24) 12:14 (113) 12:24 (73) 12:56 (88) 11:15 (15) 11:54 (67)

0:09:39 (8) 0:22:25 (23) 0:35:32 (29) 0:47:50 (30) 1:00:44 (35)
IT企業の部 (25) 9:39 (8) 12:46 (104) 13:07 (107) 12:18 (58) 12:54 (188)

0:12:56 (209) 0:23:58 (46) 0:34:29 (21) 0:47:48 (28) 1:00:51 (36)
IT企業の部 (26) 12:56 (209) 11:02 (18) 10:31 (6) 13:19 (153) 13:03 (217)

0:11:31 (62) 0:22:45 (26) 0:35:27 (28) 0:49:44 (50) 1:01:09 (37)
IT企業の部 (27) 11:31 (62) 11:14 (22) 12:42 (71) 14:17 (275) 11:25 (36)

0:11:33 (67) 0:24:09 (53) 0:38:03 (62) 0:50:04 (53) 1:01:26 (38)
IT企業の部 (28) 11:33 (67) 12:36 (90) 13:54 (203) 12:01 (41) 11:22 (29)

0:11:54 (83) 0:24:55 (77) 0:37:31 (53) 0:49:22 (42) 1:01:34 (39)
IT企業の部 (29) 11:54 (83) 13:01 (125) 12:36 (60) 11:51 (32) 12:12 (101)

0:10:42 (25) 0:23:08 (35) 0:36:02 (35) 0:49:50 (52) 1:01:38 (40)
IT企業の部 (30) 10:42 (25) 12:26 (76) 12:54 (84) 13:48 (206) 11:48 (57)

0:11:00 (32) 0:24:23 (62) 0:37:43 (58) 0:50:35 (61) 1:01:46 (41)
IT企業の部 (31) 11:00 (32) 13:23 (167) 13:20 (127) 12:52 (108) 11:11 (23)

0:11:53 (81) 0:24:03 (50) 0:36:22 (41) 0:48:34 (33) 1:01:49 (42)
IT企業の部 (32) 11:53 (81) 12:10 (58) 12:19 (41) 12:12 (53) 13:15 (246)

0:10:19 (18) 0:22:08 (19) 0:34:00 (14) 0:49:15 (40) 1:01:58 (43)
IT企業の部 (33) 10:19 (18) 11:49 (39) 11:52 (29) 15:15 (417) 12:43 (166)

0:11:32 (64) 0:23:35 (40) 0:36:15 (39) 0:49:42 (48) 1:02:05 (44)
IT企業の部 (34) 11:32 (64) 12:03 (52) 12:40 (66) 13:27 (174) 12:23 (119)

0:11:40 (72) 0:24:02 (49) 0:36:13 (38) 0:49:24 (44) 1:02:15 (45)
IT企業の部 (35) 11:40 (72) 12:22 (71) 12:11 (39) 13:11 (138) 12:51 (184)

0:11:19 (48) 0:24:26 (64) 0:36:46 (44) 0:49:01 (38) 1:02:26 (46)
IT企業の部 (36) 11:19 (48) 13:07 (139) 12:20 (42) 12:15 (56) 13:25 (264)

0:15:38 (566) 0:28:13 (284) 0:38:43 (78) 0:49:35 (47) 1:02:31 (47)
IT企業の部 (37) 15:38 (566) 12:35 (87) 10:30 (5) 10:52 (10) 12:56 (198)

0:12:22 (129) 0:24:10 (55) 0:38:11 (64) 0:50:29 (59) 1:02:39 (48)
IT企業の部 (38) 12:22 (129) 11:48 (38) 14:01 (220) 12:18 (59) 12:10 (93)

0:13:22 (274) 0:26:29 (141) 0:38:36 (73) 0:50:18 (57) 1:02:40 (49)
IT企業の部 (39) 13:22 (274) 13:07 (140) 12:07 (33) 11:42 (29) 12:22 (117)

0:10:07 (14) 0:21:26 (12) 0:34:22 (16) 0:47:50 (29) 1:02:42 (50)
IT企業の部 (40) 10:07 (14) 11:19 (25) 12:56 (89) 13:28 (175) 14:52 (446)

26 281
大阪選抜

0:59:46
合田 大志 塩田 吉秀 遠藤 真人 牧野 壮 戸田 剛司

27 760
エレコムヤング

0:59:53
正木 航太 田中 信太郎 児野 健亮 松井 類生 坂本 和也

28 445
エムファイブ-1

1:00:09
渡辺 義明 篠原 航介 田村 雄気 大貝 哲生 杉浦 一司

29 753
SEGMENT＆LEAGLE

1:00:22
石島 有昭 東郷 重賢 池田 幸司 石井 岳之 野路 祐太郎

30 207
BSNiネットA

1:00:30
木竜 俊一 細川 陽祐 渡辺 祐 中山 和彦 滝沢 雅彦

31 47
俺のPFU

1:00:32
坂本 龍一 紺野 俊介 畑中 秀夫 松崎 博史 田中 良知

32 588
IKIサッカー部

1:00:34
荒川 貴洋 小嶋 勝也 清水 悟 山下 耕太郎 田村 智宏

33 125
ハマデスポーツ(株)大島支店

1:00:41
濱出 憲一郎 齋藤 豪 久保 大貴 中里 大地 清水 巧次郎

34 668
微女と珍獣

1:00:43
藤本 美津也 茂呂 親利 松本 順 山口 和也 川崎 貴章

35 88
テラスカイ・ウサギ

1:00:44
溝口 大地 渡辺 一弘 伊藤 嘉嗣 松尾 祐介 吉田 寛

36 689
テクノboys

1:00:51
石井 貴騎 茅根 一樹 遠藤 秀幸 菊池 亮介 吉澤 信一郎

37 181
システムサポートAチーム

1:01:09
福田 哲也 門村 達也 中森 啓太 松木 博志 瀬戸 雅弘

38 277
oak Field

1:01:26
山崎 龍太郎 田中 大地 浮田 真吾 高見澤 智 古谷 聡希

39 254
OpenStackはありまぁす!

1:01:34
橋本 翔平 兵頭 覚志 東 恭平 日高  拓朗 中村 史彦

40 28
JMA最速チーム

1:01:38
酒井 一樹 太田代 恵一 西村 佳保里 山本 健次 桑名 義宗

41 257
masasonA

1:01:46
小出 智之 池田 充利 清水 翼 中山 嘉男 山崎 洋史

42 43
PFUサービス盛り合わせ

1:01:49
島田 一洋 伴仲 輝大 新田 直也 松尾 信之 佐々木 直幸

43 376
タクトA

1:01:58
岩佐 祐介 矢代 真樹 渡辺 誠 石渡戸 洋平 加治木 大輔

44 297
パーソナル情報システムA

1:02:05
西村 信也 石山 卓茂 早川 健太 手塚 剛 金子 剛

45 66
DELL Public TT

1:02:15
田島 寛紀 西口 亮礼 関 和美 水野 隼輔 村社 諒

46 663
[InterSafe　 ][検索]

1:02:26
藤田 剛知 西野 佑介 竹村 昌貴 竹内 直人 安川 知志

47 615
FVL内定者A

1:02:31
新井 圭治 高田 博 渡辺 寛史 高橋 実 小野 加奈子

48 371
Running Club 蒲田

1:02:39
松下 裕 田島 信行 鑓水 恵利子 田代 博幸 佐久間 友樹

49 497
Office AGENT

1:02:40
小野 明 和田 聡 鈴木 亨 野淵 博典 北澤 雄希

50 261
ヤフーR81脱「新卒」

1:02:42
白柳 広樹 井上 聡 海野 達也 飯田 貴之 金澤 裕也
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:11:22 (52) 0:22:13 (21) 0:37:05 (48) 0:49:23 (43) 1:02:44 (51)
一般の部 (11) 11:22 (52) 10:51 (12) 14:52 (340) 12:18 (60) 13:21 (256)

0:11:21 (51) 0:24:18 (61) 0:37:06 (49) 0:49:43 (49) 1:02:45 (52)
IT企業の部 (41) 11:21 (51) 12:57 (121) 12:48 (75) 12:37 (89) 13:02 (211)

0:12:31 (149) 0:24:42 (69) 0:37:58 (61) 0:50:18 (56) 1:02:50 (53)
IT企業の部 (42) 12:31 (149) 12:11 (60) 13:16 (119) 12:20 (64) 12:32 (141)

0:12:47 (188) 0:24:17 (58) 0:37:00 (46) 0:49:48 (51) 1:02:52 (54)
IT企業の部 (43) 12:47 (188) 11:30 (32) 12:43 (73) 12:48 (103) 13:04 (224)

0:13:54 (356) 0:25:45 (106) 0:38:21 (69) 0:50:13 (55) 1:02:54 (55)
IT企業の部 (44) 13:54 (356) 11:51 (42) 12:36 (59) 11:52 (34) 12:41 (163)

0:12:31 (148) 0:26:07 (125) 0:38:37 (74) 0:51:04 (65) 1:02:55 (56)
IT企業の部 (45) 12:31 (148) 13:36 (192) 12:30 (52) 12:27 (77) 11:51 (61)

0:12:53 (203) 0:25:31 (102) 0:38:33 (72) 0:50:56 (63) 1:02:55 (57)
IT企業の部 (46) 12:53 (203) 12:38 (95) 13:02 (98) 12:23 (66) 11:59 (77)

0:11:54 (85) 0:24:46 (70) 0:37:48 (59) 0:50:12 (54) 1:02:57 (58)
IT企業の部 (47) 11:54 (85) 12:52 (112) 13:02 (99) 12:24 (70) 12:45 (170)

0:12:13 (111) 0:24:26 (63) 0:36:42 (43) 0:50:34 (60) 1:03:01 (59)
IT企業の部 (48) 12:13 (111) 12:13 (63) 12:16 (40) 13:52 (217) 12:27 (129)

0:14:16 (399) 0:27:19 (210) 0:40:12 (124) 0:51:35 (70) 1:03:12 (60)
IT企業の部 (49) 14:16 (399) 13:03 (130) 12:53 (81) 11:23 (20) 11:37 (47)

0:12:04 (95) 0:25:25 (94) 0:39:18 (92) 0:51:41 (73) 1:03:15 (61)
IT企業の部 (50) 12:04 (95) 13:21 (161) 13:53 (198) 12:23 (67) 11:34 (44)

0:10:39 (23) 0:21:24 (10) 0:35:34 (30) 0:49:35 (46) 1:03:16 (62)
IT企業の部 (51) 10:39 (23) 10:45 (9) 14:10 (242) 14:01 (233) 13:41 (296)

0:12:10 (109) 0:24:07 (52) 0:37:19 (51) 0:49:29 (45) 1:03:17 (63)
IT企業の部 (52) 12:10 (109) 11:57 (50) 13:12 (113) 12:10 (51) 13:48 (310)

0:12:36 (163) 0:25:50 (112) 0:39:37 (105) 0:51:41 (72) 1:03:37 (64)
IT企業の部 (53) 12:36 (163) 13:14 (152) 13:47 (187) 12:04 (44) 11:56 (72)

0:12:16 (117) 0:25:28 (99) 0:36:21 (40) 0:49:16 (41) 1:03:39 (65)
IT企業の部 (54) 12:16 (117) 13:12 (149) 10:53 (11) 12:55 (115) 14:23 (385)

0:12:41 (173) 0:27:21 (212) 0:38:12 (65) 0:52:41 (83) 1:03:50 (66)
IT企業の部 (55) 12:41 (173) 14:40 (344) 10:51 (8) 14:29 (300) 11:09 (22)

0:12:29 (141) 0:25:06 (83) 0:38:53 (83) 0:52:14 (79) 1:03:51 (67)
一般の部 (12) 12:29 (141) 12:37 (93) 13:47 (184) 13:21 (158) 11:37 (49)

0:12:37 (164) 0:25:18 (89) 0:39:23 (97) 0:51:41 (74) 1:03:57 (68)
IT企業の部 (56) 12:37 (164) 12:41 (98) 14:05 (228) 12:18 (61) 12:16 (106)

0:13:06 (235) 0:25:16 (87) 0:37:39 (56) 0:50:48 (62) 1:03:58 (69)
IT企業の部 (57) 13:06 (235) 12:10 (59) 12:23 (44) 13:09 (133) 13:10 (235)

0:12:47 (189) 0:26:14 (132) 0:37:51 (60) 0:51:22 (68) 1:03:58 (70)
IT企業の部 (58) 12:47 (189) 13:27 (176) 11:37 (21) 13:31 (183) 12:36 (147)

0:13:08 (241) 0:27:16 (204) 0:40:08 (123) 0:51:27 (69) 1:04:01 (71)
一般の部 (13) 13:08 (241) 14:08 (266) 12:52 (80) 11:19 (17) 12:34 (146)

0:12:24 (133) 0:24:18 (60) 0:38:39 (76) 0:51:39 (71) 1:04:07 (72)
一般の部 (14) 12:24 (133) 11:54 (49) 14:21 (272) 13:00 (119) 12:28 (131)

0:13:48 (342) 0:26:07 (124) 0:38:47 (81) 0:52:03 (77) 1:04:11 (73)
IT企業の部 (59) 13:48 (342) 12:19 (68) 12:40 (67) 13:16 (150) 12:08 (89)

0:10:39 (24) 0:24:47 (71) 0:35:39 (31) 0:50:26 (58) 1:04:15 (74)
一般の部 (15) 10:39 (24) 14:08 (264) 10:52 (9) 14:47 (346) 13:49 (317)

0:11:13 (41) 0:23:17 (36) 0:37:40 (57) 0:51:01 (64) 1:04:17 (75)
IT企業の部 (60) 11:13 (41) 12:04 (55) 14:23 (276) 13:21 (160) 13:16 (253)

51 530
大阪不倫の会

1:02:44
浅倉 良崇 諏訪部 善之 渡邉 康一 青木 友則 神山 年一

52 694
エスコAKB5

1:02:45
竹垣 健二 佐藤 勇二 小川 武 中川 元 澤 政良

53 229
Ind 流通 Team A

1:02:50
宇田 悠佑 難波 誠二 坂本 大輔 青木 秀憲 伊藤 昇

54 718
チームすきま風

1:02:52
大沢 薫 高須 毅徳 安西 亮 菊地 寿明 古川 智之

55 463
エリート駅伝ズ

1:02:54
内海 貴昭 小松 和哉 尹 載熙 佐藤 善保 新田 裕輝

56 444
Earth

1:02:55
大崎 雄志 大漉 克尚 安井 正明 前田 学 富田 大樹

57 64
DELLマラソンクラブ

1:02:55
内田 匡洋 平野 健太郎 増田 剛 派谷 翔太 樋渡 練

58 315
ミツイワ）電子デバイス事業本部
Ａチーム 1:02:57

平林 顕 加藤 淳一郎 駒瀬 史弥 宇野 正幸 高松 一郎

59 294
tdi　Tadaima1号

1:03:01
五十嵐 拓也 大風 壮平 依田 拓樹 西村 拓也 細井 博幸

60 82
チームアドソル

1:03:12
河村 剛至 清水 治 安保 俊作 竹中 道忠 松尾 智治

61 133
70minutes

1:03:15
田畑 功志 柴崎 公一郎 鉄林 拓久真 原 聖 上田 一成

62 2
イーナム

1:03:16
谷口  章 丹羽  英史 奥野  克孝 木村  京輔 北村 翼

63 329
UOSベスト

1:03:17
菅原 俊哉 岩田 雅弘 市川 幸平 中島 敏夫 小川 誠

64 654
PHN RUNNING CLUB  A

1:03:37
本橋 佑一 横尾 和希 三浦 怜 柳沢 克二 八木 亨

65 114
広域スピリッツは砕けない

1:03:39
大窪 宣延 菊池 由明 高橋 政徳 岡田 隆行 齋田 誠至

66 24
NEXWAY これからもFreshers

1:03:50
磯貝 将貴 小林 奈未 鹿内 孝政 肥後 淳子 合谷 太輔

67 700
うさりん・オブ・ジョイトイ

1:03:51
丸山 修平 杉本 翔太郎 小澤 慧祐 和田 桂昌 石橋 俊輝

68 108
TJ-Bチーム

1:03:57
池田 知義 大内 淳平 菊地 純一 長澤 正徳 吉澤 剣人

69 406
ＦＭサッカー部Ｂチーム

1:03:58
片山 善久 田中 優勝 榮代 岳洋 原 孝徳 鈴木 正人

70 612
ウチダシステムズA

1:03:58
篠宮 雅人 赤澤 正人 安積 俊明 羽田 千尋 野津 雄三

71 237
チーム彩

1:04:01
矢吹 彩 山田 茜 波多野 隆淑 木下 晃馬 山田 徳史

72 430
PEET

1:04:07
平山 剛史 高木 秀剛 西之園 夏樹 友井 裕之 大川 直紀

73 3
横浜最強のへそ

1:04:11
岩渕  誠哉 星野 剛志 三嶋  勇希 平野  大成 田中  孝一

74 310
ぐでんデング熱刺され隊

1:04:15
木住野 浦坊 馬場 典子 廣常 涼児 飯山 流姫 内藤 新宿の助

75 767
ISA

1:04:17
河本 裕樹 早川 和輝 新井 健太 峯瀧 大二郎 新山 純
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:12:08 (103) 0:25:10 (84) 0:38:30 (71) 0:52:24 (81) 1:04:25 (76)
IT企業の部 (61) 12:08 (103) 13:02 (128) 13:20 (128) 13:54 (221) 12:01 (80)

0:10:05 (12) 0:23:38 (42) 0:39:08 (86) 0:51:17 (67) 1:04:30 (77)
一般の部 (16) 10:05 (12) 13:33 (186) 15:30 (432) 12:09 (50) 13:13 (244)

0:11:54 (82) 0:24:09 (54) 0:38:42 (77) 0:53:34 (107) 1:04:35 (78)
一般の部 (17) 11:54 (82) 12:15 (65) 14:33 (304) 14:52 (358) 11:01 (17)

0:12:09 (104) 0:25:02 (81) 0:39:56 (117) 0:53:03 (90) 1:04:37 (79)
一般の部 (18) 12:09 (104) 12:53 (115) 14:54 (344) 13:07 (127) 11:34 (42)

0:13:37 (312) 0:27:23 (214) 0:41:02 (156) 0:52:44 (84) 1:04:42 (80)
IT企業の部 (62) 13:37 (312) 13:46 (210) 13:39 (166) 11:42 (28) 11:58 (74)

0:12:40 (172) 0:26:47 (164) 0:39:17 (91) 0:51:12 (66) 1:04:57 (81)
IT企業の部 (63) 12:40 (172) 14:07 (257) 12:30 (53) 11:55 (37) 13:45 (300)

0:12:45 (181) 0:26:51 (171) 0:39:31 (101) 0:53:17 (95) 1:05:10 (82)
一般の部 (19) 12:45 (181) 14:06 (256) 12:40 (68) 13:46 (204) 11:53 (64)

0:12:24 (136) 0:25:51 (113) 0:41:28 (183) 0:53:03 (91) 1:05:14 (83)
IT企業の部 (64) 12:24 (136) 13:27 (175) 15:37 (441) 11:35 (26) 12:11 (96)

0:12:10 (106) 0:24:47 (72) 0:39:06 (85) 0:53:46 (113) 1:05:14 (84)
一般の部 (20) 12:10 (106) 12:37 (92) 14:19 (265) 14:40 (325) 11:28 (37)

0:12:20 (126) 0:26:11 (128) 0:39:02 (84) 0:52:23 (80) 1:05:21 (85)
IT企業の部 (65) 12:20 (126) 13:51 (226) 12:51 (77) 13:21 (159) 12:58 (203)

0:12:09 (105) 0:22:57 (32) 0:39:50 (114) 0:53:25 (102) 1:05:23 (86)
IT企業の部 (66) 12:09 (105) 10:48 (10) 16:53 (575) 13:35 (187) 11:58 (76)

0:14:42 (457) 0:28:17 (290) 0:41:54 (202) 0:53:18 (97) 1:05:26 (87)
IT企業の部 (67) 14:42 (457) 13:35 (190) 13:37 (161) 11:24 (21) 12:08 (90)

0:12:51 (199) 0:27:41 (235) 0:40:22 (132) 0:52:49 (85) 1:05:29 (88)
IT企業の部 (68) 12:51 (199) 14:50 (364) 12:41 (70) 12:27 (78) 12:40 (162)

0:12:10 (107) 0:23:31 (38) 0:38:20 (67) 0:53:33 (106) 1:05:36 (89)
一般の部 (21) 12:10 (107) 11:21 (27) 14:49 (337) 15:13 (407) 12:03 (82)

0:13:04 (230) 0:28:49 (342) 0:42:06 (213) 0:53:25 (101) 1:05:38 (90)
IT企業の部 (69) 13:04 (230) 15:45 (492) 13:17 (121) 11:19 (19) 12:13 (103)

0:12:58 (215) 0:25:43 (103) 0:41:04 (161) 0:52:55 (87) 1:05:42 (91)
IT企業の部 (70) 12:58 (215) 12:45 (102) 15:21 (410) 11:51 (33) 12:47 (175)

0:12:05 (98) 0:25:10 (85) 0:39:34 (104) 0:51:58 (76) 1:05:44 (92)
IT企業の部 (71) 12:05 (98) 13:05 (135) 14:24 (282) 12:24 (72) 13:46 (303)

0:11:39 (71) 0:24:17 (59) 0:39:16 (89) 0:52:41 (82) 1:05:49 (93)
IT企業の部 (72) 11:39 (71) 12:38 (94) 14:59 (352) 13:25 (168) 13:08 (233)

0:11:29 (58) 0:23:19 (37) 0:41:42 (193) 0:53:46 (112) 1:05:52 (94)
一般の部 (22) 11:29 (58) 11:50 (41) 18:23 (673) 12:04 (45) 12:06 (87)

0:11:28 (56) 0:26:53 (175) 0:40:40 (144) 0:54:00 (116) 1:05:55 (95)
IT企業の部 (73) 11:28 (56) 15:25 (460) 13:47 (182) 13:20 (155) 11:55 (69)

0:11:31 (63) 0:24:55 (78) 0:40:31 (138) 0:54:44 (138) 1:05:59 (96)
一般の部 (23) 11:31 (63) 13:24 (169) 15:36 (439) 14:13 (262) 11:15 (24)

0:13:14 (254) 0:24:50 (74) 0:39:57 (118) 0:53:24 (100) 1:06:03 (97)
IT企業の部 (74) 13:14 (254) 11:36 (34) 15:07 (376) 13:27 (173) 12:39 (160)

0:12:05 (97) 0:26:09 (127) 0:40:14 (126) 0:53:22 (99) 1:06:03 (98)
一般の部 (24) 12:05 (97) 14:04 (255) 14:05 (229) 13:08 (131) 12:41 (164)

0:13:17 (263) 0:27:06 (188) 0:42:37 (239) 0:55:29 (156) 1:06:13 (99)
IT企業の部 (75) 13:17 (263) 13:49 (219) 15:31 (434) 12:52 (109) 10:44 (7)

0:12:08 (101) 0:24:00 (47) 0:37:09 (50) 0:52:51 (86) 1:06:18 (100)
一般の部 (25) 12:08 (101) 11:52 (43) 13:09 (109) 15:42 (472) 13:27 (273)

76 142
HP JOGGERS

1:04:25
鈴木 悟 金澤 憲吾 若井 香織 正田 三四郎 水野 浩典

77 320
下衆・My・コータ２♪

1:04:30
山中 悠吾 草野 美紀 福田 晃子 染谷 直史 山崎 功達

78 322
なおこJAPAN

1:04:35
熊谷 智博 松井 優太 大矢 奈央子 柴田 香 三谷 洋介

79 1
TEAMワラーチ

1:04:37
木村 東吉 松野 元昭 田中　花 立川 カホ 和田　圭吾

80 118
日本ユニシス広報(混成)チーム

1:04:42
児玉  信人 小林  隆 足立  健 迎田  達郎 中村  宜之

81 284
鶴ちゃんのプッツン5

1:04:57
樋口 大介 中井 陽一郎 山橋 健太 角田 悟郎 桐原

82 498
TRmy4th

1:05:10
戸崎 学 佐々木 崇 城 裕一 本橋 英樹 高木 智之

83 554
オーガニック整体院麹町 RUN
team 1:05:14

齋藤 大輔 熊木 恵美 行武 法子 東ヶ崎 洋生 村田 智則

84 324
佑輔三股リア

1:05:14
平 昌典 菊地 佑輔 畑野 蕗 三島 亜依子 市川 祐人

85 304
ＯＷＬ４８　チームＷ

1:05:21
前田 浩一 土手 隆博 桑田 友明 矢部 純一 原田 雄一郎

86 105
オレンジアーチ チームゲスト

1:05:23
中谷 肇 内田 一成 志田 稔 渡邉 博美 宇田 竹信

87 352
チーム　SITUSロッソ

1:05:26
福田 京平 堀井 康友 斎藤 謙太郎 加藤 潤也 鹿嶋 亮介

88 275
女のっこ大好きチーム

1:05:29
猪俣  貴裕 橋本 敦 瀧田 雄介 三河 航青 清水 克哉

89 325
合コン王子TAKUTOと愉快な仲
間たち 1:05:36

元木 拓斗 櫻井 雅弘 長江 沙知恵 山下 祐里 板橋 周作

90 234
女王蜂とクラウディキャッツ

1:05:38
岡部 靖 石橋 妙子 宗形 淳史 菊田 慶貴 浅見 忠宏

91 662
ALSIサクセション２０１４

1:05:42
山﨑 晋吾 松田 尚志 濱田 龍哉 福山 彰 内田 勝馬

92 59
市場価値が高い社員たち

1:05:44
作山 厚 及川 和宏 沼田 心 内田 弦希 斉藤 裕気

93 39
AIS(期待の成績)

1:05:49
辻 亮佑 高橋 良宜 池添 智紀 林 智也 武藤 紘輝

94 713
Junteners

1:05:52
稲村 彰映 神保 隆行 保科 紀子 野尻 英樹 鈴木 順也

95 58
神と罰のダチョウ25

1:05:55
山田 直幸 包 暁艶 河野 祐輝 立川 尚人 魚返 真哉

96 558
みみずくB

1:05:59
岡 優貴 清松 裕司 井下 浩樹 河野 年成 桑原 仁

97 657
FM Runners-A

1:06:03
河田 勝志 内田 貴史 問谷 富美男 七条 勇季 植木 泰貴

98 523
おやQランニング部

1:06:03
松浦 宏 幅 宏允 中村 薫 菊本 裕丈 大津 克徳

99 484
キヤノンビズアテンダ

1:06:13
田口 智大 田中 貴康 佐々木 昌子 上村 伸弘 南里 恭平

100 321
㈱マッチョ産業

1:06:18
田中 康文 芝 輝 丹家 里枝 河野 あゆみ 上西 正宗

4/30



上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:12:33 (156) 0:25:44 (105) 0:40:06 (122) 0:53:48 (114) 1:06:28 (101)
IT企業の部 (76) 12:33 (156) 13:11 (146) 14:22 (274) 13:42 (197) 12:40 (161)

0:13:27 (288) 0:26:46 (163) 0:40:34 (139) 0:53:42 (111) 1:06:30 (102)
IT企業の部 (77) 13:27 (288) 13:19 (158) 13:48 (188) 13:08 (132) 12:48 (178)

0:10:42 (26) 0:22:40 (25) 0:38:20 (68) 0:51:45 (75) 1:06:31 (103)
IT企業の部 (78) 10:42 (26) 11:58 (51) 15:40 (449) 13:25 (167) 14:46 (429)

0:11:47 (79) 0:26:37 (148) 0:39:50 (113) 0:55:04 (146) 1:06:38 (104)
IT企業の部 (79) 11:47 (79) 14:50 (365) 13:13 (114) 15:14 (409) 11:34 (41)

0:12:19 (125) 0:28:08 (276) 0:41:15 (172) 0:54:26 (129) 1:06:38 (105)
一般の部 (26) 12:19 (125) 15:49 (501) 13:07 (108) 13:11 (139) 12:12 (98)

0:14:30 (433) 0:28:04 (270) 0:42:20 (228) 0:55:55 (171) 1:06:40 (106)
一般の部 (27) 14:30 (433) 13:34 (188) 14:16 (257) 13:35 (185) 10:45 (8)

0:12:32 (150) 0:27:18 (207) 0:41:50 (198) 0:54:42 (137) 1:06:56 (107)
IT企業の部 (80) 12:32 (150) 14:46 (357) 14:32 (303) 12:52 (107) 12:14 (105)

0:10:43 (27) 0:24:15 (57) 0:38:38 (75) 0:54:04 (118) 1:06:59 (108)
IT企業の部 (81) 10:43 (27) 13:32 (182) 14:23 (279) 15:26 (441) 12:55 (195)

0:12:16 (116) 0:25:19 (90) 0:39:28 (99) 0:54:45 (139) 1:07:06 (109)
IT企業の部 (82) 12:16 (116) 13:03 (131) 14:09 (238) 15:17 (423) 12:21 (114)

0:15:23 (538) 0:30:00 (434) 0:41:50 (197) 0:55:42 (165) 1:07:06 (110)
IT企業の部 (83) 15:23 (538) 14:37 (333) 11:50 (27) 13:52 (216) 11:24 (32)

0:13:02 (226) 0:28:41 (328) 0:42:01 (209) 0:54:35 (133) 1:07:11 (111)
IT企業の部 (84) 13:02 (226) 15:39 (481) 13:20 (129) 12:34 (84) 12:36 (148)

0:14:47 (468) 0:28:00 (262) 0:44:06 (345) 0:56:00 (177) 1:07:18 (112)
IT企業の部 (85) 14:47 (468) 13:13 (151) 16:06 (492) 11:54 (35) 11:18 (26)

0:12:23 (132) 0:25:59 (120) 0:39:14 (88) 0:55:37 (161) 1:07:21 (113)
一般の部 (28) 12:23 (132) 13:36 (191) 13:15 (118) 16:23 (574) 11:44 (54)

0:13:52 (350) 0:25:16 (88) 0:42:12 (220) 0:53:14 (94) 1:07:28 (114)
IT企業の部 (86) 13:52 (350) 11:24 (29) 16:56 (581) 11:02 (12) 14:14 (367)

0:11:35 (68) 0:25:53 (114) 0:39:20 (94) 0:54:21 (124) 1:07:31 (115)
IT企業の部 (87) 11:35 (68) 14:18 (292) 13:27 (141) 15:01 (376) 13:10 (236)

0:11:24 (53) 0:24:14 (56) 0:39:39 (107) 0:54:20 (123) 1:07:35 (116)
一般の部 (29) 11:24 (53) 12:50 (109) 15:25 (423) 14:41 (328) 13:15 (247)

0:12:10 (108) 0:26:30 (144) 0:41:14 (170) 0:54:22 (125) 1:07:37 (117)
一般の部 (30) 12:10 (108) 14:20 (295) 14:44 (325) 13:08 (130) 13:15 (248)

0:12:23 (131) 0:25:29 (101) 0:41:19 (178) 0:55:24 (153) 1:07:38 (118)
IT企業の部 (88) 12:23 (131) 13:06 (136) 15:50 (457) 14:05 (242) 12:14 (104)

0:14:27 (426) 0:27:01 (179) 0:39:59 (120) 0:53:02 (89) 1:07:38 (119)
一般の部 (31) 14:27 (426) 12:34 (83) 12:58 (92) 13:03 (122) 14:36 (411)

0:14:35 (440) 0:27:23 (215) 0:43:33 (293) 0:55:44 (167) 1:07:40 (120)
一般の部 (32) 14:35 (440) 12:48 (107) 16:10 (500) 12:11 (52) 11:56 (70)

0:12:57 (211) 0:27:12 (195) 0:40:51 (151) 0:56:36 (216) 1:07:43 (121)
一般の部 (33) 12:57 (211) 14:15 (282) 13:39 (167) 15:45 (479) 11:07 (21)

0:12:29 (142) 0:26:48 (166) 0:42:00 (208) 0:55:09 (148) 1:07:48 (122)
IT企業の部 (89) 12:29 (142) 14:19 (293) 15:12 (390) 13:09 (135) 12:39 (159)

0:12:35 (162) 0:25:47 (109) 0:39:16 (90) 0:53:40 (109) 1:07:50 (123)
IT企業の部 (90) 12:35 (162) 13:12 (150) 13:29 (143) 14:24 (288) 14:10 (354)

0:12:19 (123) 0:28:15 (287) 0:40:36 (141) 0:53:31 (104) 1:07:51 (124)
一般の部 (34) 12:19 (123) 15:56 (510) 12:21 (43) 12:55 (114) 14:20 (374)

0:13:21 (273) 0:26:43 (158) 0:40:49 (150) 0:53:07 (92) 1:07:51 (125)
IT企業の部 (91) 13:21 (273) 13:22 (165) 14:06 (230) 12:18 (57) 14:44 (426)

101 603
comnet1

1:06:28
小川 佳紀 池田 一樹 市田 毅 吉田 一勝 榊原 久仁子

102 695
エスコHKT5

1:06:30
槇田 昂貴 辻 秀樹 愛澤 勝巳 河田 仁 名和田 義紀

103 586
FUZZ

1:06:31
藤平 一成 古川 晃 根本 考映 小林 正人 前崎 健介

104 334
千葉ＮＴ☆ＲＣ

1:06:38
中村 公裕 堀 直哉 高木 豪 小宮 仁太 山口 城照

105 679
よっほーＥ

1:06:38
斎藤 忠信 村松 史織 橋本 高一 葦沢 朋也 吉田 実

106 719
眼鏡マジ割れた～よ

1:06:40
林 岳大 江角 拓也 石田 健太 犬丸 公貴 島田 広国

107 262
ヤフー爆速大御所

1:06:56
湯川 高康 武居 秀和 杉中 健二 山崎 智大 名倉 政彦

108 779
NSSOL1

1:06:59
鳥打 祐太 向 正道 明石 貴祐 加藤 悠祐 栗谷 信裕

109 481
永田組

1:07:06
安里 憲彦 木内 佳史 玉吉 範之 坂本 輝晃 山下 直哉

110 177
パスワードマネジャー

1:07:06
朴 順伊 武井 義仁 平田 優 中村 学 三宅 文彦

111 499
CLINKSランニング部A

1:07:11
速應 哲嗣 高橋 昂久 小宮 良太 飛田和 祥吾 山崎 茂夫

112 68
オレンジアーチ チームD

1:07:18
北島 尚 福井 和敬 石関 和彦 吉田 昌玄 高橋 邦夫

113 788
東京ねこLOVERSチームA

1:07:21
岩井 さと子 浅川 清美 浅川 清美 夏目 猫目 猫目 玉三郎

114 231
箱崎走行会第四十三営業部

1:07:28
長岐 孝一 水上 史統 榎本 祐希 牧寄 哲治 山中 聡

115 729
スター福地とＫＧＩＳランナーズ

1:07:31
山口 公晃 須藤 恒 清田 広明 薮崎 太加 福地 健司

116 323
逝けめんと美女

1:07:35
曽根 智志 伊藤 達也 渡邊 綾香 門脇 希美 松井 優也

117 507
DAITOH

1:07:37
中野 靖 西 悦生 高橋 玄多 北村 正次郎 星野 勝洋

118 124
もっとはよ走らん会

1:07:38
伊関 淳 川縁 啓介 高橋 太貴 廣瀬 健一 須田 巌

119 509
ジャパンギャランティサービス B

1:07:38
真栄城 裕二 宮崎 雅大 舛崎 竜也 佐藤 寿樹 斎藤 勇馬

120 301
チーム　バウワーマンB

1:07:40
KURIHARA YUKI JOHNSON SAE YAMASHITA YASUHIRO TSUKIYAMA YUKA NAGUMO TETSUO

121 56
はよ走らん会

1:07:43
村上 雄暉 米田 圭佑 野口 慶 萬歳 昂大 成久 拓郎

122 269
ちーむSHIFT A

1:07:48
上岡 隆 大平 祥人 劉 悦 西本 浩平 岡野 誠

123 483
Team DBI

1:07:50
堀 康次郎 尾崎 太郎 中田 裕之 三上 暁雄 高橋 一朗

124 733
MIKA27

1:07:51
齊藤 潤平 原田 美佳 三宅 正晃 小林 隆太 紺野 雅人

125 710
若手ALL☆STARS

1:07:51
梶田 純平 宮﨑 和也 林 和寛 橋本 英明 金丸 賢司
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:11:04 (35) 0:26:37 (149) 0:39:32 (102) 0:54:35 (134) 1:07:55 (126)
IT企業の部 (92) 11:04 (35) 15:33 (473) 12:55 (87) 15:03 (385) 13:20 (255)

0:12:34 (157) 0:24:52 (75) 0:38:16 (66) 0:53:17 (96) 1:07:59 (127)
一般の部 (35) 12:34 (157) 12:18 (66) 13:24 (135) 15:01 (378) 14:42 (424)

0:13:09 (243) 0:30:03 (440) 0:42:33 (237) 0:54:55 (141) 1:08:01 (128)
IT企業の部 (93) 13:09 (243) 16:54 (610) 12:30 (55) 12:22 (65) 13:06 (228)

0:13:27 (286) 0:26:02 (122) 0:41:12 (168) 0:55:58 (175) 1:08:02 (129)
IT企業の部 (94) 13:27 (286) 12:35 (86) 15:10 (385) 14:46 (344) 12:04 (85)

0:13:47 (341) 0:26:14 (131) 0:41:13 (169) 0:55:39 (162) 1:08:05 (130)
IT企業の部 (95) 13:47 (341) 12:27 (80) 14:59 (356) 14:26 (293) 12:26 (126)

0:12:28 (140) 0:28:06 (272) 0:41:31 (185) 0:56:15 (188) 1:08:05 (131)
IT企業の部 (96) 12:28 (140) 15:38 (479) 13:25 (138) 14:44 (337) 11:50 (60)

0:14:21 (408) 0:28:11 (283) 0:43:59 (330) 0:56:18 (192) 1:08:06 (132)
一般の部 (36) 14:21 (408) 13:50 (220) 15:48 (454) 12:19 (63) 11:48 (56)

0:15:32 (556) 0:27:52 (252) 0:42:38 (241) 0:55:59 (176) 1:08:09 (133)
IT企業の部 (97) 15:32 (556) 12:20 (69) 14:46 (328) 13:21 (157) 12:10 (94)

0:11:29 (59) 0:24:31 (65) 0:38:04 (63) 0:55:01 (145) 1:08:12 (134)
一般の部 (37) 11:29 (59) 13:02 (127) 13:33 (149) 16:57 (617) 13:11 (239)

0:12:44 (180) 0:27:25 (218) 0:40:45 (146) 0:54:24 (127) 1:08:13 (135)
IT企業の部 (98) 12:44 (180) 14:41 (347) 13:20 (126) 13:39 (195) 13:49 (313)

0:15:32 (554) 0:27:54 (256) 0:42:41 (244) 0:55:30 (157) 1:08:17 (136)
一般の部 (38) 15:32 (554) 12:22 (72) 14:47 (333) 12:49 (104) 12:47 (177)

0:12:18 (121) 0:25:49 (111) 0:42:59 (261) 0:55:42 (166) 1:08:18 (137)
IT企業の部 (99) 12:18 (121) 13:31 (181) 17:10 (603) 12:43 (95) 12:36 (149)

0:11:56 (88) 0:25:49 (110) 0:39:28 (100) 0:53:34 (108) 1:08:22 (138)
IT企業の部 (100) 11:56 (88) 13:53 (231) 13:39 (170) 14:06 (246) 14:48 (433)

0:11:25 (55) 0:24:35 (66) 0:39:47 (111) 0:55:58 (174) 1:08:25 (139)
一般の部 (39) 11:25 (55) 13:10 (143) 15:12 (388) 16:11 (546) 12:27 (127)

0:11:04 (34) 0:25:59 (119) 0:41:24 (180) 0:55:10 (149) 1:08:25 (140)
IT企業の部 (101) 11:04 (34) 14:55 (387) 15:25 (419) 13:46 (202) 13:15 (249)

0:13:11 (248) 0:27:47 (244) 0:41:14 (171) 0:54:29 (131) 1:08:28 (141)
IT企業の部 (102) 13:11 (248) 14:36 (331) 13:27 (140) 13:15 (143) 13:59 (333)

0:12:12 (110) 0:25:53 (115) 0:39:38 (106) 0:54:02 (117) 1:08:29 (142)
IT企業の部 (103) 12:12 (110) 13:41 (201) 13:45 (179) 14:24 (287) 14:27 (391)

0:12:59 (217) 0:27:06 (186) 0:40:12 (125) 0:53:02 (88) 1:08:33 (143)
IT企業の部 (104) 12:59 (217) 14:07 (258) 13:06 (106) 12:50 (105) 15:31 (525)

0:15:54 (586) 0:26:43 (159) 0:40:36 (140) 0:56:18 (190) 1:08:36 (144)
一般の部 (40) 15:54 (586) 10:49 (11) 13:53 (201) 15:42 (471) 12:18 (109)

0:12:22 (128) 0:26:55 (177) 0:41:07 (164) 0:56:10 (182) 1:08:38 (145)
IT企業の部 (105) 12:22 (128) 14:33 (322) 14:12 (247) 15:03 (383) 12:28 (134)

0:13:25 (277) 0:26:08 (126) 0:38:47 (80) 0:54:07 (119) 1:08:38 (146)
IT企業の部 (106) 13:25 (277) 12:43 (100) 12:39 (64) 15:20 (429) 14:31 (399)

0:12:18 (120) 0:27:34 (226) 0:41:07 (163) 0:54:22 (126) 1:08:39 (147)
IT企業の部 (107) 12:18 (120) 15:16 (440) 13:33 (151) 13:15 (146) 14:17 (370)

0:14:07 (380) 0:29:08 (377) 0:42:02 (210) 0:56:07 (178) 1:08:39 (148)
IT企業の部 (108) 14:07 (380) 15:01 (399) 12:54 (83) 14:05 (244) 12:32 (140)

0:13:46 (336) 0:27:25 (217) 0:44:24 (367) 0:57:40 (275) 1:08:47 (149)
一般の部 (41) 13:46 (336) 13:39 (194) 16:59 (590) 13:16 (149) 11:07 (20)

0:11:42 (74) 0:26:53 (174) 0:43:54 (322) 0:56:42 (223) 1:08:48 (150)
IT企業の部 (109) 11:42 (74) 15:11 (423) 17:01 (592) 12:48 (102) 12:06 (86)

126 104
一筋縄

1:07:55
綿貫 憲一 今井 直也 松岡 良和 境野 考浩 佐藤 彰洋

127 457
ホモマッチョ

1:07:59
平井 邦明 平島 徹朗 福永 達也 大貫 雄 小泉 宗弘

128 512
God-Wan

1:08:01
本間 正大 森 亮介 塚田 聖也 中村 智将 原部 光令

129 147
進撃のゆーたん

1:08:02
邱 起仁 平井 徹也 立入 祐太 古川 貴司 池田 拓磨

130 211
GMOインターネット陸上部

1:08:05
堀 寛文 長島 毅明 内田 朋宏 橋本 真理子 安田昌史

131 572
CTXS B

1:08:05
浜野 哲也 本田 俊哉 鴨打 英明 竹内 裕治 柳瀬 央

132 508
ジャパンギャランティサービス A

1:08:06
梶原 レイリチャード 原田 靖弘 成瀬 洋平 三浦 晃佑 須山 真樹

133 36
Team Lucky YO!

1:08:09
望月 香也 尊田 英治 米川 千穂 小島 功 直井 大輔

134 693
ＣＯＳＭＯＳ

1:08:12
大久保 政雄 小林 千尋 高橋 博文 小林 勝 飯星 善貴

135 464
翔泳社ランニングクラブ

1:08:13
押久保 剛 岩切 晃子 長谷川 和俊 藤澤 慧 渡黒 亮

136 326
シモン ラビット

1:08:17
渡辺 富造 浦 一弘 高田 亮 利岡 健人 利岡 英和

137 671
監督見参

1:08:18
関川 大樹 柴田 純平 安達 大介 市川 奨 臼井 徹

138 319
ミツイワ）最速チーム ★彡

1:08:22
板倉 正典 中川 達也 山下 健司 馬場 剛 清水 光雄

139 676
よっほーＢ

1:08:25
渡部 和仁 富田 真知子 小野塚 卓 加藤 正人 尾崎 正憲

140 532
SRA 東京韋駄天アスリートクラ
ブ 1:08:25

高橋 慶幸 山本 仁子 矢部 直子 中村 正徳 藤丸 嘉紀

141 316
ミツイワ）電子デバイス事業本部
Ｂチーム 1:08:28

柴山 政雄 笠原 雄二 相澤 孝至 福原 英之 栗原 裕幸

142 10
バリオセキュアチームA

1:08:29
篠原 永年 増原 幸男 藤井 豊 中畑 隆幸 山中 裕介

143 156
Team Mevius

1:08:33
浅川 貴史 肥後 仁大 石川 佳宏 飯野 浩平 小林 直也

144 720
サバーズ１

1:08:36
加藤 遥香 知念 健一 内田 大賀 高木 彌 水野 皓太

145 493
チームＭＴ「ＢＩＧ５」

1:08:38
白井 辰宜 須川 真吾 金川 太師 佐伯 拓郎 辻 雄介

146 516
@TOKYO teamB

1:08:38
小島 康太郎 丸山 健一 上田 一成 大内 功 八木澤 一郎

147 621
アンチ山田俊行

1:08:39
河内 宏紀 佐藤 瑞貴 古賀 兆治 塚原 康仁 永松 卓也

148 7
PPG

1:08:39
湯本 和彦 上原 元二 藤谷 崇 多田 健太郎 田中 秀明

149 57
DS都心会

1:08:47
和田 祐哉 矢澤 沙織 五味 未奈美 仁木 輝一 佐竹 啓明

150 533
SRA 海浜スイミングクラブ

1:08:48
渡邉 智宏 神崎 弘美 黒川 孝一 熊切 一彦 余 航
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:50 (578) 0:29:02 (368) 0:43:16 (275) 0:56:23 (200) 1:08:50 (151)
IT企業の部 (110) 15:50 (578) 13:12 (148) 14:14 (252) 13:07 (128) 12:27 (128)

0:11:55 (86) 0:29:36 (404) 0:42:50 (250) 0:56:14 (185) 1:08:51 (152)
IT企業の部 (111) 11:55 (86) 17:41 (659) 13:14 (116) 13:24 (166) 12:37 (151)

0:16:44 (649) 0:29:10 (379) 0:42:28 (232) 0:56:39 (220) 1:08:51 (153)
IT企業の部 (112) 16:44 (649) 12:26 (78) 13:18 (125) 14:11 (259) 12:12 (99)

0:13:16 (260) 0:27:32 (222) 0:41:49 (196) 0:56:19 (194) 1:08:52 (154)
IT企業の部 (113) 13:16 (260) 14:16 (285) 14:17 (260) 14:30 (302) 12:33 (142)

0:13:49 (345) 0:27:57 (257) 0:43:18 (278) 0:57:09 (245) 1:08:53 (155)
IT企業の部 (114) 13:49 (345) 14:08 (262) 15:21 (411) 13:51 (214) 11:44 (52)

0:13:38 (316) 0:27:53 (254) 0:42:07 (216) 0:53:42 (110) 1:08:54 (156)
IT企業の部 (115) 13:38 (316) 14:15 (283) 14:14 (249) 11:35 (25) 15:12 (490)

0:13:13 (252) 0:26:38 (150) 0:43:14 (270) 0:56:30 (209) 1:08:55 (157)
IT企業の部 (116) 13:13 (252) 13:25 (172) 16:36 (548) 13:16 (147) 12:25 (125)

0:13:19 (266) 0:28:08 (275) 0:41:17 (174) 0:56:11 (184) 1:08:56 (158)
IT企業の部 (117) 13:19 (266) 14:49 (363) 13:09 (110) 14:54 (361) 12:45 (172)

0:13:32 (301) 0:26:55 (176) 0:43:22 (281) 0:55:18 (151) 1:08:59 (159)
一般の部 (42) 13:32 (301) 13:23 (166) 16:27 (530) 11:56 (38) 13:41 (297)

0:11:48 (80) 0:26:13 (129) 0:40:29 (136) 0:55:08 (147) 1:08:59 (160)
IT企業の部 (118) 11:48 (80) 14:25 (303) 14:16 (258) 14:39 (323) 13:51 (320)

0:14:02 (368) 0:26:32 (146) 0:39:33 (103) 0:53:22 (98) 1:09:00 (161)
IT企業の部 (119) 14:02 (368) 12:30 (81) 13:01 (97) 13:49 (211) 15:38 (537)

0:11:14 (43) 0:26:51 (172) 0:41:12 (167) 0:56:21 (197) 1:09:04 (162)
一般の部 (43) 11:14 (43) 15:37 (478) 14:21 (271) 15:09 (394) 12:43 (167)

0:14:22 (414) 0:28:04 (269) 0:41:42 (192) 0:54:28 (130) 1:09:06 (163)
IT企業の部 (120) 14:22 (414) 13:42 (205) 13:38 (163) 12:46 (100) 14:38 (414)

0:11:16 (46) 0:27:34 (227) 0:38:26 (70) 0:54:39 (135) 1:09:06 (164)
一般の部 (44) 11:16 (46) 16:18 (554) 10:52 (10) 16:13 (554) 14:27 (390)

0:16:29 (630) 0:29:21 (389) 0:43:02 (263) 0:57:05 (243) 1:09:07 (165)
IT企業の部 (121) 16:29 (630) 12:52 (113) 13:41 (172) 14:03 (238) 12:02 (81)

0:12:08 (102) 0:27:39 (234) 0:42:11 (219) 0:55:58 (173) 1:09:10 (166)
IT企業の部 (122) 12:08 (102) 15:31 (470) 14:32 (302) 13:47 (205) 13:12 (242)

0:12:06 (99) 0:25:28 (100) 0:39:58 (119) 0:55:25 (154) 1:09:12 (167)
IT企業の部 (123) 12:06 (99) 13:22 (164) 14:30 (296) 15:27 (443) 13:47 (304)

0:11:55 (87) 0:27:11 (193) 0:41:19 (177) 0:56:18 (191) 1:09:14 (168)
IT企業の部 (124) 11:55 (87) 15:16 (441) 14:08 (235) 14:59 (371) 12:56 (197)

0:14:10 (384) 0:28:21 (297) 0:40:55 (153) 0:54:10 (120) 1:09:14 (169)
一般の部 (45) 14:10 (384) 14:11 (273) 12:34 (58) 13:15 (145) 15:04 (477)

0:11:03 (33) 0:25:02 (82) 0:39:24 (98) 0:54:30 (132) 1:09:16 (170)
IT企業の部 (125) 11:03 (33) 13:59 (244) 14:22 (273) 15:06 (390) 14:46 (428)

0:12:54 (204) 0:27:39 (233) 0:40:17 (128) 0:55:54 (170) 1:09:16 (171)
一般の部 (46) 12:54 (204) 14:45 (355) 12:38 (63) 15:37 (457) 13:22 (258)

0:14:21 (411) 0:28:14 (285) 0:40:22 (133) 0:57:45 (278) 1:09:18 (172)
一般の部 (47) 14:21 (411) 13:53 (228) 12:08 (35) 17:23 (642) 11:33 (40)

0:13:25 (280) 0:27:18 (208) 0:40:55 (152) 0:54:54 (140) 1:09:19 (173)
一般の部 (48) 13:25 (280) 13:53 (233) 13:37 (159) 13:59 (230) 14:25 (388)

0:12:24 (135) 0:28:04 (268) 0:42:07 (215) 0:56:44 (224) 1:09:23 (174)
IT企業の部 (126) 12:24 (135) 15:40 (482) 14:03 (223) 14:37 (316) 12:39 (157)

0:13:33 (305) 0:25:23 (92) 0:38:45 (79) 0:54:26 (128) 1:09:24 (175)
IT企業の部 (127) 13:33 (305) 11:50 (40) 13:22 (131) 15:41 (467) 14:58 (464)

151 727
(株)ＤＴＳ

1:08:50
真下 明之 尾利 卓哉 石川 翔太郎 福田 聖士 黒川 健

152 230
Ind 流通 Team B

1:08:51
青木 秀憲 脇田 奈央子 宇田 悠佑 石井 潤 石川 浩一郎

153 711
チームＢＮＣ

1:08:51
寺島 巧二 田村 恵 清水 哲 海老澤 大喜 髙橋 純子

154 157
チーム70m23s

1:08:52
西谷 岳 神村 広志 竹内 靖史 平塚 尚輝 馬場 淳

155 31
ペペ

1:08:53
渡部快 関澤 光司郎 瀬貫 重和 清水 基貴 堤 裕一

156 144
8686

1:08:54
工藤   宜之 鵜田 高幸 丸井 健一 玉田 周 稲葉  海斗

157 455
desknet's NEOベテランチーム

1:08:55
遠藤 和也 市村 英二 只川 美央 但野 冬馬 岡野 征彦

158 161
インテルはいってる走ですよ

1:08:56
飯塚 弘志 二村 藍 小佐原 大輔 小田桐 昂史 清水 隆史

159 206
ディアシティー

1:08:59
楠瀬 まさと 後藤 祐一郎 松永 かほ 益田 知典 高橋 純一

160 91
エレコム首都圏1、3支店

1:08:59
笠井 敬之 山田 真也 三木 孝仁 髙岡 保夫 正木 一規

161 699
エスコNOTO5

1:09:00
和田 昇平 吉田 允文 吉度 丈博 能戸 貴史 小林 宏

162 701
かめろん・でぃあす

1:09:04
宇田川 佳徳 多田 美穂子 新居田 康太 岡田 希 河村 賢二

163 447
エムファイブ-3

1:09:06
根本 卓 特手 大輔 本多　和幸 浅井 陽子 長谷川 裕樹

164 302
チーム　バウワーマンC

1:09:06
IWANABE YOSHIHIDE AOYAMA JUNKO SUZUKI AYUTA FUKUNAGA KAORI SUGIMOTO YUSUKE

165 33
小倉JAPAN

1:09:07
黒住 亮介 紅林 聖志 蜂須賀 将善 土屋 賢人 小野塚 世樹

166 146
フリル

1:09:10
藤崎 博佳 岡野 利光 西嶋 正則 田宮 健吾 横山 稔

167 4
ALSI 45PLUSパスポート

1:09:12
吉塚 晃 石井 聡樹 安永 良昭 藤田 俊英 藤森 充

168 454
かっ飛んでイKEL

1:09:14
栗田 英嗣 山口 賢治 松本 寿弥 加藤 永里子 杉原 知樹

169 549
ヒューテックＢ

1:09:14
鈴木 純 吉村 智樹 高橋 辰也 内藤 陽充 江口 成幹

170 605
comnet3

1:09:16
武川 佳暉 多田 勇人 仲嶺 守澄 高梨 亮介 石田 正和

171 739
チームヱビス

1:09:16
新井 健司 小野 つがみ 出合 友洋 桜井 慶太郎 白土 勝紀

172 473
BarNアスリート

1:09:18
市川 祥隆 原田 くん 勝山 亮二 高畑 さん 牧江 邦幸

173 388
ハイブリッド5

1:09:19
栗原 嘉角 松浦 一 水庭 靖祥 宮澤 信吾 丸山 修平

174 27
NOKKU

1:09:23
西田 健吾 植松 万紀子 輿 友浩 小島 昌也 岡 雅久

175 348
JBS Hoppies

1:09:24
飯沼 拓也 塙 真之介 日下 太智 小林 将貴 平井 誠治
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:14:29 (432) 0:28:10 (281) 0:43:53 (320) 0:56:24 (202) 1:09:29 (176)
IT企業の部 (128) 14:29 (432) 13:41 (199) 15:43 (453) 12:31 (81) 13:05 (225)

0:14:26 (424) 0:28:11 (282) 0:44:11 (353) 0:55:29 (155) 1:09:30 (177)
IT企業の部 (129) 14:26 (424) 13:45 (209) 16:00 (480) 11:18 (16) 14:01 (338)

0:15:59 (591) 0:31:06 (531) 0:43:14 (273) 0:56:53 (233) 1:09:30 (178)
IT企業の部 (130) 15:59 (591) 15:07 (418) 12:08 (34) 13:39 (194) 12:37 (152)

0:15:06 (509) 0:29:41 (411) 0:43:35 (295) 0:55:53 (169) 1:09:31 (179)
一般の部 (49) 15:06 (509) 14:35 (330) 13:54 (202) 12:18 (62) 13:38 (293)

0:16:25 (618) 0:29:12 (380) 0:43:54 (321) 0:56:08 (179) 1:09:32 (180)
一般の部 (50) 16:25 (618) 12:47 (106) 14:42 (323) 12:14 (55) 13:24 (262)

0:12:57 (214) 0:27:09 (192) 0:41:28 (182) 0:56:32 (212) 1:09:34 (181)
IT企業の部 (131) 12:57 (214) 14:12 (275) 14:19 (266) 15:04 (386) 13:02 (212)

0:10:29 (21) 0:26:48 (165) 0:41:52 (200) 0:56:34 (214) 1:09:37 (182)
IT企業の部 (132) 10:29 (21) 16:19 (558) 15:04 (369) 14:42 (332) 13:03 (215)

0:11:32 (65) 0:26:56 (178) 0:39:51 (115) 0:58:08 (295) 1:09:45 (183)
一般の部 (51) 11:32 (65) 15:24 (459) 12:55 (85) 18:17 (675) 11:37 (48)

0:17:29 (682) 0:31:55 (584) 0:44:39 (381) 0:57:26 (260) 1:09:47 (184)
IT企業の部 (133) 17:29 (682) 14:26 (305) 12:44 (74) 12:47 (101) 12:21 (115)

0:16:20 (614) 0:32:37 (615) 0:44:48 (387) 0:57:20 (255) 1:09:48 (185)
一般の部 (52) 16:20 (614) 16:17 (551) 12:11 (38) 12:32 (82) 12:28 (133)

0:13:21 (271) 0:27:58 (259) 0:41:56 (203) 0:58:18 (301) 1:09:48 (186)
IT企業の部 (134) 13:21 (271) 14:37 (336) 13:58 (211) 16:22 (570) 11:30 (38)

0:13:37 (313) 0:28:29 (313) 0:44:22 (366) 0:57:29 (265) 1:09:49 (187)
IT企業の部 (135) 13:37 (313) 14:52 (371) 15:53 (462) 13:07 (126) 12:20 (113)

0:12:55 (207) 0:30:41 (493) 0:42:51 (252) 0:56:15 (187) 1:09:50 (188)
IT企業の部 (136) 12:55 (207) 17:46 (665) 12:10 (37) 13:24 (164) 13:35 (286)

0:12:30 (146) 0:26:27 (139) 0:44:50 (391) 0:57:42 (276) 1:09:51 (189)
IT企業の部 (137) 12:30 (146) 13:57 (241) 18:23 (675) 12:52 (106) 12:09 (91)

0:13:32 (302) 0:30:15 (457) 0:45:33 (422) 0:56:25 (203) 1:09:52 (190)
一般の部 (53) 13:32 (302) 16:43 (595) 15:18 (400) 10:52 (11) 13:27 (272)

0:12:30 (143) 0:26:31 (145) 0:39:09 (87) 0:54:11 (121) 1:09:53 (191)
IT企業の部 (138) 12:30 (143) 14:01 (248) 12:38 (62) 15:02 (379) 15:42 (546)

0:13:34 (306) 0:26:16 (133) 0:42:23 (229) 0:56:28 (206) 1:09:56 (192)
IT企業の部 (139) 13:34 (306) 12:42 (99) 16:07 (495) 14:05 (241) 13:28 (275)

0:13:03 (229) 0:28:55 (357) 0:42:36 (238) 0:56:31 (211) 1:09:56 (193)
IT企業の部 (140) 13:03 (229) 15:52 (503) 13:41 (173) 13:55 (223) 13:25 (263)

0:13:18 (264) 0:25:22 (91) 0:39:48 (112) 0:53:26 (103) 1:09:59 (194)
一般の部 (54) 13:18 (264) 12:04 (53) 14:26 (284) 13:38 (192) 16:33 (614)

0:12:43 (178) 0:26:39 (152) 0:41:39 (188) 0:57:28 (264) 1:10:02 (195)
IT企業の部 (141) 12:43 (178) 13:56 (240) 15:00 (360) 15:49 (492) 12:34 (145)

0:12:01 (93) 0:28:40 (327) 0:44:20 (362) 0:57:04 (241) 1:10:03 (196)
IT企業の部 (142) 12:01 (93) 16:39 (590) 15:40 (448) 12:44 (97) 12:59 (207)

0:12:16 (114) 0:25:28 (98) 0:43:30 (289) 0:58:45 (314) 1:10:05 (197)
IT企業の部 (143) 12:16 (114) 13:12 (147) 18:02 (661) 15:15 (413) 11:20 (27)

0:12:32 (155) 0:24:58 (79) 0:39:45 (110) 0:56:19 (195) 1:10:07 (198)
IT企業の部 (144) 12:32 (155) 12:26 (77) 14:47 (331) 16:34 (590) 13:48 (311)

0:12:04 (96) 0:27:33 (225) 0:41:08 (165) 0:57:03 (240) 1:10:08 (199)
IT企業の部 (145) 12:04 (96) 15:29 (469) 13:35 (156) 15:55 (507) 13:05 (226)

0:14:57 (487) 0:28:38 (323) 0:41:02 (158) 0:56:09 (180) 1:10:09 (200)
IT企業の部 (146) 14:57 (487) 13:41 (197) 12:24 (45) 15:07 (391) 14:00 (335)

176 649
チーム火消しの風ウィンド　～
Gouty～ 1:09:29

片山 倫幸 佐竹 太郎 人見 裕之 若森 大樹 曽我部 翔多

177 780
NSSOL2

1:09:30
老後 直輝 宮本 仁久 三重野 将 石川 豪 長尾 貴章

178 112
ワークスヘルシー

1:09:30
木村 明博 藤山 奈緒香 梨本 彩記 橋本 智史 河島 慎

179 379
PMA

1:09:31
西尾 淳 杉本 直生 眞砂野 耕平 横田 智昭 河津 一郎

180 424
日立ICT男子組

1:09:32
馬渕 靖弘 阿部 脩平 三坂 浩平 新垣 暁登 長谷川 大悟

181 417
ＦＭランナーズ

1:09:34
酒井 秀樹 山﨑 嘉紀 越石 久雄 中村 正光 塩沢 翔太

182 164
じぇーます2014

1:09:37
傳寳 幸宏 早川 輝 遠藤  武宣 小島 伊晴 谷 直樹

183 308
妖怪ウオッチ買い隊

1:09:45
叶堂 広島 佐野 らーこ 若山 牧水 服部 忍子 芦田 愛菜男

184 202
GMOクラウド技術&グローバル
サイン 1:09:47

勝又 深雪 岩垂 悟 廣田 峰雄 松井 信弥 金山 良太

185 311
ＨＩＰ　ＦＩＶＥ

1:09:48
傳田 法子 野並 祐介 吉本 一夫 高橋 有紀子 後藤 正明

186 584
SRA Foresters チームG

1:09:48
尾崎 慎一 並木 大輔 安藤 徹 星野 可也子 中村 祐太

187 443
★走遊会★　＆　★東海ソフト
ウェア★ 1:09:49

長尾 悦治 小野 康隆 佐藤 泰敏 原 一智 楠 隆之

188 409
アクシオ　RC2

1:09:50
北川 剛 原田 岳史 川越 高純 五十嵐 淳 杉村 淳一

189 736
Tフレンズ

1:09:51
樋口 聡司 佐藤 航 田中 淳代 諸星 幸雄 久保 公則

190 249
YRL駅伝部E

1:09:52
田口 恵太 逆井 いづみ 波賀 倫大 西塚 ななみ 細渕 仁

191 687
チームNDC

1:09:53
片山 直樹 中山 義弘 畑中 邦文 坂本 昌浩 泉田 智

192 295
tdi　Tadaima2号

1:09:56
松田 直英 巽 恵愛 抱田 亜希子 中村 重之 仁科 昌治

193 432
NOSだよ

1:09:56
福本 剛 東出 光嗣 國岡 俊成 伊藤 貴明 坪倉 嘉春

194 101
デジプロ

1:09:59
田中 奏真 松尾 祐太郎 千葉 泰子 柴本 海人 岡田 靖豊

195 604
comnet2

1:10:02
竹内 勝也 五十嵐 亮一 早川 真也 五十殿 充 大野 博志

196 99
RJPPSrunners

1:10:03
高橋　哲也 石井 駿 村山 克己 柴 徹 森田 紀明

197 479
チームわかば

1:10:05
中野 怜 梅木 勇歩 梅木 里佳 中野 由美子 中野 遼

198 327
UOSロボラボ

1:10:07
治田 利男 道下 秀世 永沼 徳之 武田 林子 玉置 邦弘

199 90
エレコム首都圏4支店

1:10:08
田中 大樹 平野 岳彦 木之本 久晃 早川 貴士 森 裕介

200 496
PLATIA

1:10:09
篠原 貴博 篠内 勝 八鍬 雅博 名取 貴之 内田 達道
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:14:10 (385) 0:28:54 (352) 0:42:58 (260) 0:56:53 (232) 1:10:09 (201)
IT企業の部 (148) 14:10 (385) 14:44 (354) 14:04 (226) 13:55 (222) 13:16 (252)

0:14:04 (373) 0:27:29 (220) 0:43:30 (287) 0:57:52 (280) 1:10:09 (202)
IT企業の部 (147) 14:04 (373) 13:25 (171) 16:01 (481) 14:22 (283) 12:17 (107)

0:13:25 (282) 0:27:15 (202) 0:43:33 (292) 0:57:52 (282) 1:10:15 (203)
一般の部 (55) 13:25 (282) 13:50 (222) 16:18 (514) 14:19 (281) 12:23 (121)

0:12:49 (193) 0:29:13 (381) 0:41:43 (194) 0:57:37 (273) 1:10:16 (204)
一般の部 (56) 12:49 (193) 16:24 (563) 12:30 (54) 15:54 (505) 12:39 (156)

0:13:15 (255) 0:27:49 (245) 0:42:48 (247) 0:57:26 (262) 1:10:23 (205)
IT企業の部 (149) 13:15 (255) 14:34 (326) 14:59 (353) 14:38 (321) 12:57 (200)

0:12:52 (201) 0:27:35 (228) 0:42:53 (253) 0:56:38 (219) 1:10:23 (206)
IT企業の部 (150) 12:52 (201) 14:43 (353) 15:18 (403) 13:45 (200) 13:45 (301)

0:16:33 (639) 0:33:05 (643) 0:45:54 (445) 0:58:01 (290) 1:10:26 (207)
IT企業の部 (151) 16:33 (639) 16:32 (572) 12:49 (76) 12:07 (49) 12:25 (124)

0:15:31 (553) 0:29:24 (395) 0:43:19 (279) 0:56:16 (189) 1:10:27 (208)
IT企業の部 (152) 15:31 (553) 13:53 (229) 13:55 (205) 12:57 (117) 14:11 (356)

0:15:34 (560) 0:30:15 (456) 0:43:38 (300) 0:57:05 (244) 1:10:27 (209)
一般の部 (57) 15:34 (560) 14:41 (349) 13:23 (133) 13:27 (172) 13:22 (259)

0:13:03 (228) 0:26:44 (160) 0:40:58 (155) 0:53:52 (115) 1:10:29 (210)
IT企業の部 (153) 13:03 (228) 13:41 (198) 14:14 (251) 12:54 (113) 16:37 (618)

0:11:15 (45) 0:25:57 (118) 0:39:44 (109) 0:58:00 (287) 1:10:31 (211)
IT企業の部 (154) 11:15 (45) 14:42 (350) 13:47 (186) 18:16 (674) 12:31 (137)

0:13:49 (346) 0:26:49 (168) 0:40:01 (121) 0:53:32 (105) 1:10:32 (212)
IT企業の部 (155) 13:49 (346) 13:00 (123) 13:12 (112) 13:31 (182) 17:00 (635)

0:12:44 (179) 0:24:52 (76) 0:39:56 (116) 0:55:15 (150) 1:10:37 (213)
IT企業の部 (156) 12:44 (179) 12:08 (57) 15:04 (366) 15:19 (427) 15:22 (504)

0:16:01 (594) 0:29:07 (374) 0:45:16 (407) 0:59:04 (328) 1:10:39 (214)
IT企業の部 (157) 16:01 (594) 13:06 (138) 16:09 (498) 13:48 (208) 11:35 (45)

0:15:23 (536) 0:29:33 (400) 0:42:24 (231) 0:57:38 (274) 1:10:41 (215)
IT企業の部 (158) 15:23 (536) 14:10 (271) 12:51 (79) 15:14 (410) 13:03 (221)

0:13:08 (240) 0:25:26 (95) 0:38:50 (82) 0:54:40 (136) 1:10:46 (216)
IT企業の部 (159) 13:08 (240) 12:18 (67) 13:24 (134) 15:50 (495) 16:06 (589)

0:15:33 (559) 0:29:24 (397) 0:44:07 (348) 0:57:17 (252) 1:10:47 (217)
IT企業の部 (160) 15:33 (559) 13:51 (227) 14:43 (324) 13:10 (136) 13:30 (279)

0:12:55 (206) 0:32:03 (592) 0:47:23 (533) 0:59:48 (363) 1:10:50 (218)
IT企業の部 (161) 12:55 (206) 19:08 (711) 15:20 (407) 12:25 (74) 11:02 (18)

0:12:59 (218) 0:28:20 (295) 0:43:38 (299) 0:57:56 (285) 1:10:51 (219)
一般の部 (58) 12:59 (218) 15:21 (453) 15:18 (402) 14:18 (276) 12:55 (194)

0:14:37 (448) 0:27:30 (221) 0:40:48 (149) 0:56:39 (221) 1:10:52 (220)
IT企業の部 (162) 14:37 (448) 12:53 (114) 13:18 (124) 15:51 (499) 14:13 (363)

0:11:13 (42) 0:25:44 (104) 0:40:18 (129) 0:57:16 (251) 1:10:52 (221)
IT企業の部 (163) 11:13 (42) 14:31 (319) 14:34 (307) 16:58 (620) 13:36 (288)

0:13:32 (303) 0:28:09 (278) 0:41:41 (189) 0:56:22 (199) 1:10:54 (222)
IT企業の部 (164) 13:32 (303) 14:37 (335) 13:32 (147) 14:41 (329) 14:32 (402)

0:12:22 (127) 0:27:24 (216) 0:41:59 (207) 0:54:56 (143) 1:10:55 (223)
IT企業の部 (165) 12:22 (127) 15:02 (402) 14:35 (309) 12:57 (116) 15:59 (577)

0:13:46 (337) 0:28:17 (291) 0:41:17 (175) 0:56:55 (234) 1:10:56 (224)
IT企業の部 (166) 13:46 (337) 14:31 (321) 13:00 (96) 15:38 (462) 14:01 (339)

0:12:17 (118) 0:23:47 (43) 0:39:23 (96) 0:55:22 (152) 1:10:57 (225)
IT企業の部 (167) 12:17 (118) 11:30 (31) 15:36 (438) 15:59 (518) 15:35 (532)

201 764
MISのこびちゃんと仲間

1:10:09
北詰 裕貴 高嶋 弘樹 小檜山 康平 野島 義朗 川野 和之

202 253
黒色発行CTC

1:10:09
津曲 宏幸 徳永 裕也 汐田 俊明 岡本 博史 原 旭昇

203 48
team TAKUYA2014

1:10:15
五十嵐 悠太 奥 卓也 海埜 久 石元 君典 宮田 潤一郎

204 300
チーム　バウワーマンA

1:10:16
MAKINO SHINICHIRO FUKUDA KEIKO ASAI GOICHI NISHIKAWA SUMIKO HARAGUCHI KAN

205 511
マラソンマンズ

1:10:23
倉石 竜駆 宮内 章吾 伊藤 秀和 青木 竜平 榎本 章

206 480
ディーバ開発道

1:10:23
平賀 重文 小川 崇弘 渡邉 江実 中西 明 實藤 数典

207 414
チームS

1:10:26
梶原 雅臣 生興 太郎 生興 次郎 生興 三 生興 四郎

208 706
sem o40

1:10:27
南山 佳徳 加藤 光徳 佐藤 秀夫 吉岡 慎一 日美 達男

209 681
あなたの背中を追いかけ隊♪

1:10:27
岩尾 裕紀 河野 潤一 中井 亮太 山本 和哉 橋本 尚

210 111
ベル・データ

1:10:29
吉川 実 加藤 亮祐 宮澤 竜太 人見 友太 松本 貴文

211 385
ミライトLady&Gentleman

1:10:31
高橋 健一 堀江 亜希子 中川 貴生 川原 今日子 松井 泰良

212 419
IPI野球リーグ選抜ジョイフルズ

1:10:32
橋口 和真 石崎 洋 谷 淳史 宮寺 誠 山出 弘晃

坂本 和也 川口 哲成

213 188
FBS

1:10:37
疋田　信治 岡野　浩一

平岡 佳之
225 709

FPS4
1:10:57

松村 俊和 木村 晋司

佐藤 廣樹

224 165
黒小羊

1:10:56
阿部 元太郎 嶋村  麻美 今井  順一郎 中原 かすみ 富田 基嗣

西田　圭吾 圭吾 羽深 浩正

吉田　超 岡本　悦弘 岡部　利夫

214 446
エムファイブ-2

1:10:39
芦川 裕子 浜崎　将行 甲 浩子

223 754
クレオグループ　チームB

1:10:55
久保田 雄希 本田 隆一 亀山 礼 末吉 正治

渡邊 雅紀 黛 智明 長谷 樹

222 620
ＢＢＣ　Ｎｏ，１

1:10:54
大橋 剛 福浦 秀磨 伊藤 要一

221 345
Ｐモンスターズ

1:10:52

成徳 亮太 今岡 尊宏

215 109
動画最前線!

1:10:41
安河内 裕之 宮内 次臣 宮負 貴匡 藤崎 陽介

深谷 皇 大岡 隆

増田 薫則

220 560
ドラえもんず

1:10:52
清水 佑哉 森本 雅憲 日置 雅英 秦 直人 池田 大希

戸簾 翔遥 平山 将誉

219 678
よっほーＤ

1:10:51
阿部 安 大野 重國 藤木 彩 原 和明

清水 陽平

216 415
チームV

1:10:46
稲生 旭 鈴木 悠悟 永戸 孝祉 堀合 豊子 吉田 浩司

中川 正 山本 英憲 石倉 祐真

218 93
The twelfth

1:10:50
岡本 浩幸 佐藤 雄人 谷岡 杏

217 640
Team同伴

1:10:47
山岸 純也 高木 将也
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:16 (261) 0:26:22 (135) 0:41:42 (191) 0:56:19 (196) 1:11:00 (226)
IT企業の部 (168) 13:16 (261) 13:06 (137) 15:20 (408) 14:37 (318) 14:41 (423)

0:12:32 (153) 0:26:16 (134) 0:40:20 (131) 0:55:34 (160) 1:11:02 (227)
IT企業の部 (169) 12:32 (153) 13:44 (208) 14:04 (227) 15:14 (411) 15:28 (517)

0:14:58 (491) 0:29:15 (384) 0:41:42 (190) 0:56:28 (207) 1:11:02 (228)
IT企業の部 (170) 14:58 (491) 14:17 (289) 12:27 (48) 14:46 (345) 14:34 (404)

0:12:35 (161) 0:28:16 (288) 0:40:23 (135) 0:56:30 (210) 1:11:04 (229)
IT企業の部 (171) 12:35 (161) 15:41 (484) 12:07 (32) 16:07 (540) 14:34 (403)

0:15:36 (563) 0:29:20 (387) 0:44:35 (378) 0:58:47 (318) 1:11:06 (230)
IT企業の部 (172) 15:36 (563) 13:44 (207) 15:15 (395) 14:12 (260) 12:19 (110)

0:13:14 (253) 0:30:30 (480) 0:44:04 (339) 1:00:02 (376) 1:11:06 (231)
一般の部 (59) 13:14 (253) 17:16 (637) 13:34 (153) 15:58 (516) 11:04 (19)

0:14:26 (423) 0:29:00 (365) 0:44:16 (358) 0:58:05 (293) 1:11:07 (232)
一般の部 (60) 14:26 (423) 14:34 (324) 15:16 (397) 13:49 (210) 13:02 (214)

0:14:48 (469) 0:30:35 (483) 0:44:33 (374) 0:56:36 (217) 1:11:08 (233)
IT企業の部 (173) 14:48 (469) 15:47 (495) 13:58 (213) 12:03 (43) 14:32 (400)

0:15:04 (504) 0:27:59 (261) 0:45:45 (435) 0:59:38 (356) 1:11:09 (234)
IT企業の部 (174) 15:04 (504) 12:55 (118) 17:46 (641) 13:53 (219) 11:31 (39)

0:11:30 (61) 0:27:05 (183) 0:41:04 (162) 0:56:19 (193) 1:11:09 (235)
一般の部 (61) 11:30 (61) 15:35 (475) 13:59 (216) 15:15 (416) 14:50 (440)

0:13:51 (349) 0:28:22 (300) 0:42:05 (212) 0:56:23 (201) 1:11:13 (236)
IT企業の部 (175) 13:51 (349) 14:31 (318) 13:43 (175) 14:18 (278) 14:50 (435)

0:12:01 (94) 0:26:24 (136) 0:40:20 (130) 0:55:57 (172) 1:11:14 (237)
IT企業の部 (176) 12:01 (94) 14:23 (300) 13:56 (207) 15:37 (458) 15:17 (496)

0:13:06 (234) 0:26:39 (151) 0:40:23 (134) 0:57:14 (249) 1:11:14 (238)
IT企業の部 (177) 13:06 (234) 13:33 (187) 13:44 (178) 16:51 (611) 14:00 (336)

0:15:01 (496) 0:27:52 (251) 0:41:16 (173) 0:56:27 (204) 1:11:22 (239)
IT企業の部 (178) 15:01 (496) 12:51 (111) 13:24 (136) 15:11 (401) 14:55 (459)

0:14:21 (409) 0:28:14 (286) 0:40:46 (147) 0:56:21 (198) 1:11:27 (240)
IT企業の部 (179) 14:21 (409) 13:53 (234) 12:32 (57) 15:35 (454) 15:06 (479)

0:11:57 (91) 0:27:42 (236) 0:44:20 (360) 0:59:21 (338) 1:11:28 (241)
一般の部 (62) 11:57 (91) 15:45 (491) 16:38 (553) 15:01 (375) 12:07 (88)

0:11:38 (70) 0:28:36 (322) 0:41:52 (201) 0:54:18 (122) 1:11:29 (242)
IT企業の部 (180) 11:38 (70) 16:58 (615) 13:16 (120) 12:26 (75) 17:11 (642)

0:12:57 (212) 0:29:15 (385) 0:43:30 (288) 0:58:37 (312) 1:11:31 (243)
IT企業の部 (181) 12:57 (212) 16:18 (556) 14:15 (253) 15:07 (392) 12:54 (191)

0:12:17 (119) 0:28:25 (305) 0:43:18 (277) 0:56:40 (222) 1:11:32 (244)
一般の部 (63) 12:17 (119) 16:08 (537) 14:53 (341) 13:22 (161) 14:52 (449)

0:13:55 (359) 0:27:05 (184) 0:43:27 (286) 0:57:18 (253) 1:11:34 (245)
IT企業の部 (182) 13:55 (359) 13:10 (144) 16:22 (523) 13:51 (213) 14:16 (368)

0:13:12 (250) 0:26:14 (130) 0:42:07 (217) 0:56:44 (225) 1:11:34 (246)
IT企業の部 (183) 13:12 (250) 13:02 (126) 15:53 (464) 14:37 (317) 14:50 (441)

0:14:50 (472) 0:30:19 (466) 0:44:20 (364) 0:59:05 (331) 1:11:36 (247)
一般の部 (64) 14:50 (472) 15:29 (468) 14:01 (218) 14:45 (341) 12:31 (138)

0:13:06 (237) 0:25:46 (108) 0:42:24 (230) 0:56:44 (226) 1:11:37 (248)
IT企業の部 (184) 13:06 (237) 12:40 (96) 16:38 (554) 14:20 (282) 14:53 (453)

0:15:00 (495) 0:28:17 (289) 0:44:09 (350) 0:58:53 (320) 1:11:38 (249)
IT企業の部 (185) 15:00 (495) 13:17 (155) 15:52 (460) 14:44 (335) 12:45 (171)

0:14:15 (396) 0:28:50 (344) 0:44:05 (344) 0:56:45 (227) 1:11:39 (250)
IT企業の部 (186) 14:15 (396) 14:35 (329) 15:15 (396) 12:40 (94) 14:54 (457)

大賀 勝利 近藤 英樹

田村 智洋 三ケ田 幸央 山本 陽昭

250 756
ミライト　ＫＯＮＤＯＵ　ＪＡＰＡＮ

1:11:39
渡辺 直樹 神谷 貴子 山本 希

249 556
BM大森支部

1:11:38
諏訪 まり子 富山 絵理香

若林 広明

248 495
アプレッソB

1:11:37
松居 純平 田中 健一 伊藤 真仁 南谷 昌嘉 主山 基司

渡邊 敏昌 村岸 康次

247 610
剛ウエスト！２

1:11:36
鷹木 純一 長澤 暁子 西 剛希 宮田 裕紀

山田 晃久 吉崎 正 堀 慎太郎

246 650
Team Vitals

1:11:34
伊藤 裕祐 高田 聖人 福田 真尚

245 518
ＫＳ－ＳＯＬ東京事業部Ａ

1:11:34
道越 安章 阪本 賢治

長 秀年

244 458
エロマッチョ

1:11:32
長谷川 博章 松本 博希 佐々木 猛 宇澤 秀文 草刈 英樹

成澤 隆 橋本 津久見

243 501
re:run

1:11:31
坂田 宏輔 坂本 隆之 長沢 英亮 竹内 等

石上 均 島 麻衣子 山下 徹

242 404
Team Cisco　翔

1:11:29
高峰 大輔 山崎 多加子 高濱 幸喜

241 476
ＣＲＣ－社労士Ａ

1:11:28
大川 秀樹 川崎 裕子

三浦 克利

240 286
チンチャなまらなんばしよっとべ

1:11:27
岡田 教宏 申 永一 杉本 研輔 谷村 大樹 大坪 弘子

神山  聡司 北嶋 智幸

239 648
Team ISB Golden玉川

1:11:22
永井 圭多 田村 文彦 外山 正広 今野 祐介

横町 亮太 増田 寛己 片山 浩基

238 120
日本ユニシス金融チーム

1:11:14
玉木 徹 茂手木 孝次 渡邊  弘巳

237 569
ボードルア

1:11:14
島尻 涼馬 新井 雅敏

野坂 武

236 381
チームHRS

1:11:13
星谷 直樹 清田 健司 田中 潤平 佐藤 紀彦 清水 誠

三瓶 和馬 畔上 文昭

235 367
MHTB池袋Aチーム

1:11:09
小野 広和 北村 千恵 植木 望 吉川 路代

大門 一歩 笠原 賢一 竹内 勉

234 746
BCN＜B＞

1:11:09
渡邉 茉理 山口 渉 荒木 恵

233 697
エスコSKE5

1:11:08
清水 誠治 大場 直樹

上堀 慶介

232 503
チーム直美

1:11:07
福田 直美 中澤 和希 山岡 卓 佐藤 邦洋 鈴木 尚樹

秋山 雄太 青木 遥

231 730
DODAチャレンジ

1:11:06
福田 隼也 安達 さや佳 貫井 隆之 加々良 誠

赤澤 義仁 山崎 里恵 川崎 成海

230 616
FVL内定者B

1:11:06
東 浩輝 藤沼 克行 高木 大輔

229 661
ALSI　ECOAS（エコーズ）

1:11:04
結城 翔平 黒澤 宏子

吉成 和典

228 21
インキュベーターチーム

1:11:02
裏山 義隆 木田 謙一 矢口 望 鈴木　収崇 望月 裕矢

木内 哲 恩藏 俊彦

227 731
みかん☆といっしょ

1:11:02
横田 良 大谷 祐介 柳澤 雅之 張 子競

226 755
チームマーシー

1:11:00
広樹 池端 梶田 翔吾 鈴木 政志
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:11 (520) 0:30:01 (435) 0:44:25 (369) 0:56:49 (230) 1:11:39 (251)
IT企業の部 (187) 15:11 (520) 14:50 (367) 14:24 (281) 12:24 (71) 14:50 (442)

0:12:39 (169) 0:26:49 (167) 0:42:20 (225) 0:56:27 (205) 1:11:40 (252)
IT企業の部 (188) 12:39 (169) 14:10 (269) 15:31 (433) 14:07 (247) 15:13 (491)

0:13:39 (322) 0:29:23 (394) 0:42:54 (255) 0:56:09 (181) 1:11:40 (253)
IT企業の部 (189) 13:39 (322) 15:44 (490) 13:31 (144) 13:15 (144) 15:31 (526)

0:11:06 (36) 0:25:45 (107) 0:39:20 (93) 0:57:04 (242) 1:11:40 (254)
IT企業の部 (190) 11:06 (36) 14:39 (340) 13:35 (154) 17:44 (658) 14:36 (410)

0:16:25 (622) 0:30:51 (512) 0:44:38 (380) 0:59:04 (326) 1:11:40 (255)
IT企業の部 (191) 16:25 (622) 14:26 (307) 13:47 (185) 14:26 (294) 12:36 (150)

0:12:59 (219) 0:25:54 (116) 0:44:09 (351) 0:58:34 (311) 1:11:46 (256)
IT企業の部 (192) 12:59 (219) 12:55 (117) 18:15 (667) 14:25 (290) 13:12 (241)

0:13:01 (222) 0:27:35 (229) 0:43:50 (317) 0:59:02 (325) 1:11:48 (257)
IT企業の部 (193) 13:01 (222) 14:34 (327) 16:15 (511) 15:12 (405) 12:46 (173)

0:13:05 (233) 0:29:39 (408) 0:44:14 (356) 0:56:52 (231) 1:11:50 (258)
一般の部 (65) 13:05 (233) 16:34 (578) 14:35 (310) 12:38 (93) 14:58 (462)

0:13:55 (360) 0:26:30 (143) 0:41:03 (160) 0:55:31 (158) 1:11:52 (259)
IT企業の部 (194) 13:55 (360) 12:35 (85) 14:33 (305) 14:28 (297) 16:21 (601)

0:13:41 (328) 0:29:47 (419) 0:45:22 (414) 0:58:46 (315) 1:11:53 (260)
IT企業の部 (195) 13:41 (328) 16:06 (531) 15:35 (436) 13:24 (163) 13:07 (231)

0:12:34 (158) 0:26:42 (156) 0:40:43 (145) 0:56:29 (208) 1:11:57 (261)
IT企業の部 (196) 12:34 (158) 14:08 (265) 14:01 (217) 15:46 (482) 15:28 (521)

0:13:49 (344) 0:27:51 (248) 0:43:46 (311) 1:00:10 (385) 1:11:59 (262)
IT企業の部 (197) 13:49 (344) 14:02 (250) 15:55 (471) 16:24 (578) 11:49 (58)

0:13:57 (362) 0:28:50 (345) 0:45:08 (403) 0:57:51 (279) 1:12:05 (263)
一般の部 (66) 13:57 (362) 14:53 (378) 16:18 (515) 12:43 (96) 14:14 (364)

0:12:50 (198) 0:26:44 (161) 0:41:03 (159) 0:53:09 (93) 1:12:05 (264)
IT企業の部 (198) 12:50 (198) 13:54 (235) 14:19 (267) 12:06 (47) 18:56 (700)

0:13:05 (232) 0:28:40 (325) 0:43:39 (302) 0:58:15 (299) 1:12:09 (265)
IT企業の部 (199) 13:05 (232) 15:35 (474) 14:59 (355) 14:36 (315) 13:54 (324)

0:12:50 (196) 0:29:22 (391) 0:42:40 (242) 0:59:14 (336) 1:12:11 (266)
一般の部 (67) 12:50 (196) 16:32 (573) 13:18 (123) 16:34 (589) 12:57 (202)

0:14:50 (474) 0:28:50 (346) 0:43:51 (318) 0:57:11 (247) 1:12:11 (267)
IT企業の部 (200) 14:50 (474) 14:00 (247) 15:01 (361) 13:20 (154) 15:00 (470)

0:13:54 (357) 0:28:58 (362) 0:44:50 (392) 0:59:04 (327) 1:12:11 (268)
IT企業の部 (201) 13:54 (357) 15:04 (409) 15:52 (461) 14:14 (268) 13:07 (232)

0:14:38 (451) 0:29:08 (375) 0:44:15 (357) 0:57:35 (270) 1:12:12 (269)
IT企業の部 (202) 14:38 (451) 14:30 (317) 15:07 (379) 13:20 (156) 14:37 (412)

0:11:21 (50) 0:28:07 (273) 0:42:20 (227) 0:56:34 (213) 1:12:12 (270)
IT企業の部 (203) 11:21 (50) 16:46 (600) 14:13 (248) 14:14 (267) 15:38 (538)

0:14:17 (402) 0:33:17 (656) 0:46:15 (472) 1:00:01 (374) 1:12:12 (271)
IT企業の部 (204) 14:17 (402) 19:00 (705) 12:58 (91) 13:46 (203) 12:11 (97)

0:13:46 (338) 0:28:20 (294) 0:41:59 (205) 0:56:14 (186) 1:12:13 (272)
IT企業の部 (205) 13:46 (338) 14:34 (325) 13:39 (168) 14:15 (270) 15:59 (580)

0:14:46 (463) 0:28:56 (360) 0:45:30 (420) 0:59:36 (351) 1:12:13 (273)
IT企業の部 (206) 14:46 (463) 14:10 (270) 16:34 (543) 14:06 (245) 12:37 (155)

0:12:38 (168) 0:27:28 (219) 0:40:38 (143) 0:55:48 (168) 1:12:14 (274)
一般の部 (68) 12:38 (168) 14:50 (366) 13:10 (111) 15:10 (399) 16:26 (608)

0:11:45 (76) 0:25:27 (97) 0:37:32 (54) 0:52:05 (78) 1:12:15 (275)
IT企業の部 (207) 11:45 (76) 13:42 (204) 12:05 (31) 14:33 (306) 20:10 (724)

二本柳 瞳

上原 和也 糸日谷 亮太

275 119
ジャパニアス

1:12:15
栁川 昌大 鈴木 俊之 義永 剛士 久々宮 豊

福原 智志 市川 佳那江 三浦 和弘

274 510
ジャパンギャランティサービス C

1:12:14
大坊 孝博 加藤 大智 荒川 裕太郎

273 250
金融第一

1:12:13
東木 圭一郎 篭田 亮太

増田 友徳

272 449
エムファイブ-6

1:12:13
横山 秀和 Brian Hooper 新井 威史 笠嶋 一平 児玉 奈々

佐藤 英史 岡本 拓也

271 158
チーム73m17s

1:12:12
山口 雅史 小野 早百合 澤田 亮太 安里 元

宇田川 雄 矢島 祐樹 松本 光太郎

270 151
キャノンボーラーズ

1:12:12
五月女 純也 片岡 唯 中島 雄哉

269 132
HPN(HP 5900AF)

1:12:12
山本 大輔 今井 太郎

川原 雅人

268 692
カワベンジャーズ

1:12:11
河邊 涼 広瀬 康行 伊藤 祐二 岩本 剛治 若田部 徹

高尾 直行 開 輝文

267 258
masasonB

1:12:11
湯浅 昭吾 榊原 大輔 美濃岡 佑歩 古沢 元揮

橋爪 雅和 佐平 優子 清水 正準

266 407
JECC Jogging Club

1:12:11
稲葉 哲郎 出口 彩 小田 拓美

265 179
トレンドマイクロバッテリーエイド

1:12:09
今野 尊之 中山 道子

松田 寛樹

264 489
TSHチームC

1:12:05
鎌田 佳宏 植村 泰樹 深井 美沙 池沢 崇志 松木 直子

中村 慎介 鈴木 健吾

263 541
LRC B

1:12:05
本田 健一 本多 俊哉 小島 武 望月 正芳

藤田 健二 山西 洋一 村田 和則

262 749
Team11.2.0.4

1:11:59
塩崎 耕平 長谷川 大二 加藤 千晶

261 491
TSHチームE

1:11:57
見木 武人 林 知之

高 広樹

260 524
ミライト江東ファイブスター

1:11:53
貞包 総一郎 宇田川 桂 永野 靖 石黒 健太 江村 義次

緒方 大介 杉江 次郎

259 759
ハイボールマン　チームＫ

1:11:52
藤橋 智文 中馬 剛 大森 将司 小柳 直也

村田 竜二 雨宮 洋輝 寺坂 英矩

258 238
チームMana

1:11:50
宮津 俊一 鈴木 真菜 岡本 淳宏

257 141
あっぷす!

1:11:48
打木 大介 中田 寛崇

佐藤 英浩

256 386
D-STANDARD

1:11:46
桑名 洋行 西堀 奈都美 脇田 真優子 宮後 由美 小関 智宏

大塚 裕一郎 林 公恵

255 361
コアＢＳＣ－A

1:11:40
今村 天道 小林 崇志 常木 麻美 鈴木 祐亮

松本 圭司 林 和紀 小出 泰介

254 745
チーム　はじまるくん２

1:11:40
岩田 達也 西出 達郎 石木 裕子

253 29
チームK

1:11:40
梶村 正治 中山 美技

石神 裕司

252 337
SFDC Dチーム

1:11:40
横尾 克久 河出 ゆかり 清田 美幸 千田 麻理子 沓澤 敏夏

251 13
GoldenWings

1:11:39
徳山 修士 近藤 全記 地主 哲平 中村 伸也
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:14:14 (394) 0:28:27 (309) 0:42:20 (226) 0:54:58 (144) 1:12:16 (276)
IT企業の部 (208) 14:14 (394) 14:13 (279) 13:53 (199) 12:38 (91) 17:18 (645)

0:12:19 (124) 0:25:24 (93) 0:40:30 (137) 0:57:32 (268) 1:12:19 (277)
IT企業の部 (209) 12:19 (124) 13:05 (134) 15:06 (374) 17:02 (626) 14:47 (431)

0:12:43 (177) 0:23:54 (44) 0:39:22 (95) 0:55:34 (159) 1:12:21 (278)
IT企業の部 (210) 12:43 (177) 11:11 (20) 15:28 (428) 16:12 (551) 16:47 (629)

0:11:25 (54) 0:30:02 (438) 0:44:31 (372) 0:57:24 (257) 1:12:23 (279)
IT企業の部 (211) 11:25 (54) 18:37 (691) 14:29 (291) 12:53 (111) 14:59 (468)

0:13:42 (329) 0:26:28 (140) 0:41:21 (179) 0:57:27 (263) 1:12:24 (280)
IT企業の部 (212) 13:42 (329) 12:46 (103) 14:53 (342) 16:06 (538) 14:57 (460)

0:12:32 (154) 0:30:12 (448) 0:45:16 (408) 0:59:24 (339) 1:12:26 (281)
IT企業の部 (213) 12:32 (154) 17:40 (657) 15:04 (370) 14:08 (249) 13:02 (213)

0:11:54 (84) 0:28:28 (312) 0:43:24 (284) 0:58:18 (300) 1:12:27 (282)
一般の部 (69) 11:54 (84) 16:34 (580) 14:56 (346) 14:54 (362) 14:09 (348)

0:15:46 (574) 0:29:41 (409) 0:44:04 (338) 0:58:32 (310) 1:12:30 (283)
IT企業の部 (214) 15:46 (574) 13:55 (237) 14:23 (277) 14:28 (296) 13:58 (331)

0:12:59 (216) 0:30:28 (477) 0:45:30 (421) 0:59:54 (367) 1:12:31 (284)
IT企業の部 (215) 12:59 (216) 17:29 (645) 15:02 (363) 14:24 (286) 12:37 (154)

0:15:09 (515) 0:28:26 (307) 0:42:56 (257) 0:57:53 (283) 1:12:31 (285)
IT企業の部 (216) 15:09 (515) 13:17 (154) 14:30 (298) 14:57 (368) 14:38 (418)

0:12:51 (200) 0:27:13 (199) 0:42:32 (235) 0:59:37 (354) 1:12:36 (286)
一般の部 (70) 12:51 (200) 14:22 (299) 15:19 (405) 17:05 (627) 12:59 (206)

0:16:55 (659) 0:31:13 (540) 0:45:04 (397) 0:59:52 (366) 1:12:36 (287)
IT企業の部 (217) 16:55 (659) 14:18 (291) 13:51 (194) 14:48 (348) 12:44 (169)

0:17:08 (671) 0:30:39 (488) 0:43:07 (266) 0:58:08 (296) 1:12:36 (288)
一般の部 (71) 17:08 (671) 13:31 (179) 12:28 (50) 15:01 (377) 14:28 (395)

0:12:39 (170) 0:27:58 (260) 0:42:55 (256) 0:58:46 (316) 1:12:36 (289)
IT企業の部 (218) 12:39 (170) 15:19 (450) 14:57 (347) 15:51 (497) 13:50 (319)

0:13:09 (245) 0:31:46 (570) 0:47:39 (551) 1:00:03 (379) 1:12:37 (290)
IT企業の部 (219) 13:09 (245) 18:37 (690) 15:53 (466) 12:24 (73) 12:34 (143)

0:16:29 (631) 0:32:33 (612) 0:45:36 (425) 0:59:35 (349) 1:12:38 (291)
IT企業の部 (220) 16:29 (631) 16:04 (526) 13:03 (100) 13:59 (232) 13:03 (218)

0:11:43 (75) 0:27:05 (185) 0:40:56 (154) 0:55:40 (164) 1:12:38 (292)
IT企業の部 (221) 11:43 (75) 15:22 (455) 13:51 (192) 14:44 (336) 16:58 (634)

0:14:02 (369) 0:27:49 (246) 0:42:10 (218) 0:57:13 (248) 1:12:39 (293)
IT企業の部 (222) 14:02 (369) 13:47 (215) 14:21 (270) 15:03 (381) 15:26 (511)

0:18:53 (720) 0:31:28 (552) 0:47:50 (556) 1:00:27 (399) 1:12:39 (294)
IT企業の部 (223) 18:53 (720) 12:35 (89) 16:22 (521) 12:37 (87) 12:12 (100)

0:15:28 (547) 0:30:41 (492) 0:48:03 (564) 1:01:07 (421) 1:12:41 (295)
一般の部 (72) 15:28 (547) 15:13 (432) 17:22 (616) 13:04 (124) 11:34 (43)

0:15:35 (562) 0:28:31 (316) 0:41:25 (181) 0:56:57 (236) 1:12:42 (296)
一般の部 (73) 15:35 (562) 12:56 (120) 12:54 (82) 15:32 (450) 15:45 (553)

0:14:18 (405) 0:30:10 (445) 0:43:48 (315) 0:58:23 (305) 1:12:46 (297)
IT企業の部 (224) 14:18 (405) 15:52 (504) 13:38 (165) 14:35 (310) 14:23 (382)

0:12:23 (130) 0:27:20 (211) 0:43:14 (274) 0:57:26 (261) 1:12:46 (298)
IT企業の部 (225) 12:23 (130) 14:57 (388) 15:54 (469) 14:12 (261) 15:20 (502)

0:16:10 (606) 0:33:08 (647) 0:47:50 (557) 1:00:28 (400) 1:12:52 (299)
IT企業の部 (226) 16:10 (606) 16:58 (616) 14:42 (322) 12:38 (92) 12:24 (122)

0:13:59 (364) 0:30:57 (519) 0:43:52 (319) 0:59:34 (347) 1:12:53 (300)
IT企業の部 (227) 13:59 (364) 16:58 (617) 12:55 (86) 15:42 (470) 13:19 (254)

永井 革

300 373
FCSL-C

1:12:53
矢野 博之 飯島 真理子 古澤 成聖 菊地 祐介 別府 俊康

富田 啓太 岩田 和也

299 331
KTS-A

1:12:52
明石 憲佳 内藤 慎 星野 洋平 藤原 敬弘

松原 大 黒木 裕樹 福田 健一

298 6
小出と愉快な仲間たち

1:12:46
水谷 善幸 伊藤 誠利 山本 直輝

297 77
DELL 直進行軍

1:12:46
桜井 亮太 梶田 和宏

田中 隆三

296 677
よっほーＣ

1:12:42
神村 崇 入江 宏志 熊谷 浩明 岸 治江 小出 明宏

北浦 美南 木下 正明

295 459
サセマッチョ

1:12:41
山口 大祐 清水 圭 竹本 龍二 富田 直樹

能登 祐介 大和久 浩 吉瀬 光城

294 97
インテルはいってます

1:12:39
小倉 絵里名 古田 隆史 村地 哲徳

293 696
エスコNMB5

1:12:39
中島 祐二 松浦 高久

久保 恭介

292 403
Team Cisco　飛

1:12:38
藤川 昭彦 山中 朋子 岡野 伸裕 絹原 政樹 重原 沙希

蜂須賀 敦子 押尾 彰紀

291 750
チームるんるん

1:12:38
田中 永 栃本 真吾 新藤 直明 中野 渉

岡田 達也 加藤 直人 尾田 陸馬

290 465
ＪＢチームＡ

1:12:37
北見 純一郎 落合 佳奈子 二村 浩寿

289 150
HP East1

1:12:36
尾田 源市 長谷川 歩

向山 光

288 307
西ふなっしー暴れ隊

1:12:36
福田 正樹 菊池 桃子 佐藤 機電 小川 ローザ 渡邉 左衛門

伊達 ひろえ 伊達 毅

287 644
Team ISB 五反田

1:12:36
大橋 政信 荒木 真吾 須賀 裕樹 新名 隼信

Williams Vance 横山 徹 井上 修

286 611
剛ウエスト！３

1:12:36
阿字野 光昭 執行 一央 上原 貴子

285 127
Safety First

1:12:31
萩原 新 南 浩一郎

松本 悠生

284 383
SFDC Cチーム

1:12:31
前川 洋平 田中 克樹 相澤 千穂実 中澤 豪 鈴木 一穂

勝又 聖覚 伹本 伸子

283 374
FCSL-S

1:12:30
佐藤 強 吉田 在 嶋津 集太 山本 歩

桝谷 ゆい 石丸 貴則 小野 裕史

282 438
アブナイカモＡチーム

1:12:27
宮島 直紀 藤谷 萌絵 黒田 岳士

281 734
チームD

1:12:26
松井 雅史 孫 宏良

髙梨 真言

280 429
えどむらさきC

1:12:24
堀 昌司 鈴木 高嶺 丹澤 貴士 齊藤 さおり 安木 宏昌

西山 広卓 渡辺 悟

279 705
セゾン情報システムズＡ

1:12:23
田中 健雄 吉原 淳 松本 和憲 岩田 浩一

伊藤 慎一 酒井 麻衣 森田 麻裕

278 26
Team☆FireFOX

1:12:21
和田 尚樹 渡辺 圭太 鈴木 幹人

277 134
MIKKS

1:12:19
川上 聖 小見戸 謙一

276 534
RED

1:12:16
砂長 宏子 古賀 妙子 花岡 智子 宮野 ゆみ子 嶋 英昭
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:11:57 (90) 0:28:01 (265) 0:42:29 (233) 0:58:18 (302) 1:12:53 (301)
IT企業の部 (228) 11:57 (90) 16:04 (525) 14:28 (289) 15:49 (494) 14:35 (407)

0:12:45 (185) 0:25:56 (117) 0:46:02 (457) 1:00:54 (412) 1:12:57 (302)
IT企業の部 (229) 12:45 (185) 13:11 (145) 20:06 (731) 14:52 (359) 12:03 (83)

0:16:56 (660) 0:32:53 (631) 0:46:45 (500) 1:00:03 (377) 1:12:58 (303)
IT企業の部 (230) 16:56 (660) 15:57 (515) 13:52 (195) 13:18 (151) 12:55 (193)

0:12:56 (210) 0:28:01 (264) 0:44:46 (385) 0:59:32 (346) 1:12:59 (304)
一般の部 (74) 12:56 (210) 15:05 (415) 16:45 (565) 14:46 (343) 13:27 (271)

0:17:39 (695) 0:32:42 (618) 0:45:09 (404) 0:58:39 (313) 1:13:00 (305)
IT企業の部 (231) 17:39 (695) 15:03 (406) 12:27 (49) 13:30 (180) 14:21 (378)

0:14:27 (428) 0:28:17 (292) 0:43:43 (307) 0:56:58 (237) 1:13:00 (306)
IT企業の部 (232) 14:27 (428) 13:50 (224) 15:26 (425) 13:15 (142) 16:02 (582)

0:14:55 (484) 0:29:22 (392) 0:43:49 (316) 0:57:58 (286) 1:13:03 (307)
IT企業の部 (233) 14:55 (484) 14:27 (311) 14:27 (285) 14:09 (255) 15:05 (478)

0:14:24 (417) 0:29:23 (393) 0:44:00 (332) 0:59:36 (352) 1:13:04 (308)
IT企業の部 (234) 14:24 (417) 14:59 (391) 14:37 (315) 15:36 (456) 13:28 (276)

0:13:44 (333) 0:27:52 (249) 0:43:01 (262) 0:58:12 (298) 1:13:04 (309)
IT企業の部 (235) 13:44 (333) 14:08 (261) 15:09 (383) 15:11 (403) 14:52 (451)

0:15:07 (510) 0:29:59 (433) 0:45:53 (444) 0:59:56 (369) 1:13:07 (310)
一般の部 (75) 15:07 (510) 14:52 (372) 15:54 (467) 14:03 (239) 13:11 (237)

0:12:30 (147) 0:26:05 (123) 0:45:58 (450) 1:00:08 (382) 1:13:09 (311)
一般の部 (76) 12:30 (147) 13:35 (189) 19:53 (725) 14:10 (258) 13:01 (210)

0:13:38 (318) 0:29:22 (390) 0:44:10 (352) 0:58:11 (297) 1:13:09 (312)
IT企業の部 (236) 13:38 (318) 15:44 (488) 14:48 (334) 14:01 (235) 14:58 (463)

0:13:01 (223) 0:30:13 (449) 0:46:47 (505) 1:01:27 (440) 1:13:09 (313)
一般の部 (77) 13:01 (223) 17:12 (632) 16:34 (540) 14:40 (326) 11:42 (51)

0:13:19 (267) 0:26:49 (169) 0:40:16 (127) 0:55:39 (163) 1:13:16 (314)
IT企業の部 (237) 13:19 (267) 13:30 (177) 13:27 (142) 15:23 (434) 17:37 (658)

0:15:19 (532) 0:29:55 (428) 0:43:47 (312) 0:59:05 (330) 1:13:17 (315)
IT企業の部 (238) 15:19 (532) 14:36 (332) 13:52 (197) 15:18 (425) 14:12 (360)

0:09:26 (5) 0:30:55 (516) 0:43:59 (331) 0:57:37 (272) 1:13:20 (316)
一般の部 (78) 9:26 (5) 21:29 (737) 13:04 (103) 13:38 (191) 15:43 (547)

0:14:09 (382) 0:29:21 (388) 0:45:36 (424) 1:00:27 (398) 1:13:20 (317)
IT企業の部 (239) 14:09 (382) 15:12 (428) 16:15 (510) 14:51 (356) 12:53 (187)

0:14:12 (389) 0:27:38 (232) 0:43:26 (285) 0:58:21 (304) 1:13:22 (318)
IT企業の部 (240) 14:12 (389) 13:26 (173) 15:48 (455) 14:55 (366) 15:01 (473)

0:14:12 (387) 0:26:00 (121) 0:39:43 (108) 0:57:22 (256) 1:13:29 (319)
IT企業の部 (241) 14:12 (387) 11:48 (37) 13:43 (176) 17:39 (654) 16:07 (591)

0:13:54 (355) 0:27:16 (203) 0:43:43 (306) 0:58:29 (308) 1:13:30 (320)
一般の部 (79) 13:54 (355) 13:22 (162) 16:27 (531) 14:46 (342) 15:01 (472)

0:17:36 (693) 0:30:41 (491) 0:43:40 (305) 0:58:50 (319) 1:13:31 (321)
IT企業の部 (242) 17:36 (693) 13:05 (133) 12:59 (95) 15:10 (396) 14:41 (422)

0:12:45 (182) 0:27:09 (191) 0:44:17 (359) 1:00:04 (380) 1:13:32 (322)
IT企業の部 (243) 12:45 (182) 14:24 (302) 17:08 (599) 15:47 (486) 13:28 (274)

0:14:18 (406) 0:28:48 (341) 0:42:44 (246) 0:58:00 (289) 1:13:34 (323)
一般の部 (80) 14:18 (406) 14:30 (316) 13:56 (206) 15:16 (421) 15:34 (530)

0:11:41 (73) 0:25:14 (86) 0:41:59 (206) 0:57:55 (284) 1:13:35 (324)
IT企業の部 (244) 11:41 (73) 13:33 (185) 16:45 (562) 15:56 (511) 15:40 (540)

0:13:26 (285) 0:28:03 (267) 0:42:14 (223) 0:58:56 (321) 1:13:36 (325)
IT企業の部 (245) 13:26 (285) 14:37 (337) 14:11 (243) 16:42 (601) 14:40 (421)

畠山 渉 高田 航平 仲村渠 滉一
325 602

ランニングスロー
1:13:36

中屋 隆太郎 金子 佳邦

岩壁  康夫

324 487
TSHチームA

1:13:35
宮本 慶治 石橋 直樹 上野 啓二 渡部 和也 八重尾 俊壽

佐々木　舞 大橋 麗

323 265
ノーブレスC

1:13:34
齋川  智之 永塚 千晶 多田 修也 平塚 雄三

目野 健一 藤井 昭 安井 伸太郎

322 448
エムファイブ-4

1:13:32
鹿海 拓也 八田 衆導 水城　正幸

321 89
エレコム混合

1:13:31
福西 広章 金森 智史

紫藤 泰至

320 540
LRC A

1:13:30
篠原 儀導 高原 達矢 荒井 加奈子 竹谷 剛 井戸 正樹

江澤 竜起 服部 光治良

319 428
えどむらさきＢ

1:13:29
高波 明 石井 裕貴 太田 朋克 東 真琴

矢野 隆一 植松 健一 小沼 義典

318 138
プリセールス

1:13:22
巻田 悠達 橋本 歩 金澤 光

317 22
クレオグループ チームA

1:13:20
広瀬 暢隆 阿部 正典

増井 伸昭

316 268
ノーブレスF

1:13:20
田中 康二 岡田 有史 増田  貴志 落合 悟 落合 恵美

菅又 真理子 高橋 翔子

315 67
DELL 快速CFI

1:13:17
横山 博樹 大島 亜希久 中島 正幸 本間 俊一

深町 梨香 斉藤 舞 宇佐美 綾乃

314 716
鶴田町マイルドヤンキース

1:13:16
五十嵐 渉 田村 大祐 五月女 亮

313 452
NIIJIMA☆５０期

1:13:09
大山 愛美 藤田 知世

沖 利彦

312 152
ダメよ～☆ダメダメ

1:13:09
堀上 裕之 安川&nbsp; 修平&nbsp; 池口 舞 渡邉 潤&nbsp; 庄司 隆弘

廣渡 嘉秀 船津 博之

311 478
ＣＲＣ－社労士Ｃ

1:13:09
江尻 光太郎 松本 奉幸 林 久美 高橋 早苗

内山 智之 加藤 竜太 上條 功郎

310 168
HERO’S

1:13:07
赤澤 一成 高橋 知己 小穴 志帆

309 704
セゾン情報システムズＫ－１

1:13:04
田邉 博英 佐藤 宏樹

細井 厚平

308 312
ミツイワ）並木橋Ａチーム

1:13:04
大内 裕史 堀口 和昭 嶋崎 純彦 大木 基史 引地 健

磯貝 浩貴 佐々木 大輔

307 154
Little Busters

1:13:03
村田 和紀 門側 拓巳 皿谷 吉孝 木田 貴大

下園 弘史 梅津 義昭 山浦 博和

306 789
WEBCAS Running

1:13:00
澤田　秀治 須藤　恒 山本　匡平

305 61
オレンジアーチ チームA

1:13:00
星野 淳 伊澤 知治

小塙

304 368
MHTB池袋Bチーム

1:12:59
中島 悟 黒田 千博 辺麦貴弘 岩城 美枝 柏倉 信

松本 直樹 B

303 280
それいけ 世界の
KOHANAWA(仮) 1:12:58

黒木 彰太 鮎澤 法子 清水 裕美子 保科 亜由望

村川 佳敬 栗原 敬衣 棚橋 正典

302 272
ちーむSHIFT D

1:12:57
A 藤本 海人 山下 竜尋

301 95
タナハシル

1:12:53
小堀 貴仁 南 綾子
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:08 (511) 0:28:55 (355) 0:42:31 (234) 1:01:30 (448) 1:13:40 (326)
一般の部 (81) 15:08 (511) 13:47 (214) 13:36 (158) 18:59 (701) 12:10 (95)

0:15:29 (549) 0:29:55 (427) 0:45:51 (440) 1:00:27 (397) 1:13:41 (327)
一般の部 (82) 15:29 (549) 14:26 (306) 15:56 (475) 14:36 (313) 13:14 (245)

0:14:44 (461) 0:31:02 (525) 0:46:04 (459) 0:59:31 (343) 1:13:44 (328)
IT企業の部 (246) 14:44 (461) 16:18 (553) 15:02 (362) 13:27 (171) 14:13 (361)

0:12:37 (166) 0:27:44 (241) 0:45:19 (410) 1:00:01 (375) 1:13:46 (329)
IT企業の部 (247) 12:37 (166) 15:07 (419) 17:35 (631) 14:42 (331) 13:45 (299)

0:13:28 (291) 0:28:30 (315) 0:44:34 (376) 1:01:19 (432) 1:13:46 (330)
一般の部 (83) 13:28 (291) 15:02 (400) 16:04 (488) 16:45 (607) 12:27 (130)

0:14:43 (459) 0:28:05 (271) 0:44:34 (375) 0:59:39 (357) 1:13:47 (331)
IT企業の部 (248) 14:43 (459) 13:22 (163) 16:29 (534) 15:05 (389) 14:08 (345)

0:12:46 (186) 0:26:36 (147) 0:44:08 (349) 0:58:26 (306) 1:13:47 (332)
IT企業の部 (249) 12:46 (186) 13:50 (223) 17:32 (626) 14:18 (277) 15:21 (503)

0:13:23 (275) 0:30:37 (486) 0:47:37 (549) 1:01:38 (457) 1:13:47 (333)
一般の部 (84) 13:23 (275) 17:14 (634) 17:00 (591) 14:01 (234) 12:09 (92)

0:18:15 (710) 0:30:26 (476) 0:44:40 (382) 0:58:28 (307) 1:13:48 (334)
IT企業の部 (250) 18:15 (710) 12:11 (61) 14:14 (250) 13:48 (207) 15:20 (500)

0:13:35 (308) 0:30:16 (462) 0:44:25 (368) 0:59:36 (350) 1:13:48 (335)
IT企業の部 (251) 13:35 (308) 16:41 (593) 14:09 (241) 15:11 (402) 14:12 (359)

0:14:49 (470) 0:29:35 (403) 0:43:10 (268) 0:59:32 (345) 1:13:49 (336)
IT企業の部 (252) 14:49 (470) 14:46 (358) 13:35 (155) 16:22 (568) 14:17 (371)

0:13:48 (343) 0:28:01 (263) 0:43:38 (301) 1:01:00 (415) 1:13:49 (337)
IT企業の部 (253) 13:48 (343) 14:13 (280) 15:37 (444) 17:22 (641) 12:49 (180)

0:13:07 (239) 0:32:58 (637) 0:47:10 (522) 1:01:01 (416) 1:13:49 (338)
IT企業の部 (254) 13:07 (239) 19:51 (722) 14:12 (246) 13:51 (212) 12:48 (179)

0:13:41 (326) 0:28:46 (338) 0:44:05 (342) 0:59:10 (333) 1:13:50 (339)
IT企業の部 (255) 13:41 (326) 15:05 (416) 15:19 (404) 15:05 (387) 14:40 (420)

0:15:02 (499) 0:30:03 (439) 0:43:35 (297) 0:58:58 (322) 1:13:51 (340)
IT企業の部 (256) 15:02 (499) 15:01 (398) 13:32 (148) 15:23 (436) 14:53 (454)

0:15:02 (500) 0:28:55 (358) 0:44:00 (333) 1:01:35 (454) 1:13:55 (341)
一般の部 (85) 15:02 (500) 13:53 (232) 15:05 (371) 17:35 (651) 12:20 (112)

0:13:41 (327) 0:27:11 (194) 0:45:05 (398) 0:59:02 (324) 1:13:56 (342)
IT企業の部 (257) 13:41 (327) 13:30 (178) 17:54 (653) 13:57 (226) 14:54 (456)

0:13:25 (281) 0:27:52 (253) 0:44:03 (337) 0:59:48 (362) 1:13:56 (343)
IT企業の部 (258) 13:25 (281) 14:27 (310) 16:11 (503) 15:45 (480) 14:08 (346)

0:15:40 (568) 0:30:21 (467) 0:46:31 (487) 1:03:03 (518) 1:13:57 (344)
一般の部 (86) 15:40 (568) 14:41 (346) 16:10 (502) 16:32 (585) 10:54 (13)

0:12:49 (195) 0:27:01 (181) 0:42:56 (258) 0:56:49 (229) 1:13:57 (345)
IT企業の部 (259) 12:49 (195) 14:12 (276) 15:55 (472) 13:53 (218) 17:08 (640)

0:11:36 (69) 0:28:08 (274) 0:48:04 (566) 1:00:39 (404) 1:14:02 (346)
IT企業の部 (260) 11:36 (69) 16:32 (574) 19:56 (726) 12:35 (85) 13:23 (260)

0:14:47 (467) 0:26:40 (153) 0:40:38 (142) 0:56:34 (215) 1:14:03 (347)
IT企業の部 (261) 14:47 (467) 11:53 (47) 13:58 (210) 15:56 (513) 17:29 (652)

0:10:59 (31) 0:24:48 (73) 0:41:09 (166) 0:57:20 (254) 1:14:04 (348)
一般の部 (87) 10:59 (31) 13:49 (218) 16:21 (520) 16:11 (545) 16:44 (622)

0:18:48 (719) 0:30:41 (494) 0:45:46 (436) 1:01:29 (444) 1:14:06 (349)
IT企業の部 (262) 18:48 (719) 11:53 (48) 15:05 (373) 15:43 (475) 12:37 (153)

0:13:19 (268) 0:28:25 (304) 0:46:24 (480) 1:01:04 (418) 1:14:07 (350)
IT企業の部 (263) 13:19 (268) 15:06 (417) 17:59 (658) 14:40 (324) 13:03 (216)

加賀原 正樹 免田 鉄也

西垣 愛 西原 孝司 渡辺 敦

350 606
comnet4

1:14:07
柳瀬 英明 西山 政三 新井 友子

349 362
コアＢＳＣ－Ｂ

1:14:06
堀田 一碧 志賀 真人

大河内 誠

348 675
よっほーＡ

1:14:04
近内 京太 待田 洋 鬼頭 佐保子 堀岡 弘二 光山 泰俊

辻 貴史 今村 健

347 46
PFU_TeamSpeed2014

1:14:03
清水 敏史 戸賀沢 諄 亀井 啓希 矢口 孝彦

鈴木 宏佳 澤田 滋 根本 直樹

346 378
itiランニングチーム

1:14:02
長谷 和喜 佐藤 亜紀良 植田 大

345 669
桃太郎Ａ

1:13:57
石崎 友之 山本 康

井端 弘幸

344 306
神田西口探検隊

1:13:57
水本 海斗 内田 あかり 藤原 鎌足 青木 しのぶ 森山 直太郎

中原 基希 木崎 正樹

343 86
エレコムオーバーエイジ

1:13:56
岡田 晃宜 近藤 陽介 田中 剛 東 尚之

山口 均 勝田 宏 梅崎 宝

342 318
ミツイワ）第四営業部チーム

1:13:56
前田 貴誠 和志武 克己 小山 幸治

341 548
ヒューテックＡ

1:13:55
鈴木 洋行 常川 与四男

勝又 康

340 776
グローバルB

1:13:51
石野 大輔 森山 永貴 久坂 耕作 ホウ チョウ 堀井 章雄

新玉 武士 西堀 哲也

339 360
ハイ老若男女

1:13:50
田中 優大 藤田 みお 横山 正裕 川島 智恵子

柳嶋 良和 増田 航 高木 謙一

338 285
TEAM GENKA

1:13:49
内田 元太 渡邉 紘岐 戸塚 貴大

337 226
箱崎金一営業部

1:13:49
高梨 達也 鬼澤 瑞昌

国吉 健一

336 336
チームＭＴ「ＴＧＶ５」

1:13:49
増野 和明 大塚 順三 蜷川 慶太 大野 浩史 浅川 洋平

鈴木 秀也 近藤 修一

335 351
チーム　6F以外

1:13:48
植松 賢人 伊勢 勝也 稲生 幸治 松橋 香里

新美 博規 藤居 冴子 藤木 則夫

334 343
OEC＆PFU　チームエンベデッド

1:13:48
津國 直子 長瀬 真也 永広 則勝

333 335
JCHO ランニングクラブ

1:13:47
手嶋 淳 武蔵 雅之

山口 薫太朗

332 622
ザックリジャパン

1:13:47
齋藤 之博 金田一 良磨 鎌田 昌 宮下 力哉 山本 裕介

河内 一徳 小林 正浩

331 340
メルコム陸連C

1:13:47
大橋 一生 中島 けい 永江 敏文 立林 亜貴

米原 三恵 増田 圭輔 渡部 浩平

330 435
Wの父

1:13:46
飛田 章夫 小串 慶 小林 誠司

329 256
TUNAGARI

1:13:46
福留  隆之 渡邊  郁夫

河野 夏男

328 535
WHITE

1:13:44
吉田 幸世 山田 一郎 鈴木 二郎 木村 花子 山田 智美

猪爪 博 塚田 隆

327 309
ガラス貼り廊下渡り隊

1:13:41
篠原 商店 小山 遊園 田中 大型 岡崎 広姫

326 170
かたつむり

1:13:40
筒井寛和 三浦 一大 中村 宏
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:58 (363) 0:28:59 (364) 0:45:41 (432) 1:02:27 (489) 1:14:11 (351)
IT企業の部 (264) 13:58 (363) 15:01 (396) 16:42 (560) 16:46 (609) 11:44 (55)

0:12:26 (138) 0:27:09 (189) 0:44:04 (340) 0:57:29 (266) 1:14:13 (352)
IT企業の部 (265) 12:26 (138) 14:43 (352) 16:55 (579) 13:25 (170) 16:44 (623)

0:13:30 (293) 0:30:41 (490) 0:43:46 (310) 0:59:06 (332) 1:14:13 (353)
IT企業の部 (266) 13:30 (293) 17:11 (629) 13:05 (104) 15:20 (428) 15:07 (483)

0:14:55 (485) 0:27:42 (237) 0:41:18 (176) 0:56:10 (183) 1:14:19 (354)
IT企業の部 (267) 14:55 (485) 12:47 (105) 13:36 (157) 14:52 (360) 18:09 (680)

0:13:27 (287) 0:30:05 (441) 0:44:06 (347) 0:57:36 (271) 1:14:20 (355)
IT企業の部 (268) 13:27 (287) 16:38 (586) 14:01 (219) 13:30 (178) 16:44 (624)

0:12:16 (115) 0:28:50 (343) 0:43:17 (276) 1:01:22 (436) 1:14:20 (356)
IT企業の部 (269) 12:16 (115) 16:34 (579) 14:27 (287) 18:05 (669) 12:58 (204)

0:14:25 (418) 0:27:32 (224) 0:45:19 (411) 0:59:29 (341) 1:14:21 (357)
一般の部 (88) 14:25 (418) 13:07 (141) 17:47 (644) 14:10 (257) 14:52 (450)

0:14:57 (489) 0:27:42 (238) 0:46:03 (458) 1:02:27 (488) 1:14:23 (358)
IT企業の部 (270) 14:57 (489) 12:45 (101) 18:21 (669) 16:24 (576) 11:56 (71)

0:16:20 (615) 0:30:59 (523) 0:43:57 (326) 1:01:25 (438) 1:14:23 (359)
IT企業の部 (271) 16:20 (615) 14:39 (342) 12:58 (93) 17:28 (647) 12:58 (205)

0:13:39 (321) 0:28:55 (354) 0:44:48 (388) 1:00:26 (396) 1:14:25 (360)
IT企業の部 (272) 13:39 (321) 15:16 (442) 15:53 (463) 15:38 (464) 13:59 (334)

0:14:03 (372) 0:27:22 (213) 0:40:47 (148) 0:58:03 (291) 1:14:26 (361)
IT企業の部 (273) 14:03 (372) 13:19 (159) 13:25 (139) 17:16 (635) 16:23 (604)

0:13:51 (348) 0:27:44 (240) 0:44:59 (394) 0:58:03 (292) 1:14:27 (362)
IT企業の部 (274) 13:51 (348) 13:53 (230) 17:15 (608) 13:04 (125) 16:24 (605)

0:13:26 (283) 0:26:29 (142) 0:42:49 (249) 1:00:15 (389) 1:14:28 (363)
一般の部 (89) 13:26 (283) 13:03 (132) 16:20 (519) 17:26 (644) 14:13 (362)

0:12:42 (175) 0:27:16 (205) 0:41:38 (186) 0:56:48 (228) 1:14:30 (364)
IT企業の部 (275) 12:42 (175) 14:34 (328) 14:22 (275) 15:10 (395) 17:42 (661)

0:12:47 (187) 0:27:14 (201) 0:44:05 (343) 1:01:31 (450) 1:14:31 (365)
IT企業の部 (276) 12:47 (187) 14:27 (309) 16:51 (573) 17:26 (645) 13:00 (209)

0:15:30 (551) 0:29:43 (415) 0:45:05 (399) 1:01:28 (442) 1:14:31 (366)
IT企業の部 (277) 15:30 (551) 14:13 (281) 15:22 (415) 16:23 (573) 13:03 (219)

0:13:15 (257) 0:28:18 (293) 0:43:07 (267) 1:00:45 (408) 1:14:32 (367)
IT企業の部 (278) 13:15 (257) 15:03 (407) 14:49 (338) 17:38 (652) 13:47 (307)

0:13:21 (272) 0:29:17 (386) 0:46:58 (514) 1:01:28 (443) 1:14:34 (368)
IT企業の部 (279) 13:21 (272) 15:56 (511) 17:41 (639) 14:30 (304) 13:06 (227)

0:14:06 (377) 0:34:01 (675) 0:47:56 (560) 1:02:45 (502) 1:14:35 (369)
一般の部 (90) 14:06 (377) 19:55 (723) 13:55 (204) 14:49 (351) 11:50 (59)

0:14:33 (437) 0:29:27 (398) 0:43:14 (272) 1:01:44 (459) 1:14:36 (370)
一般の部 (91) 14:33 (437) 14:54 (382) 13:47 (183) 18:30 (684) 12:52 (185)

0:13:56 (361) 0:26:49 (170) 0:43:23 (283) 0:57:02 (239) 1:14:37 (371)
IT企業の部 (280) 13:56 (361) 12:53 (116) 16:34 (544) 13:39 (193) 17:35 (657)

0:14:35 (441) 0:28:51 (347) 0:42:43 (245) 0:57:16 (250) 1:14:39 (372)
IT企業の部 (281) 14:35 (441) 14:16 (284) 13:52 (196) 14:33 (305) 17:23 (647)

0:15:04 (502) 0:35:02 (692) 0:49:09 (622) 1:00:23 (394) 1:14:41 (373)
IT企業の部 (282) 15:04 (502) 19:58 (724) 14:07 (233) 11:14 (14) 14:18 (373)

0:14:57 (488) 0:29:44 (417) 0:47:10 (520) 1:02:22 (482) 1:14:45 (374)
IT企業の部 (283) 14:57 (488) 14:47 (359) 17:26 (621) 15:12 (404) 12:23 (118)

0:12:45 (184) 0:28:39 (324) 0:42:37 (240) 1:02:12 (475) 1:14:46 (375)
IT企業の部 (284) 12:45 (184) 15:54 (506) 13:58 (209) 19:35 (709) 12:34 (144)

山本 陽次

神谷 薫紀 柴垣 剛志

375 466
ＪＢチームB

1:14:46
清野 博之 早川 珠理 小見 拓也 川上 哲男

早田 悟 関 大志 内田 裕介

374 140
チーム Z

1:14:45
中川 学 竹中 久司 山口 由希子

373 49
チームゆめあるみらいをともに
つくる 1:14:41

近藤 祐樹 町出 重憲

神山  拓也

372 369
元Loopers

1:14:39
川口 悠 佐々木 翔一 岩井 直樹 坂井田 守 富永 佑一

小川 厚子 矢野 幸一

371 135
貝野本部第二組

1:14:37
倉城 弘典 加藤 創 阿部 司 植田 真伍

虫本 正志 柏原 英行 大越 詳一

370 263
ノーブレスA

1:14:36
岩本 和也 石井 義彦 森田 太

369 439
アブナイカモＢチーム

1:14:35
佐藤 優樹 山下 貴生

高木 真也

368 613
ウチダシステムズB

1:14:34
尾花 隆 市川 志穂 小西 俊夫 神尾 典之 芹田 裕也

吉年 祥子 茂木 康弘

367 674
CommVault Team B

1:14:32
松崎 純 渡邊 健一 川田 智 原田 元章

村上 美早紀 道添 結衣 吉野 太加

366 137
しろくま

1:14:31
粟根 誠敏 横井 博 星野 靖

365 293
tdi　Newfaces

1:14:31
川口 翔太 斧淵 杏奈

新井 成道

364 587
チャラりーまん

1:14:30
市村 雄 砂田 暁 石橋 慎也 中野 洋輔 鈴木　義典

深沢 駿雄 狩野 武士

363 173
AGS同期組

1:14:28
山川 暁裕 田中 亮宇 吉岡 利恵 川島 慎也

高力 雄一郎 岩間 菜都美 武田 智一

362 116
元祖・駅伝・チーム

1:14:27
鹿野 智史 塩澤 薫 竹之下 太地

361 585
SRA Foresters チームJ

1:14:26
南 大 山本 啓司

洞口 貴司

360 783
パソナテック翼

1:14:25
平野 恭祐 中村 祐也 窪田 沙里 岡本 栄治 中尾 和樹

木村 亮 宮部 佳弘

359 113
ハイパー花ちゃん

1:14:23
道正 誠 上田 隼人 木村 誠 渡辺 久記

山谷 亮介 小林 秀行 鈴木 雅章

358 363
コアＢＳＣ－Ｃ

1:14:23
清水 智広 小林 健祐 小野 唐雲子

357 552
ヒューテックＥ

1:14:21
高橋 麻紘 深津 英剛

黒木 健志

356 774
チーム　ＡＡＡ

1:14:20
石橋 孝高 石井 正之 衛藤 康孝 小川 卓哉 野口 一也

永井 友人 平野 洋一郎

355 411
ぐるなびCチーム

1:14:20
成瀬 茂 北沢 将幸 青木 夏香 和田 宏昭

岩元 則晃 小林 哲雄 鈴木 徹

354 51
インフォテリア

1:14:19
森竹 翔 鄭 煜 岸本 秀和

353 384
さくらケーキ

1:14:13
鈴木 雅之 吉岡 美央

登内 勇気

352 490
TSHチームD

1:14:13
佐藤 導吉 牛久 晋佑 林 隆史 鈴木 駿 田中 聡貴

351 456
desknet's NEOルーキーチーム

1:14:11
髙岡 暁人 稲見 璃々子 宮平 園子 幸坂 健史
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:14:21 (413) 0:29:39 (407) 0:43:45 (309) 0:59:37 (353) 1:14:46 (376)
IT企業の部 (285) 14:21 (413) 15:18 (445) 14:06 (231) 15:52 (500) 15:09 (485)

0:12:49 (191) 0:29:34 (402) 0:42:13 (221) 0:59:56 (370) 1:14:47 (377)
IT企業の部 (286) 12:49 (191) 16:45 (599) 12:39 (65) 17:43 (657) 14:51 (443)

0:14:54 (483) 0:28:53 (349) 0:44:06 (346) 0:59:38 (355) 1:14:52 (378)
IT企業の部 (287) 14:54 (483) 13:59 (245) 15:13 (392) 15:32 (449) 15:14 (493)

0:13:42 (330) 0:28:47 (339) 0:43:02 (264) 0:58:18 (303) 1:14:53 (379)
IT企業の部 (288) 13:42 (330) 15:05 (414) 14:15 (254) 15:16 (422) 16:35 (616)

0:13:16 (262) 0:28:27 (310) 0:44:56 (393) 1:01:58 (472) 1:14:55 (380)
一般の部 (92) 13:16 (262) 15:11 (424) 16:29 (533) 17:02 (625) 12:57 (201)

0:12:57 (213) 0:28:33 (318) 0:45:20 (413) 1:01:30 (447) 1:14:57 (381)
IT企業の部 (289) 12:57 (213) 15:36 (477) 16:47 (569) 16:10 (543) 13:27 (270)

0:15:38 (565) 0:32:48 (625) 0:47:06 (518) 1:01:19 (430) 1:14:58 (382)
IT企業の部 (290) 15:38 (565) 17:10 (628) 14:18 (263) 14:13 (263) 13:39 (295)

0:15:13 (524) 0:28:44 (334) 0:45:53 (442) 1:00:45 (407) 1:14:59 (383)
IT企業の部 (291) 15:13 (524) 13:31 (180) 17:09 (601) 14:52 (357) 14:14 (365)

0:14:26 (421) 0:28:53 (350) 0:42:13 (222) 0:56:57 (235) 1:14:59 (384)
一般の部 (93) 14:26 (421) 14:27 (312) 13:20 (130) 14:44 (338) 18:02 (674)

0:14:25 (420) 0:28:54 (351) 0:48:16 (577) 1:01:48 (461) 1:14:59 (385)
IT企業の部 (292) 14:25 (420) 14:29 (313) 19:22 (709) 13:32 (184) 13:11 (238)

0:16:44 (650) 0:31:25 (551) 0:46:05 (461) 1:00:03 (378) 1:15:02 (386)
IT企業の部 (293) 16:44 (650) 14:41 (345) 14:40 (319) 13:58 (229) 14:59 (467)

0:12:39 (171) 0:27:50 (247) 0:42:48 (248) 0:59:11 (334) 1:15:03 (387)
IT企業の部 (294) 12:39 (171) 15:11 (426) 14:58 (349) 16:23 (575) 15:52 (564)

0:15:16 (526) 0:29:24 (396) 0:43:57 (327) 0:59:30 (342) 1:15:03 (388)
IT企業の部 (295) 15:16 (526) 14:08 (263) 14:33 (306) 15:33 (451) 15:33 (528)

0:15:29 (548) 0:30:18 (463) 0:48:15 (575) 1:02:40 (498) 1:15:03 (389)
IT企業の部 (296) 15:29 (548) 14:49 (362) 17:57 (657) 14:25 (289) 12:23 (120)

0:12:35 (159) 0:27:13 (198) 0:43:44 (308) 1:00:17 (391) 1:15:04 (390)
IT企業の部 (297) 12:35 (159) 14:38 (338) 16:31 (537) 16:33 (586) 14:47 (430)

0:15:33 (557) 0:32:42 (617) 0:47:49 (555) 1:03:04 (522) 1:15:05 (391)
IT企業の部 (298) 15:33 (557) 17:09 (627) 15:07 (375) 15:15 (419) 12:01 (78)

0:14:13 (392) 0:31:46 (571) 0:46:01 (455) 1:02:22 (484) 1:15:08 (392)
IT企業の部 (299) 14:13 (392) 17:33 (649) 14:15 (256) 16:21 (567) 12:46 (174)

0:14:52 (477) 0:31:07 (533) 0:46:06 (462) 0:59:58 (371) 1:15:10 (393)
IT企業の部 (300) 14:52 (477) 16:15 (545) 14:59 (351) 13:52 (215) 15:12 (489)

0:16:58 (664) 0:30:14 (452) 0:46:56 (511) 1:01:13 (423) 1:15:11 (394)
IT企業の部 (301) 16:58 (664) 13:16 (153) 16:42 (559) 14:17 (274) 13:58 (330)

0:14:36 (444) 0:27:03 (182) 0:41:31 (184) 0:57:10 (246) 1:15:12 (395)
IT企業の部 (302) 14:36 (444) 12:27 (79) 14:28 (288) 15:39 (466) 18:02 (675)

0:14:53 (479) 0:29:06 (372) 0:44:49 (390) 1:01:06 (420) 1:15:13 (396)
IT企業の部 (303) 14:53 (479) 14:13 (277) 15:43 (452) 16:17 (561) 14:07 (343)

0:13:00 (220) 0:28:21 (296) 0:44:20 (361) 1:00:15 (390) 1:15:14 (397)
一般の部 (94) 13:00 (220) 15:21 (452) 15:59 (477) 15:55 (508) 14:59 (466)

0:14:07 (378) 0:30:10 (444) 0:43:55 (323) 1:01:16 (427) 1:15:14 (398)
IT企業の部 (304) 14:07 (378) 16:03 (523) 13:45 (180) 17:21 (640) 13:58 (332)

0:17:38 (694) 0:33:41 (666) 0:48:19 (578) 1:01:49 (462) 1:15:15 (399)
IT企業の部 (305) 17:38 (694) 16:03 (522) 14:38 (316) 13:30 (179) 13:26 (268)

0:13:11 (249) 0:30:16 (460) 0:45:55 (446) 0:59:32 (344) 1:15:18 (400)
IT企業の部 (306) 13:11 (249) 17:05 (624) 15:39 (445) 13:37 (188) 15:46 (558)

日高 健志

400 562
しゃちほこブラザーズ

1:15:18
矢田 甚栄 上田 達也 河辺 圭輔 石本 昌彦 浅野 周三

太田 裕美 大久保 智

399 332
KTS-B

1:15:15
矢野口 良一 北川 悠 岩澤 仁 喜久知 修

末森 香織 小嶋 みなみ 神部 圭一

398 180
ジュエリーボックス

1:15:14
辻 賢 張 瑠々子 阿部 実洋

397 110
meijiランニングクラブ

1:15:14
菅 泰夫 楠 朋子

足立 正明

396 243
旅人チームSL

1:15:13
川久保 雅文 熱田 博則 玉田 雅俊 丹治 涼 藤元 悠人

野間 健吾 古川 一久

395 42
PFUあだチーム

1:15:12
渡邉 幸治 白坂 孝司 島崎 政治 宮田 善徳

村椿 昭平 秋村 俊介 戸高 駿太

394 708
抜井部

1:15:11
穴沢 一樹 山根 健史 鈴木 里香

393 356
JTSチームQ

1:15:10
谷川 裕 菅沼 亮

小川 聡美

392 684
やっチーム

1:15:08
野田 洋輔 西川 美沢 藤野 誠一郎 戸田 裕子 谷地田 紀仁

田村 絵美 今井 信

391 298
パーソナル情報システムB

1:15:05
山崎 絵里 小井土 利夫 福與 寛 丸山 信吾

馬木 教好 大島 英人 河野 雄大

390 571
CTXS A

1:15:04
山﨑 博昭 大串 昌央 桜庭 宏人

389 14
Win-Win選抜《チームCS》

1:15:03
清水 俊之 高木 宏利

岡崎 浩太

388 183
システムサポートルーキーズ

1:15:03
北村 広太郎 宮村 寛紀 小田 一貴 森 嘉瑛 青柳 悟

木村 仁美 新井 圭史

387 751
アクシス Ａ

1:15:03
畑井 要伺 石原 桂太郎 林 嵩史 大谷 錦太郎

小野 浩照 小嶋 保宏 高橋 仁志

386 130
貝野本部第一組

1:15:02
貝野 哲也 磯崎 幸久 堀内 新平

385 338
メルコム陸連

1:14:59
佐藤 義典 西川 仁

西村 晃典

384 550
ヒューテックＣ

1:14:59
石松 純 稲垣 弘之 田上 慎也 村上 直史 長潟 聡

藤田 訓義 岩佐 祐美

383 100
社シスハイスピードランナーズ

1:14:59
岡村 涼平 南木 健秀 岩本 浩彰 酒井 雄太

西小野 誠 小川 正巳 吉田 和弘

382 377
タクトB

1:14:58
鈴木 隆之 後藤 祐太 本田 崇継

381 16
コニカミノルタ-サービス本部

1:14:57
土井 勉 田中  敏彦

横塚 晃明

380 723
ＭＡＴＳＵＺＡＫＡ世代

1:14:55
清水 正寛 馬場 美由紀 本田 奈保子 肥沼 寛子 山本 康仁

井口 新太郎 石橋 祐弥

379 287
ろくなもんじゃねえ

1:14:53
曽根 昂一郎 佐居 宜久 齋藤 秀行 林 慎二

廣原 晋平 古川 暁子 和田 礼子

378 408
アクシオRC1

1:14:52
佐藤 祐治 齋藤 史隆 副島 一雄

377 260
masasonD

1:14:47
平岡  亮祐 桐生 高志

376 122
船橋雪ん子

1:14:46
村松 勝彦 草薙 靖弘 安蒜 純一 永井 哲朗 内舘 裕
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:50 (579) 0:30:29 (479) 0:43:33 (294) 0:59:24 (340) 1:15:19 (401)
IT企業の部 (307) 15:50 (579) 14:39 (339) 13:04 (102) 15:51 (498) 15:55 (573)

0:12:32 (151) 0:26:52 (173) 0:46:57 (513) 1:00:42 (405) 1:15:20 (402)
IT企業の部 (308) 12:32 (151) 14:20 (297) 20:05 (730) 13:45 (201) 14:38 (415)

0:14:12 (390) 0:29:53 (425) 0:46:00 (454) 1:01:11 (422) 1:15:21 (403)
IT企業の部 (309) 14:12 (390) 15:41 (483) 16:07 (496) 15:11 (400) 14:10 (353)

0:15:28 (546) 0:29:10 (378) 0:44:13 (354) 1:00:18 (392) 1:15:22 (404)
IT企業の部 (310) 15:28 (546) 13:42 (202) 15:03 (365) 16:05 (535) 15:04 (475)

0:13:42 (331) 0:28:09 (277) 0:47:23 (534) 1:00:33 (402) 1:15:23 (405)
一般の部 (95) 13:42 (331) 14:27 (308) 19:14 (704) 13:10 (137) 14:50 (438)

0:16:25 (621) 0:29:49 (420) 0:43:23 (282) 0:58:07 (294) 1:15:23 (406)
IT企業の部 (311) 16:25 (621) 13:24 (170) 13:34 (152) 14:44 (334) 17:16 (644)

0:13:47 (340) 0:28:47 (340) 0:46:28 (484) 1:01:28 (441) 1:15:25 (407)
IT企業の部 (312) 13:47 (340) 15:00 (393) 17:41 (638) 15:00 (373) 13:57 (329)

0:14:05 (374) 0:31:49 (575) 0:45:39 (429) 1:02:40 (499) 1:15:30 (408)
IT企業の部 (313) 14:05 (374) 17:44 (662) 13:50 (190) 17:01 (624) 12:50 (183)

0:14:47 (466) 0:28:35 (321) 0:44:35 (377) 1:03:02 (517) 1:15:30 (409)
IT企業の部 (314) 14:47 (466) 13:48 (216) 16:00 (479) 18:27 (682) 12:28 (135)

0:14:02 (367) 0:28:21 (298) 0:46:31 (486) 1:02:18 (478) 1:15:34 (410)
IT企業の部 (315) 14:02 (367) 14:19 (294) 18:10 (663) 15:47 (485) 13:16 (251)

0:16:28 (628) 0:32:10 (597) 0:46:44 (498) 1:01:33 (453) 1:15:34 (411)
IT企業の部 (316) 16:28 (628) 15:42 (487) 14:34 (308) 14:49 (352) 14:01 (337)

0:13:25 (279) 0:26:25 (137) 0:45:07 (401) 1:01:15 (426) 1:15:35 (412)
一般の部 (96) 13:25 (279) 13:00 (124) 18:42 (690) 16:08 (541) 14:20 (376)

0:16:27 (626) 0:30:22 (469) 0:44:00 (335) 0:59:43 (358) 1:15:36 (413)
IT企業の部 (317) 16:27 (626) 13:55 (236) 13:38 (164) 15:43 (477) 15:53 (569)

0:12:25 (137) 0:27:54 (255) 0:47:20 (532) 1:03:12 (531) 1:15:40 (414)
IT企業の部 (318) 12:25 (137) 15:29 (467) 19:26 (713) 15:52 (502) 12:28 (132)

0:13:07 (238) 0:27:36 (230) 0:45:24 (417) 1:00:12 (387) 1:15:40 (415)
IT企業の部 (319) 13:07 (238) 14:29 (314) 17:48 (647) 14:48 (347) 15:28 (519)

0:14:59 (494) 0:32:48 (623) 0:47:12 (525) 1:01:13 (425) 1:15:40 (416)
IT企業の部 (320) 14:59 (494) 17:49 (666) 14:24 (280) 14:01 (236) 14:27 (392)

0:17:20 (675) 0:30:59 (522) 0:46:12 (467) 0:59:13 (335) 1:15:40 (417)
一般の部 (97) 17:20 (675) 13:39 (195) 15:13 (391) 13:01 (120) 16:27 (609)

0:14:16 (398) 0:27:12 (196) 0:41:48 (195) 0:59:54 (368) 1:15:42 (418)
IT企業の部 (321) 14:16 (398) 12:56 (119) 14:36 (312) 18:06 (670) 15:48 (561)

0:14:35 (442) 0:27:09 (190) 0:41:02 (157) 0:57:35 (269) 1:15:44 (419)
一般の部 (98) 14:35 (442) 12:34 (84) 13:53 (200) 16:33 (587) 18:09 (681)

0:15:17 (528) 0:30:16 (461) 0:46:28 (483) 0:59:58 (373) 1:15:46 (420)
一般の部 (99) 15:17 (528) 14:59 (392) 16:12 (504) 13:30 (181) 15:48 (560)

0:16:17 (610) 0:31:33 (557) 0:47:15 (527) 1:01:53 (467) 1:15:46 (421)
IT企業の部 (322) 16:17 (610) 15:16 (443) 15:42 (451) 14:38 (320) 13:53 (323)

0:15:20 (533) 0:30:44 (504) 0:47:29 (544) 1:01:25 (439) 1:15:48 (422)
一般の部 (100) 15:20 (533) 15:24 (458) 16:45 (563) 13:56 (224) 14:23 (383)

0:12:30 (145) 0:28:30 (314) 0:48:09 (571) 1:03:55 (560) 1:15:48 (423)
IT企業の部 (323) 12:30 (145) 16:00 (517) 19:39 (721) 15:46 (484) 11:53 (65)

0:15:52 (582) 0:31:04 (527) 0:46:19 (475) 1:01:04 (419) 1:15:49 (424)
IT企業の部 (324) 15:52 (582) 15:12 (427) 15:15 (394) 14:45 (339) 14:45 (427)

0:15:48 (575) 0:31:07 (535) 0:46:14 (471) 1:02:16 (476) 1:15:49 (425)
IT企業の部 (325) 15:48 (575) 15:19 (449) 15:07 (377) 16:02 (523) 13:33 (283)

鈴木 良幸 長谷川 祐之 遠藤 知彦
425 564

チーム川崎
1:15:49

熊田 勝 鶴 義伸

土田 悠太

424 617
FVL内定者C

1:15:49
大竹 裕貴 山口 真次 岸本 直也 櫻井 力靖 松沢 駿

大崎 英利 岩川 喜輝

423 462
はせがわ　あきら

1:15:48
清宮 良治 斉藤 由貴 小林 淳 飯島 幹

ランニングプロジェクト 3 ランニングプロジェクト 4 ランニングプロクジェクト 5

422 440
アブナイカモＣチーム

1:15:48
杉浦 俊一 小山 幸子 森屋 舞子

421 34
TEAMコニカミノルタ

1:15:46
ランニングプロジェクト 1 ランニングプロジェクト 2

河治 勇夫

420 680
よっほーＦ

1:15:46
金澤 正和 加藤 敦巳 南野 晃広 大前 貴規 棚橋 祐輝

野島 英幸 小島 一行

419 577
がんばれ勇夫

1:15:44
鈴木 康太 長谷川 嵩紘 鈴木 真純 西本 菜摘

和田 久志 和田 真一 長野 弘

418 328
UOSエース

1:15:42
水越 聖明 長谷 和喜 大城 卓正

417 777
ディアシティー

1:15:40
松井 勇気 松尾 孝

浪川 隆司

416 283
チームおかふばき

1:15:40
岡本 雪奈 兼田 健一郎 藤田 真任 馬場 隆行 経堂 隆大

山﨑 聡史 山中 英司

415 418
IPI野球リーグ選抜パワフルズ

1:15:40
渡辺 正 伊藤 博之 川村 亨 増田 尚行

藤井 貴浩 陶山 侑里恵 及川 優一

414 37
関東サンダーバード

1:15:40
園田 貴司 矢野 真治 佐々木 太郎

413 148
及川クローバーZ

1:15:36
川上 雅孝 小林 裕介

杉山 昭

412 477
ＣＲＣ－社労士Ｂ

1:15:35
芳賀 史郎 藤原 伸吾 助川 弘美 倉田 憲一 向井 尚人

風巻 陽介 松浦 淳

411 638
FTEC-B

1:15:34
篠山 定忠 篠山 拓実 高津 健一 阿部 道

今井 裕志 松本 健太 松田  敏幸

410 63
Team DELL CCC

1:15:34
服部 崇宏 金 正潤 星 恭子

409 74
デル 今井C

1:15:30
高杉 潤 村尾 冬斗

手島 主税

408 531
つなしま～ず

1:15:30
本間 健之 中邑 麻衣 田中 裕俊 諏訪 沙矢加 山本 将道

坪野 恭介 杉浦 聡

407 126
今日も明日もフルスイング

1:15:25
神尾 信郁 本田 昌和 源馬 俊明 橘 一徳

吉岡 洸一郎 松嶋 政憲 白井 豊実

406 155
なんぴとたりとも

1:15:23
井ノ口 聡美 久野 尚明 堀川 知道

405 166
ジェイティ飲料

1:15:23
池邉 孝兒 佐藤 大樹

金子 直樹

404 357
JTSチームQ2

1:15:22
門 祐太 中村 貴明 堀田 肇雄 佐藤 翔平 山川 豊

松木 貴雄 門脇 卓哉

403 291
KMBJ　ホイップクリーム

1:15:21
石﨑 良則 大塩 朝美 西 碧 大瀬戸 渉

島崎 暁 田部井 俊彦 佐藤 祐紀

402 488
TSHチームB

1:15:20
北爪 繭子 山中 喜美 渡邊 真行

401 213
理経がっちがち？

1:15:19
煙草森 英夫 野村 元
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:01 (221) 0:26:40 (154) 0:44:14 (355) 0:58:30 (309) 1:15:53 (426)
IT企業の部 (326) 13:01 (221) 13:39 (196) 17:34 (628) 14:16 (271) 17:23 (646)

0:17:01 (667) 0:31:41 (564) 0:46:54 (509) 1:01:57 (471) 1:15:53 (427)
IT企業の部 (327) 17:01 (667) 14:40 (343) 15:13 (393) 15:03 (380) 13:56 (327)

0:13:45 (334) 0:29:42 (413) 0:44:00 (334) 1:02:17 (477) 1:15:54 (428)
一般の部 (101) 13:45 (334) 15:57 (514) 14:18 (264) 18:17 (676) 13:37 (292)

0:14:37 (449) 0:31:03 (526) 0:46:02 (456) 1:00:32 (401) 1:15:55 (429)
IT企業の部 (328) 14:37 (449) 16:26 (568) 14:59 (354) 14:30 (301) 15:23 (506)

0:13:16 (259) 0:27:12 (197) 0:46:12 (468) 1:02:20 (481) 1:15:56 (430)
IT企業の部 (329) 13:16 (259) 13:56 (239) 19:00 (696) 16:08 (542) 13:36 (290)

0:15:01 (498) 0:31:07 (534) 0:45:22 (415) 1:01:50 (463) 1:15:59 (431)
IT企業の部 (330) 15:01 (498) 16:06 (530) 14:15 (255) 16:28 (581) 14:09 (352)

0:15:22 (535) 0:30:26 (474) 0:43:58 (329) 1:00:09 (383) 1:16:01 (432)
IT企業の部 (331) 15:22 (535) 15:04 (412) 13:32 (146) 16:11 (547) 15:52 (567)

0:16:18 (611) 0:32:32 (609) 0:47:27 (540) 1:01:50 (464) 1:16:01 (433)
IT企業の部 (332) 16:18 (611) 16:14 (544) 14:55 (345) 14:23 (284) 14:11 (357)

0:17:31 (686) 0:31:33 (558) 0:51:32 (691) 1:03:33 (546) 1:16:02 (434)
IT企業の部 (333) 17:31 (686) 14:02 (251) 19:59 (728) 12:01 (39) 12:29 (136)

0:15:09 (516) 0:28:46 (337) 0:42:04 (211) 0:57:52 (281) 1:16:02 (435)
IT企業の部 (334) 15:09 (516) 13:37 (193) 13:18 (122) 15:48 (491) 18:10 (684)

0:16:42 (647) 0:32:48 (624) 0:47:17 (531) 1:02:32 (493) 1:16:03 (436)
IT企業の部 (335) 16:42 (647) 16:06 (529) 14:29 (292) 15:15 (418) 13:31 (280)

0:13:35 (310) 0:29:27 (399) 0:43:58 (328) 1:00:10 (384) 1:16:04 (437)
IT企業の部 (336) 13:35 (310) 15:52 (502) 14:31 (299) 16:12 (552) 15:54 (571)

0:13:16 (258) 0:31:05 (529) 0:46:14 (469) 1:00:22 (393) 1:16:06 (438)
IT企業の部 (337) 13:16 (258) 17:49 (667) 15:09 (382) 14:08 (250) 15:44 (551)

0:16:13 (608) 0:32:49 (627) 0:48:59 (613) 1:01:30 (446) 1:16:06 (439)
IT企業の部 (338) 16:13 (608) 16:36 (584) 16:10 (499) 12:31 (80) 14:36 (409)

0:13:13 (251) 0:30:24 (472) 0:44:47 (386) 1:02:44 (501) 1:16:07 (440)
IT企業の部 (339) 13:13 (251) 17:11 (630) 14:23 (278) 17:57 (665) 13:23 (261)

0:13:40 (323) 0:28:40 (326) 0:45:37 (427) 1:01:19 (433) 1:16:09 (441)
IT企業の部 (340) 13:40 (323) 15:00 (395) 16:57 (584) 15:42 (474) 14:50 (439)

0:14:12 (388) 0:32:42 (619) 0:46:25 (481) 1:03:17 (537) 1:16:10 (442)
IT企業の部 (342) 14:12 (388) 18:30 (687) 13:43 (177) 16:52 (613) 12:53 (186)

0:15:03 (501) 0:29:03 (370) 0:46:20 (476) 1:01:19 (431) 1:16:10 (443)
IT企業の部 (341) 15:03 (501) 14:00 (246) 17:17 (609) 14:59 (372) 14:51 (445)

0:13:47 (339) 0:33:49 (671) 0:48:59 (614) 1:03:07 (528) 1:16:11 (444)
IT企業の部 (343) 13:47 (339) 20:02 (726) 15:10 (384) 14:08 (252) 13:04 (222)

0:12:48 (190) 0:26:45 (162) 0:44:26 (370) 1:01:01 (417) 1:16:14 (445)
IT企業の部 (344) 12:48 (190) 13:57 (242) 17:41 (637) 16:35 (592) 15:13 (492)

0:13:06 (236) 0:29:02 (369) 0:43:14 (271) 1:00:53 (411) 1:16:15 (446)
IT企業の部 (345) 13:06 (236) 15:56 (512) 14:12 (245) 17:39 (655) 15:22 (505)

0:11:57 (92) 0:30:02 (437) 0:46:07 (464) 1:02:43 (500) 1:16:19 (447)
一般の部 (102) 11:57 (92) 18:05 (673) 16:05 (491) 16:36 (595) 13:36 (289)

0:13:37 (314) 0:29:50 (421) 0:45:18 (409) 0:59:43 (359) 1:16:22 (448)
IT企業の部 (346) 13:37 (314) 16:13 (543) 15:28 (427) 14:25 (291) 16:39 (620)

0:13:53 (352) 0:29:42 (412) 0:44:42 (383) 1:02:28 (490) 1:16:24 (449)
IT企業の部 (347) 13:53 (352) 15:49 (499) 15:00 (359) 17:46 (660) 13:56 (328)

0:14:51 (475) 0:29:44 (416) 0:46:06 (463) 1:02:48 (504) 1:16:26 (450)
IT企業の部 (348) 14:51 (475) 14:53 (379) 16:22 (524) 16:42 (603) 13:38 (294)

往住 貴顕 渡邉 博功

駒井 友樹 加藤 政博 中山 高志

450 359
ハイとくなが

1:16:26
黒田 祐基 堀 紗矢香 徳山 実

449 107
team Dream

1:16:24
剱持 真之介 堀 翔也

坂下 聡一

448 143
バグじゃない!

1:16:22
上田 智史 安達 大介 田崎 正亮 河上 正昭 中村 哲也

橋詰 翔健 田邉 愛美

447 738
チーム「最強のMM」

1:16:19
櫻井 桃子 桑原 敏輝 藤縄 綾子 下藤 麻理

増渕 亜美 鈴木 啓介 手塚 康夫

446 54
日本エキサイト連合

1:16:15
菅原 敬 井上 佳央里 江川 一広

445 162
jena

1:16:14
山縣 諒 柚口 祐介

山川 拓也

444 210
FCS濱ちゃん

1:16:11
濱田 征典 保坂 暁 斎藤 維斗 出原 雄介 桑名 真裕

若菜 祐司 長谷川 靖彦

443 768
UAL 走れゴードン！

1:16:10
中竹 靖英 秋山 治久 徳田 明子 向坂 紀文

百瀬 遥香 今井 悠人 宮地 遼太郎

442 563
チーム小山連合

1:16:10
篠宮 信久 佐藤 克也 大平 悟

441 252
愉快な仲間たち

1:16:09
藤澤 嘉洋 荒木 信人

田澤 淳

440 172
システムサポートBSOL樋口チー
ム 1:16:07

名手 啓太 賞雅 菜月 安倍 是展 山口 夕希代 徳永 直樹

大平 利徳 五十嵐 裕一

439 289
KMBJ　木を見るな!守を見ろ!

1:16:06
根岸 正光 串田 裕也 守 未来子 矢野 隆規

江藤 史隆 金子 浩 環貫 修

438 790
BSNiネットB

1:16:06
野崎 政一 相澤 正人 多田 千斗志

437 32
チームI

1:16:04
近藤 翼 長澤 実奈子

古森 茂幹

436 785
走るセールスマン！

1:16:03
岡村 亮祐 湯川 一誠 木寺 大樹 佐藤 映吉 海老 洋平

山本 将史 金折 聡

435 136
おじラン

1:16:02
定村 浩司 菅原 義智 春木 菊則 西村 淳

甲斐 誉隆 並木 宏 今西 了一

434 178
トレンドマイクロオンラインスト
レージ 1:16:02

阿部 美奈子 天田 理絵子 纐纈 友祐

433 623
チーム西野

1:16:01
西野 幸典 佐藤 良美

中崎 司

432 30
チームA

1:16:01
池田 裕一郎 堀江 日向子 茗原 将 柳橋 一義 大熊 克美

高井 晴由 曽谷 修二

431 19
ミライト5つ星チーム

1:15:59
瀬尾 真二 吉村 辰久 広瀬 春彦 今野 武行

佐藤 静夏 冨谷 直輝 大島 康靖

430 520
ＫＳ－ＳＯＬ　東京事業部Ｃ

1:15:56
藤尾 征範 大高 健司 丹下 怜

429 526
ひよこまめ

1:15:55
小松 隼 武田 一也

高山 竜太郎

428 682
もっちーず

1:15:54
玉井 貴也 山内 幸子 川崎 成史 阿部 祐美子 星野 明

小西 徹 須貝 利尚

427 274
ちーむ・かりやざき

1:15:53
東 加奈子 八木 紘乃 長谷川 健博 手嶋 真也

426 159
The Beast

1:15:53
早川 隆志 鳥海 資生 中川 利之
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:53 (353) 0:31:18 (541) 0:44:01 (336) 0:57:00 (238) 1:16:28 (451)
一般の部 (103) 13:53 (353) 17:25 (643) 12:43 (72) 12:59 (118) 19:28 (715)

0:20:21 (735) 0:34:25 (682) 0:46:51 (507) 1:00:48 (409) 1:16:31 (452)
IT企業の部 (349) 20:21 (735) 14:04 (254) 12:26 (46) 13:57 (225) 15:43 (548)

0:16:57 (662) 0:33:04 (642) 0:46:27 (482) 0:59:46 (361) 1:16:33 (453)
IT企業の部 (350) 16:57 (662) 16:07 (534) 13:23 (132) 13:19 (152) 16:47 (628)

0:11:09 (37) 0:28:43 (331) 0:45:25 (419) 1:03:07 (526) 1:16:34 (454)
一般の部 (104) 11:09 (37) 17:34 (651) 16:42 (558) 17:42 (656) 13:27 (269)

0:16:38 (643) 0:32:06 (595) 0:47:26 (539) 1:03:14 (533) 1:16:40 (455)
IT企業の部 (351) 16:38 (643) 15:28 (466) 15:20 (406) 15:48 (489) 13:26 (266)

0:15:04 (505) 0:32:47 (622) 0:46:46 (503) 0:59:58 (372) 1:16:41 (456)
IT企業の部 (352) 15:04 (505) 17:43 (661) 13:59 (214) 13:12 (140) 16:43 (621)

0:16:59 (665) 0:32:08 (596) 0:45:59 (452) 0:59:01 (323) 1:16:42 (457)
一般の部 (105) 16:59 (665) 15:09 (422) 13:51 (191) 13:02 (121) 17:41 (659)

0:11:10 (38) 0:28:22 (299) 0:42:50 (251) 0:58:47 (317) 1:16:46 (458)
IT企業の部 (353) 11:10 (38) 17:12 (631) 14:28 (290) 15:57 (514) 17:59 (670)

0:13:10 (247) 0:31:42 (565) 0:46:42 (496) 1:00:55 (413) 1:16:47 (459)
IT企業の部 (354) 13:10 (247) 18:32 (688) 15:00 (358) 14:13 (265) 15:52 (565)

0:14:14 (395) 0:30:58 (520) 0:46:49 (506) 1:01:25 (437) 1:16:49 (460)
一般の部 (106) 14:14 (395) 16:44 (598) 15:51 (459) 14:36 (314) 15:24 (508)

0:16:28 (627) 0:31:21 (548) 0:47:16 (530) 1:04:26 (575) 1:16:50 (461)
IT企業の部 (355) 16:28 (627) 14:53 (377) 15:55 (470) 17:10 (631) 12:24 (123)

0:13:28 (290) 0:30:07 (442) 0:41:57 (204) 0:57:31 (267) 1:16:51 (462)
IT企業の部 (356) 13:28 (290) 16:39 (587) 11:50 (28) 15:34 (452) 19:20 (711)

0:13:05 (231) 0:29:36 (405) 0:43:56 (325) 1:00:56 (414) 1:16:52 (463)
一般の部 (107) 13:05 (231) 16:31 (571) 14:20 (269) 17:00 (623) 15:56 (575)

0:16:25 (619) 0:31:23 (550) 0:48:21 (581) 1:03:46 (554) 1:16:52 (464)
IT企業の部 (357) 16:25 (619) 14:58 (390) 16:58 (588) 15:25 (438) 13:06 (230)

0:15:11 (518) 0:30:24 (473) 0:48:09 (570) 1:03:50 (556) 1:16:59 (465)
一般の部 (108) 15:11 (518) 15:13 (433) 17:45 (640) 15:41 (468) 13:09 (234)

0:13:02 (227) 0:29:03 (371) 0:42:06 (214) 0:58:00 (288) 1:17:00 (466)
一般の部 (109) 13:02 (227) 16:01 (520) 13:03 (101) 15:54 (506) 19:00 (701)

0:13:26 (284) 0:34:09 (676) 0:49:38 (634) 1:02:32 (492) 1:17:00 (467)
一般の部 (110) 13:26 (284) 20:43 (735) 15:29 (430) 12:54 (112) 14:28 (396)

0:18:22 (712) 0:33:57 (673) 0:48:41 (593) 1:03:15 (534) 1:17:01 (468)
一般の部 (111) 18:22 (712) 15:35 (476) 14:44 (326) 14:34 (307) 13:46 (302)

0:12:28 (139) 0:28:54 (353) 0:46:57 (512) 1:01:21 (434) 1:17:03 (469)
一般の部 (112) 12:28 (139) 16:26 (567) 18:03 (662) 14:24 (285) 15:42 (544)

0:16:03 (597) 0:30:42 (495) 0:49:10 (623) 1:03:51 (557) 1:17:04 (470)
一般の部 (113) 16:03 (597) 14:39 (341) 18:28 (679) 14:41 (327) 13:13 (243)

0:19:11 (726) 0:32:43 (621) 0:46:15 (473) 0:59:52 (365) 1:17:05 (471)
IT企業の部 (358) 19:11 (726) 13:32 (183) 13:32 (145) 13:37 (190) 17:13 (643)

0:13:20 (270) 0:29:01 (367) 0:47:36 (548) 1:02:59 (512) 1:17:06 (472)
IT企業の部 (359) 13:20 (270) 15:41 (486) 18:35 (686) 15:23 (435) 14:07 (342)

0:15:04 (503) 0:29:58 (432) 0:46:54 (510) 1:03:00 (514) 1:17:07 (473)
IT企業の部 (360) 15:04 (503) 14:54 (386) 16:56 (582) 16:06 (537) 14:07 (344)

0:14:34 (439) 0:31:30 (554) 0:48:15 (576) 1:02:59 (511) 1:17:08 (474)
一般の部 (114) 14:34 (439) 16:56 (613) 16:45 (564) 14:44 (333) 14:09 (351)

0:14:50 (471) 0:30:35 (484) 0:46:36 (491) 1:03:00 (513) 1:17:08 (475)
IT企業の部 (361) 14:50 (471) 15:45 (493) 16:01 (483) 16:24 (577) 14:08 (347)

篠崎 功

城所 美和 橋本 和哉

475 276
ルクア

1:17:08
松﨑 創一郎 岡本 しのぶ 降幡 敏 坂井 陽子

福本 加央里 日比野 拓郎 田中 遼太

474 502
チーム恵子

1:17:08
高橋 誠 卜部 基史 今村 恵子

473 758
SFDC Bチーム

1:17:07
茂野 明彦 松浦 杢太郎

斎藤 達矢

472 715
Team 北の国から

1:17:06
小原 健児 菅原 武美 倉内 法浩 塩沼 和紀 木村 和哉

佐藤 庸宏 亀田 勲

471 431
ワンオールシステム

1:17:05
重本 和成 中根 俊行 林 耕平 加藤 卓也

國吉 将太 谷口 晶英 禰津 陽彦

470 244
YRL駅伝部B

1:17:04
青木 学 田中 一平 東海林 奈々子

469 703
道

1:17:03
中島 悠太 四宮 建太朗

片山 光敏

468 551
ヒューテックＤ

1:17:01
稲見 堅太 村越 伸芳 市川 豊 大出 雅也 満田 任祐

足立 卓也 三角 清盛

467 724
SAUNA BAR

1:17:00
佐藤 賢一 遠藤 豪 愛沢 俊幸 本間 啓輔

石井 綾子 瀬下 千江 小林 信吾

466 355
どえす

1:17:00
横小路 実篤 伊藤 美智子 増田 円香

465 580
ぺちゃぺちゃぼいん

1:16:59
小林 由香 鎌田 諭史

深井 幹雄

464 660
Let It Go － B

1:16:52
立野 浩章 野口 直之 三上 真帆 中山 真志 立野浩 章

廣重 桂 安達 信男

463 96
転コンFIRE

1:16:52
木暮 成士 Cook Genevieve 宮川 恵実 重岡陽子

金杉 治 池田 瑠伽 中江 一宏

462 20
第一回から参加チーム

1:16:51
大貫 弘平 山崎 勇輝 加賀美 公一

461 387
Passion @geを世界に!!

1:16:50
上桐 航 武田 直弥

齋藤 匡祐

460 522
Aloha

1:16:49
冨樫 晶子 菅波 幸子 平田 朗子 益満 由香里 松浦 伸子

丸山 渉 三澤 卓也

459 772
KNACKS-B

1:16:47
丸山 智輝 柴田 麻耶 小原 亮一 長坂 達朗

高橋 俊 小坂 洋平 澤 浩平

458 224
箱崎走行会第六営業部

1:16:46
黒田 昭則 中西 俊二 松川 将士

457 486
京都監査法人２

1:16:42
富田 一太郎 三宅 雅也

後藤 賢一

456 227
WARRIORS 001

1:16:41
菅谷 圭輔 谷口 知生 飯島 豊 逢沢 雄也 東海林 正賢

澤田 美帆 杉田 宗一郎

455 38
OIDE-TOUKATSU

1:16:40
中村 睦朗 尾籠 早妃 小嶋 智己 岩上 薫

柴田 理紗 川浦 孝之 瀬東 明人

454 672
皇居ランヨガ＠オーガニック整
体院麹町店 1:16:34

竹内 啓太 大島 亜希子 堀江 圭吾

453 346
チームナイス貝

1:16:33
細貝 康高 仁平 恭代

有井 沙恵

452 757
SOLXYZ RUN DE BEER

1:16:31
綿貫 篤巳 ディーパ クマル 一島 祐一郎 和田 範子 常住 和生

451 653
ＴＥＡＭＯＲＩＸ

1:16:28
吉村 昭宏 堤 里菜 南雲 裕司 今村 圭
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:40 (324) 0:27:52 (250) 0:48:35 (584) 1:03:38 (549) 1:17:11 (476)
IT企業の部 (362) 13:40 (324) 14:12 (274) 20:43 (736) 15:03 (382) 13:33 (281)

0:13:20 (269) 0:29:15 (383) 0:48:41 (594) 1:03:56 (561) 1:17:11 (477)
IT企業の部 (363) 13:20 (269) 15:55 (509) 19:26 (712) 15:15 (415) 13:15 (250)

0:12:50 (197) 0:31:09 (536) 0:45:47 (437) 1:02:19 (480) 1:17:12 (478)
一般の部 (115) 12:50 (197) 18:19 (681) 14:38 (317) 16:32 (584) 14:53 (455)

0:14:43 (460) 0:29:08 (376) 0:43:07 (265) 1:01:29 (445) 1:17:13 (479)
IT企業の部 (364) 14:43 (460) 14:25 (304) 13:59 (215) 18:22 (679) 15:44 (550)

0:14:18 (404) 0:28:34 (320) 0:45:10 (405) 1:01:56 (470) 1:17:14 (480)
IT企業の部 (365) 14:18 (404) 14:16 (286) 16:36 (551) 16:46 (608) 15:18 (497)

0:12:43 (176) 0:27:46 (242) 0:46:16 (474) 1:02:58 (509) 1:17:15 (481)
一般の部 (116) 12:43 (176) 15:03 (403) 18:30 (682) 16:42 (599) 14:17 (372)

0:18:07 (707) 0:32:23 (606) 0:48:57 (611) 1:03:54 (558) 1:17:15 (482)
一般の部 (117) 18:07 (707) 14:16 (287) 16:34 (541) 14:57 (369) 13:21 (257)

0:12:30 (144) 0:30:16 (459) 0:46:22 (479) 0:59:44 (360) 1:17:16 (483)
IT企業の部 (366) 12:30 (144) 17:46 (664) 16:06 (493) 13:22 (162) 17:32 (655)

0:12:42 (174) 0:31:48 (572) 0:47:43 (553) 1:02:25 (486) 1:17:17 (484)
IT企業の部 (367) 12:42 (174) 19:06 (708) 15:55 (474) 14:42 (330) 14:52 (448)

0:16:18 (612) 0:28:55 (356) 0:46:45 (501) 1:03:04 (520) 1:17:18 (485)
一般の部 (118) 16:18 (612) 12:37 (91) 17:50 (651) 16:19 (564) 14:14 (366)

0:16:27 (625) 0:31:20 (547) 0:49:15 (625) 1:02:28 (491) 1:17:18 (486)
一般の部 (119) 16:27 (625) 14:53 (380) 17:55 (655) 13:13 (141) 14:50 (437)

0:15:25 (542) 0:28:43 (330) 0:42:20 (224) 0:59:48 (364) 1:17:18 (487)
IT企業の部 (368) 15:25 (542) 13:18 (157) 13:37 (160) 17:28 (648) 17:30 (653)

0:15:32 (555) 0:28:55 (359) 0:43:36 (298) 0:57:44 (277) 1:17:18 (488)
IT企業の部 (369) 15:32 (555) 13:23 (168) 14:41 (321) 14:08 (248) 19:34 (717)

0:14:54 (481) 0:33:10 (649) 0:47:35 (546) 1:01:52 (465) 1:17:19 (489)
IT企業の部 (370) 14:54 (481) 18:16 (678) 14:25 (283) 14:17 (273) 15:27 (515)

0:14:13 (393) 0:32:59 (639) 0:46:32 (488) 1:01:37 (456) 1:17:24 (490)
一般の部 (120) 14:13 (393) 18:46 (695) 13:33 (150) 15:05 (388) 15:47 (559)

0:13:59 (365) 0:31:30 (555) 0:48:39 (589) 1:01:32 (451) 1:17:24 (491)
IT企業の部 (371) 13:59 (365) 17:31 (647) 17:09 (602) 12:53 (110) 15:52 (566)

0:16:49 (651) 0:30:22 (468) 0:44:20 (363) 0:59:35 (348) 1:17:25 (492)
一般の部 (121) 16:49 (651) 13:33 (184) 13:58 (212) 15:15 (412) 17:50 (665)

0:13:30 (294) 0:27:32 (223) 0:41:51 (199) 1:03:05 (523) 1:17:27 (493)
IT企業の部 (372) 13:30 (294) 14:02 (249) 14:19 (268) 21:14 (727) 14:22 (379)

0:13:39 (320) 0:30:19 (464) 0:47:04 (517) 1:02:22 (485) 1:17:28 (494)
IT企業の部 (373) 13:39 (320) 16:40 (592) 16:45 (566) 15:18 (424) 15:06 (481)

0:13:45 (335) 0:30:02 (436) 0:44:04 (341) 1:00:24 (395) 1:17:30 (495)
IT企業の部 (374) 13:45 (335) 16:17 (548) 14:02 (221) 16:20 (565) 17:06 (638)

0:14:39 (452) 0:30:26 (475) 0:45:48 (438) 1:00:07 (381) 1:17:34 (496)
IT企業の部 (375) 14:39 (452) 15:47 (496) 15:22 (414) 14:19 (280) 17:27 (649)

0:14:21 (412) 0:30:53 (515) 0:45:57 (448) 1:01:59 (473) 1:17:40 (497)
IT企業の部 (376) 14:21 (412) 16:32 (575) 15:04 (368) 16:02 (526) 15:41 (542)

0:13:18 (265) 0:29:07 (373) 0:48:37 (588) 1:04:51 (588) 1:17:40 (498)
一般の部 (122) 13:18 (265) 15:49 (500) 19:30 (715) 16:14 (555) 12:49 (182)

0:12:54 (205) 0:28:09 (279) 0:43:31 (290) 1:03:07 (527) 1:17:42 (499)
IT企業の部 (377) 12:54 (205) 15:15 (438) 15:22 (413) 19:36 (710) 14:35 (406)

0:15:34 (561) 0:30:57 (518) 0:44:46 (384) 1:01:21 (435) 1:17:46 (500)
IT企業の部 (378) 15:34 (561) 15:23 (457) 13:49 (189) 16:35 (591) 16:25 (606)

酒井 修

500 627
チームでべそ

1:17:46
小田 沙緒里 乙丸 幸生 本多 拓人 武内 寛之 白鳥 翔

矢地 いずみ 矢地 孝

499 688
チームT

1:17:42
菅田 仁志 福田 恭子 山本 雄太 油井 浩恵

猿谷 駿 藤森 久美子 戸田 恵梨香

498 354
チーム東郷

1:17:40
中野 博道 吉田 かおり 仁木 大介

497 471
テクノブレーン　2

1:17:40
新井 亜里紗 中宮 邦久人

中山 義人

496 639
FTEC-A

1:17:34
佐野 春基 松本 博之 竹本 祐ニ 菊池 拓郎 天野 正彦

針多 崇行 青木 健太

495 215
intra-mart Accel’s

1:17:30
斎藤 路仁 雨宮 恵子 橋本 佳奈子 青山 直樹

深尾 幸孝（仮） 小林 正典（仮） 福田 和彦

494 344
鶴見会

1:17:28
藤原 規靖 山口 朋子 北原 美由紀

493 786
走るセールスマン！ベテラン編

1:17:27
松木 啓輔 加藤 雅昭

石橋 真樹

492 437
ランナーズ

1:17:25
高原 生 根岸 由香 米原 豊一 國田 桂子 佐藤 大樹

小泉真吾? 森 康之

491 725
JION Inc.

1:17:24
北野 裕介 中森 隆仁 兼元 佳子 糸数 補

平川 真 永井 攝 関 真幸

490 712
風会

1:17:24
友部 泰孝 肥後 睦子 小林 賢二

489 782
パソナテック嵐

1:17:19
鈴木 伸良 椎野 文

式田 和嘉

488 98
テラスカイ・カメ

1:17:18
菊池 一直 裴 世光 上野 貴郎 下川原 章仁 山本 賢拓

宮田 明 田中 晶子

487 528
MTC まいるどヤングチーム

1:17:18
名古屋 翔太 青木 遼太 左近允 祐己 寺元 賢司

井上 等 中村 あや 神保 健一

486 506
JAMA

1:17:18
辻 美保子 深澤 潤次 深澤 颯太

485 475
BarNレギュラー

1:17:18
前田 卓志 松下 ひろし

内田 遼介

484 771
KNACKS-A

1:17:17
菊地 貴寛 飯野 彩香 木下 守克 有冨 栄一 冨山 真吾

小手川 さん 武田 真知子

483 53
マイノリティズ

1:17:16
吉田 康二 三浦 義司 後藤 雅史 阿江 隆之

小澤 泰山 平濱 監祐 木下 可奈子

482 426
A variety of

1:17:15
武井 靖匡 石野 宏治 佐藤 絢香

481 217
みんなの夢AWARD学生事務局

1:17:15
嘉村 崚兵 芦川 佳史

池内 治

480 482
パッション1

1:17:14
石田 耕一 筧 隆太 飯島 光平 九島 慶太 小森 恒良

吉岡 俊哉 田村 雅幸

479 84
アドソルF3000

1:17:13
小野 智史 三保 大地 櫛部 晃博 大井川 千瑛

北西 弘幸 内山 智貴 宇都 修平

478 171
田村ジャパン

1:17:12
天野 恭輔 三輪 峻之 山田 真弓

477 380
ElasticDevSupport2

1:17:11
永田 隆士 松川 由里

476 401
アジルコアA

1:17:11
中山 亮 浅川 敬三 岩田 裕介 宮武 克己 濱 勝巳
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:49 (347) 0:30:44 (503) 0:45:52 (441) 1:01:54 (468) 1:17:47 (501)
IT企業の部 (379) 13:49 (347) 16:55 (611) 15:08 (381) 16:02 (527) 15:53 (568)

0:14:18 (403) 0:29:34 (401) 0:47:35 (547) 1:04:03 (564) 1:17:55 (502)
IT企業の部 (380) 14:18 (403) 15:16 (439) 18:01 (660) 16:28 (583) 13:52 (322)

0:14:26 (425) 0:29:54 (426) 0:45:22 (416) 1:02:38 (497) 1:17:58 (503)
一般の部 (123) 14:26 (425) 15:28 (465) 15:28 (429) 17:16 (636) 15:20 (501)

0:13:32 (298) 0:28:52 (348) 0:47:51 (558) 1:02:25 (487) 1:17:59 (504)
IT企業の部 (381) 13:32 (298) 15:20 (451) 18:59 (695) 14:34 (309) 15:34 (531)

0:18:05 (706) 0:35:22 (698) 0:51:02 (678) 1:03:39 (551) 1:17:59 (505)
IT企業の部 (382) 18:05 (706) 17:17 (638) 15:40 (447) 12:37 (88) 14:20 (377)

0:13:38 (317) 0:32:03 (591) 0:47:08 (519) 1:02:56 (508) 1:18:00 (506)
IT企業の部 (383) 13:38 (317) 18:25 (683) 15:05 (372) 15:48 (488) 15:04 (476)

0:16:25 (620) 0:30:32 (482) 0:49:07 (620) 1:04:31 (577) 1:18:01 (507)
IT企業の部 (384) 16:25 (620) 14:07 (259) 18:35 (685) 15:24 (437) 13:30 (278)

0:17:55 (699) 0:31:52 (579) 0:46:22 (478) 1:02:22 (483) 1:18:02 (508)
一般の部 (124) 17:55 (699) 13:57 (243) 14:30 (294) 16:00 (519) 15:40 (541)

0:14:03 (371) 0:30:13 (450) 0:47:39 (550) 1:01:47 (460) 1:18:03 (509)
IT企業の部 (385) 14:03 (371) 16:10 (539) 17:26 (622) 14:08 (251) 16:16 (598)

0:13:36 (311) 0:30:24 (471) 0:48:10 (572) 1:04:10 (569) 1:18:06 (510)
IT企業の部 (386) 13:36 (311) 16:48 (604) 17:46 (642) 16:00 (520) 13:56 (325)

0:15:33 (558) 0:31:00 (524) 0:49:38 (636) 1:04:28 (576) 1:18:09 (511)
IT企業の部 (387) 15:33 (558) 15:27 (464) 18:38 (688) 14:50 (354) 13:41 (298)

0:14:33 (438) 0:30:38 (487) 0:48:28 (583) 1:06:18 (645) 1:18:09 (512)
IT企業の部 (388) 14:33 (438) 16:05 (528) 17:50 (649) 17:50 (663) 11:51 (62)

0:15:11 (521) 0:30:43 (497) 0:47:28 (541) 1:03:05 (524) 1:18:11 (513)
IT企業の部 (389) 15:11 (521) 15:32 (471) 16:45 (561) 15:37 (461) 15:06 (480)

0:14:37 (450) 0:31:40 (562) 0:45:20 (412) 1:02:59 (510) 1:18:13 (514)
IT企業の部 (390) 14:37 (450) 17:03 (621) 13:40 (171) 17:39 (653) 15:14 (495)

0:16:54 (657) 0:31:45 (568) 0:48:43 (598) 1:04:05 (565) 1:18:14 (515)
IT企業の部 (391) 16:54 (657) 14:51 (369) 16:58 (585) 15:22 (430) 14:09 (350)

0:14:26 (422) 0:33:15 (653) 0:46:29 (485) 1:02:49 (505) 1:18:15 (516)
IT企業の部 (392) 14:26 (422) 18:49 (700) 13:14 (115) 16:20 (566) 15:26 (513)

0:15:08 (512) 0:30:12 (447) 0:47:46 (554) 1:01:55 (469) 1:18:15 (517)
一般の部 (125) 15:08 (512) 15:04 (411) 17:34 (629) 14:09 (254) 16:20 (600)

0:17:35 (691) 0:31:21 (549) 0:45:07 (402) 1:00:43 (406) 1:18:17 (518)
IT企業の部 (393) 17:35 (691) 13:46 (211) 13:46 (181) 15:36 (455) 17:34 (656)

0:13:15 (256) 0:27:01 (180) 0:43:40 (304) 1:00:51 (410) 1:18:18 (519)
IT企業の部 (394) 13:15 (256) 13:46 (212) 16:39 (555) 17:11 (632) 17:27 (650)

0:14:07 (379) 0:28:10 (280) 0:45:38 (428) 1:04:06 (566) 1:18:18 (520)
IT企業の部 (395) 14:07 (379) 14:03 (252) 17:28 (624) 18:28 (683) 14:12 (358)

0:13:33 (304) 0:29:50 (422) 0:48:10 (573) 1:05:16 (606) 1:18:19 (521)
IT企業の部 (396) 13:33 (304) 16:17 (549) 18:20 (668) 17:06 (629) 13:03 (220)

0:14:01 (366) 0:30:49 (509) 0:45:36 (426) 1:02:18 (479) 1:18:21 (522)
一般の部 (126) 14:01 (366) 16:48 (605) 14:47 (332) 16:42 (602) 16:03 (584)

0:12:49 (194) 0:28:33 (319) 0:45:58 (451) 1:05:28 (616) 1:18:22 (523)
IT企業の部 (397) 12:49 (194) 15:44 (489) 17:25 (619) 19:30 (708) 12:54 (190)

0:17:30 (685) 0:31:11 (539) 0:51:03 (680) 1:07:04 (666) 1:18:22 (524)
IT企業の部 (398) 17:30 (685) 13:41 (200) 19:52 (724) 16:01 (522) 11:18 (25)

0:13:31 (296) 0:28:24 (303) 0:41:39 (187) 0:54:55 (142) 1:18:24 (525)
IT企業の部 (399) 13:31 (296) 14:53 (376) 13:15 (117) 13:16 (148) 23:29 (740)

早崎 良 小森谷 俊輔 二松 光
525 761

エレコムミドル
1:18:24

金子 芳人 沢田 幸孝

大塚 高之

524 636
走れ新人！

1:18:22
池田 渉 鈴木 達也 岡澤 篤史 大月 彬子 東 一貴

大森 誠 海貝 幸子

523 525
ゆりかもめで来た

1:18:22
井上 英昭 織田 敏邦 白井 梨沙 田中 明美

冨士越 あゆみ 岡庭 理恵 成瀬 茂

522 219
ワタミフードサービス

1:18:21
久保田 佐智子 小柳 知子 山中 和裕

521 421
ぐるなび皇居ラン部Bチーム

1:18:19
田中 泰博 庄野 幸子

佐橋 隆之

520 450
エムファイブ-5

1:18:18
西田 雅俊 岡田 紗由美 岩波 秀晃 武田　奈津美 久保 恒太

細田 直美 平良 学

519 775
グローバルA

1:18:18
壹添 英臣 宋 書源 川崎 志織 松村 成仁

菊地 ゆかり 加藤 龍一 津田 滋也

518 642
チーム横張

1:18:17
横張 正巳 小林 直紀 平瀬 純

517 248
YRL駅伝部D

1:18:15
西村 幹雄 門脇 優輝

吉田 祐一郎

516 743
ＴＪＫランナーズＢ

1:18:15
福田 泰彦 明吉 征人 大野 真吾 鈴木 久美子 大橋 尚子

松島 弘敏 菅原 要介

515 637
臍で茶を沸かす

1:18:14
長富 咲子 永瀧 一晴 吉田 貴紀 佐藤 智彦

吉山 貴夫 角田 茜 鈴木 宏征

514 270
ちーむSHIFT B

1:18:13
保科 秀之 松山 徹 中村 丈洋

513 370
Team　SAKURA・サクラ・さくら

1:18:11
藤原 義則 一瀬 順子

池田 裕之

512 17
コニカミノルタ-マーケティング本
部 1:18:09

百足  靖 藤井  琢也 小川 陽二郎 日比野 薫 有住 泰信

辻林 良 松井 亮平

511 570
アンチエイジャー5

1:18:09
佐藤 幸宏 大黒 真樹子 向後 京美 大畑 賢二

久保田 元康 斉藤 真紀 奥田 宗夫

510 128
チャンドニ

1:18:06
斎藤 浩介 狩野 哲郎 松本 理

509 76
テ゛ルサフ゜ライチェーンレーシン
ク゛ 1:18:03

角井 貞友 高澤 由香

渋谷 和弘

508 609
剛ウエスト！１

1:18:02
宮部 啓輔 田中 義宏 久髙 一洋 一柳 健 戸谷 雅夫

露峰 美奈 木越 善明

507 145
エアー慶

1:18:01
古家 健介 小林 慶 田村 英則 萬國谷 久美子

長埜 庸子 折原 進 中嶋 俊介

506 655
PHN RUNNIG CLUB  B

1:18:00
瀬戸 晃 野村 明男 中村 芳郎

505 139
Khan’s

1:17:59
カーン イスマイル 水上 瞳

田口 良子

504 573
CTXS C

1:17:59
常吉 太二 石井 聖乃 須藤 学 平井 恵介 横山 龍児

KIM TAEHEE KEUM HYOJUNG

503 460
イケマッチョ

1:17:58
佐々木 阿佳音 宇澤 裕佳里 松本 由美子 竹本 展子

増本 仁 宮谷 司郎 渡部 哲

502 187
VIVA Korea Team

1:17:55
JUNG INKWON PARK JIYOON LEE DONGJIN

501 44
PFU_TeamSmart2014

1:17:47
齋藤 友輝 齋藤 克樹
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:16:33 (638) 0:31:52 (578) 0:47:10 (521) 1:03:29 (543) 1:18:26 (526)
IT企業の部 (400) 16:33 (638) 15:19 (448) 15:18 (401) 16:19 (562) 14:57 (461)

0:14:13 (391) 0:31:53 (581) 0:48:21 (579) 1:04:49 (587) 1:18:26 (527)
IT企業の部 (401) 14:13 (391) 17:40 (655) 16:28 (532) 16:28 (580) 13:37 (291)

0:13:28 (292) 0:26:26 (138) 0:43:40 (303) 1:04:32 (578) 1:18:28 (528)
IT企業の部 (402) 13:28 (292) 12:58 (122) 17:14 (605) 20:52 (722) 13:56 (326)

0:14:41 (454) 0:29:58 (431) 0:47:30 (545) 1:02:05 (474) 1:18:28 (529)
IT企業の部 (403) 14:41 (454) 15:17 (444) 17:32 (627) 14:35 (311) 16:23 (603)

0:14:05 (376) 0:32:12 (601) 0:48:47 (603) 1:03:36 (547) 1:18:29 (530)
一般の部 (127) 14:05 (376) 18:07 (674) 16:35 (546) 14:49 (353) 14:53 (452)

0:16:32 (636) 0:35:07 (693) 0:50:27 (666) 1:05:04 (596) 1:18:30 (531)
IT企業の部 (404) 16:32 (636) 18:35 (689) 15:20 (409) 14:37 (319) 13:26 (265)

0:14:56 (486) 0:28:22 (301) 0:42:40 (243) 1:03:01 (516) 1:18:36 (532)
IT企業の部 (405) 14:56 (486) 13:26 (174) 14:18 (261) 20:21 (719) 15:35 (533)

0:17:22 (676) 0:33:43 (669) 0:48:55 (610) 1:03:08 (529) 1:18:36 (533)
一般の部 (128) 17:22 (676) 16:21 (561) 15:12 (389) 14:13 (264) 15:28 (520)

0:13:32 (300) 0:28:26 (308) 0:49:12 (624) 1:04:00 (563) 1:18:36 (534)
IT企業の部 (406) 13:32 (300) 14:54 (384) 20:46 (737) 14:48 (349) 14:36 (408)

0:15:53 (584) 0:27:57 (258) 0:45:01 (395) 1:01:13 (424) 1:18:38 (535)
IT企業の部 (407) 15:53 (584) 12:04 (54) 17:04 (595) 16:12 (553) 17:25 (648)

0:15:27 (545) 0:29:14 (382) 0:44:21 (365) 1:01:42 (458) 1:18:39 (536)
IT企業の部 (408) 15:27 (545) 13:47 (213) 15:07 (378) 17:21 (639) 16:57 (632)

0:17:34 (690) 0:31:51 (577) 0:46:36 (489) 1:03:04 (519) 1:18:41 (537)
IT企業の部 (409) 17:34 (690) 14:17 (290) 14:45 (327) 16:28 (582) 15:37 (536)

0:14:30 (434) 0:32:33 (611) 0:51:05 (683) 1:05:54 (630) 1:18:43 (538)
IT企業の部 (410) 14:30 (434) 18:03 (672) 18:32 (684) 14:49 (350) 12:49 (181)

0:16:29 (629) 0:31:29 (553) 0:45:40 (431) 1:00:34 (403) 1:18:43 (539)
IT企業の部 (411) 16:29 (629) 15:00 (394) 14:11 (244) 14:54 (363) 18:09 (682)

0:15:50 (577) 0:34:57 (691) 0:49:05 (617) 1:03:15 (535) 1:18:45 (540)
IT企業の部 (412) 15:50 (577) 19:07 (710) 14:08 (236) 14:10 (256) 15:30 (524)

0:14:29 (430) 0:27:18 (209) 0:43:31 (291) 1:00:13 (388) 1:18:48 (541)
一般の部 (129) 14:29 (430) 12:49 (108) 16:13 (506) 16:42 (600) 18:35 (696)

0:17:02 (668) 0:34:23 (679) 0:49:17 (626) 1:05:19 (611) 1:18:49 (542)
IT企業の部 (413) 17:02 (668) 17:21 (641) 14:54 (343) 16:02 (528) 13:30 (277)

0:13:09 (242) 0:30:46 (507) 0:48:24 (582) 1:05:02 (593) 1:18:49 (543)
一般の部 (130) 13:09 (242) 17:37 (654) 17:38 (635) 16:38 (598) 13:47 (306)

0:13:34 (307) 0:27:42 (239) 0:42:53 (254) 0:56:38 (218) 1:18:49 (544)
IT企業の部 (414) 13:34 (307) 14:08 (267) 15:11 (387) 13:45 (199) 22:11 (733)

0:16:09 (602) 0:32:05 (594) 0:52:16 (698) 1:06:50 (660) 1:18:51 (545)
IT企業の部 (415) 16:09 (602) 15:56 (513) 20:11 (733) 14:34 (308) 12:01 (79)

0:15:39 (567) 0:33:10 (648) 0:48:42 (596) 1:05:19 (610) 1:18:52 (546)
IT企業の部 (416) 15:39 (567) 17:31 (646) 15:32 (435) 16:37 (597) 13:33 (282)

0:13:53 (354) 0:28:44 (333) 0:47:11 (524) 1:02:48 (503) 1:18:53 (547)
IT企業の部 (417) 13:53 (354) 14:51 (370) 18:27 (676) 15:37 (460) 16:05 (587)

0:12:37 (165) 0:28:25 (306) 0:44:38 (379) 1:05:54 (631) 1:18:54 (548)
IT企業の部 (418) 12:37 (165) 15:48 (498) 16:13 (507) 21:16 (728) 13:00 (208)

0:14:54 (482) 0:29:58 (430) 0:48:48 (605) 1:05:07 (600) 1:18:54 (549)
IT企業の部 (419) 14:54 (482) 15:04 (408) 18:50 (691) 16:19 (563) 13:47 (305)

0:17:34 (689) 0:31:37 (560) 0:48:35 (585) 1:06:02 (636) 1:18:58 (550)
IT企業の部 (420) 17:34 (689) 14:03 (253) 16:58 (587) 17:27 (646) 12:56 (196)

中 英明 Camacho-Aguilera Rodolfo

朱 寧 近藤 拓 斉藤 凌哉

550 41
インテルと愉快な仲間たち

1:18:58
齋藤 直子 杉浦 剛 中原 るり子

549 529
MTC ローズガーデンチーム

1:18:54
豊田 一樹 古川 彰人

上岡 義敏

548 50
がんばろうチーム

1:18:54
寺島　巧二 両角　善博 西尾　大 露木　陽子 田村　恵

関 亜沙美 小林 愛

547 582
チームアイサイト

1:18:53
小池 利喜 中島　みなみ 菅 彰博 増田 栄二

奈切 晋治 安楽 誠 森田 徹

546 186
システムサポートBCOMチーム

1:18:52
東野 翼 仲澤 紘子 菅野 共孝

545 333
KTS-C

1:18:51
荒木 俊介 小石 大輔

むらかみ まさみ

544 670
桃太郎B

1:18:49
伊奈 憲一郎 大坪 義昌 三ツ井 祥子 田中 カレラ 伊藤 豪一

岡本 悠 柴崎 啓吾

543 364
ランランランA

1:18:49
むらかみ かつみ むらかみ まさき むらかみ かすみ むらかみ みちこ

竹下 太朗 白井 勉 白井 圭子

542 123
Teamリョーヨー

1:18:49
平本 貴之 大川 一夫 橋本 純一

541 579
runners low

1:18:48
金子 孝行 竹下 典子

藤井 英史

540 651
Team Vitals Ⅱ

1:18:45
渡邊 隆之 松下 広知 冨田 倫康 小島 健護 相場 清久

大角 晋也 宮本 望

539 643
チャリティン

1:18:43
佐々木 拓也 石野 貴博 加藤 達哉 岩崎 慶太

神宮寺 政之 高垣 美奈 高原 理彦

538 288
ピーピーピー

1:18:43
稲垣 徹 堀 一彦 大立目 慶太郎

537 149
マチの高原ステーション!

1:18:41
辻 安寿久 大楽 恭平

浦 聖治

536 271
ちーむSHIFT C

1:18:39
大谷 勇樹 高多 宏 水杉 裕太 棚田 純大 水戸 祥

福永 哲也 梅崎 敏広

535 103
オールドチーム

1:18:38
Sahin 田上 利博 久保田 佳子 小林 幸雄

片岡 一臣 小河原 竜三 小河原 哲哉

534 574
CTXS D

1:18:36
伊藤 能一 宮崎 雅子 鈴木 浩介

533 575
ガヤランナー

1:18:36
吉田 正徳 斉藤 良

松下 昇平

532 167
インテルはいってる かーい？

1:18:36
新谷 勉 羽切 崇 竹内 健 大橋 丘実 矢嶋 哲郎

山田 奈央 大森 恵美

531 121
GMOクラウド社長室&コーポレー
ト 1:18:30

田村 美穂利 閑野 倫有 Elchanski Maxim 丸山 毅

野上 香 露木 祐輔 酒井 信義

530 425
ZAISAN

1:18:29
平野 貴之 下山 知徳 松木 康浩

529 358
ハイゆきりん

1:18:28
市川 卓也 榊原 晃太

秋子 英明

528 292
KMBJ　タナピー

1:18:28
斎藤 直貴 倉冨 慎也 西 沙織 棚橋 秀之 須田 淳

佐々木 文寿 山本 有香

527 102
ガチチーム

1:18:26
薮内 智志 幾瀬 綾子 大塚 祐輔 浅野 智恵美

526 259
masasonC

1:18:26
築井 悦子 不破  敬浩 桂川 紗弥佳
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:14:27 (427) 0:29:38 (406) 0:45:58 (449) 1:03:17 (536) 1:19:01 (551)
一般の部 (131) 14:27 (427) 15:11 (425) 16:20 (517) 17:19 (638) 15:44 (552)

0:15:17 (527) 0:33:42 (668) 0:51:04 (682) 1:05:02 (592) 1:19:05 (552)
IT企業の部 (421) 15:17 (527) 18:25 (684) 17:22 (615) 13:58 (227) 14:03 (340)

0:12:53 (202) 0:26:42 (155) 0:46:42 (494) 1:04:43 (583) 1:19:05 (553)
IT企業の部 (422) 12:53 (202) 13:49 (217) 20:00 (729) 18:01 (667) 14:22 (381)

0:13:27 (289) 0:29:56 (429) 0:45:50 (439) 1:03:49 (555) 1:19:08 (554)
IT企業の部 (423) 13:27 (289) 16:29 (569) 15:54 (468) 17:59 (666) 15:19 (498)

0:21:23 (741) 0:35:36 (702) 0:50:05 (654) 1:05:35 (618) 1:19:09 (555)
IT企業の部 (424) 21:23 (741) 14:13 (278) 14:29 (293) 15:30 (446) 13:34 (284)

0:15:55 (587) 0:34:56 (690) 0:49:36 (633) 1:05:06 (599) 1:19:17 (556)
IT企業の部 (425) 15:55 (587) 19:01 (706) 14:40 (318) 15:30 (445) 14:11 (355)

0:14:15 (397) 0:33:21 (660) 0:47:23 (535) 1:06:14 (643) 1:19:20 (557)
IT企業の部 (426) 14:15 (397) 19:06 (709) 14:02 (222) 18:51 (697) 13:06 (229)

0:15:11 (519) 0:30:14 (454) 0:49:38 (635) 1:04:46 (585) 1:19:20 (558)
一般の部 (132) 15:11 (519) 15:03 (404) 19:24 (711) 15:08 (393) 14:34 (405)

0:18:00 (702) 0:30:14 (453) 0:45:39 (430) 1:04:24 (573) 1:19:23 (559)
IT企業の部 (427) 18:00 (702) 12:14 (64) 15:25 (421) 18:45 (690) 14:59 (465)

0:15:37 (564) 0:30:45 (505) 0:45:43 (434) 1:00:11 (386) 1:19:23 (560)
IT企業の部 (428) 15:37 (564) 15:08 (420) 14:58 (350) 14:28 (298) 19:12 (706)

0:14:59 (493) 0:29:41 (410) 0:46:21 (477) 1:03:30 (545) 1:19:24 (561)
IT企業の部 (429) 14:59 (493) 14:42 (351) 16:40 (556) 17:09 (630) 15:54 (570)

0:15:41 (569) 0:33:14 (652) 0:48:39 (590) 1:04:46 (584) 1:19:24 (562)
IT企業の部 (430) 15:41 (569) 17:33 (650) 15:25 (422) 16:07 (539) 14:38 (416)

0:15:11 (517) 0:30:29 (478) 0:44:33 (373) 1:03:18 (539) 1:19:24 (563)
一般の部 (133) 15:11 (517) 15:18 (446) 14:04 (225) 18:45 (689) 16:06 (588)

0:14:46 (464) 0:32:54 (632) 0:50:11 (659) 1:05:43 (624) 1:19:30 (564)
IT企業の部 (431) 14:46 (464) 18:08 (675) 17:17 (612) 15:32 (448) 13:47 (309)

0:15:42 (570) 0:28:44 (332) 0:43:48 (313) 1:05:08 (601) 1:19:33 (565)
IT企業の部 (432) 15:42 (570) 13:02 (129) 15:04 (367) 21:20 (729) 14:25 (387)

0:16:01 (593) 0:30:49 (508) 0:48:06 (569) 1:06:54 (662) 1:19:33 (566)
IT企業の部 (433) 16:01 (593) 14:48 (360) 17:17 (611) 18:48 (693) 12:39 (158)

0:14:37 (447) 0:34:40 (686) 0:49:57 (648) 1:03:04 (521) 1:19:34 (567)
IT企業の部 (434) 14:37 (447) 20:03 (727) 15:17 (399) 13:07 (129) 16:30 (611)

0:14:39 (453) 0:29:51 (423) 0:47:25 (538) 1:03:10 (530) 1:19:36 (568)
IT企業の部 (435) 14:39 (453) 15:12 (429) 17:34 (630) 15:45 (481) 16:26 (607)

0:19:36 (730) 0:36:43 (715) 0:53:36 (711) 1:05:37 (621) 1:19:41 (569)
IT企業の部 (436) 19:36 (730) 17:07 (626) 16:53 (576) 12:01 (40) 14:04 (341)

0:12:55 (208) 0:27:17 (206) 0:44:30 (371) 1:01:18 (428) 1:19:42 (570)
IT企業の部 (437) 12:55 (208) 14:22 (298) 17:13 (604) 16:48 (610) 18:24 (691)

0:13:01 (224) 0:28:02 (266) 0:43:55 (324) 0:59:05 (329) 1:19:43 (571)
IT企業の部 (438) 13:01 (224) 15:01 (397) 15:53 (465) 15:10 (397) 20:38 (729)

0:14:50 (473) 0:30:51 (511) 0:49:45 (642) 1:04:11 (570) 1:19:50 (572)
IT企業の部 (439) 14:50 (473) 16:01 (519) 18:54 (693) 14:26 (295) 15:39 (539)

0:14:35 (443) 0:30:42 (496) 0:47:28 (542) 1:01:33 (452) 1:19:51 (573)
IT企業の部 (440) 14:35 (443) 16:07 (533) 16:46 (568) 14:05 (240) 18:18 (690)

0:15:09 (514) 0:31:57 (585) 0:47:58 (563) 1:04:23 (572) 1:19:52 (574)
一般の部 (134) 15:09 (514) 16:48 (602) 16:01 (482) 16:25 (579) 15:29 (522)

0:14:11 (386) 0:30:36 (485) 0:45:06 (400) 0:59:21 (337) 1:19:53 (575)
IT企業の部 (441) 14:11 (386) 16:25 (565) 14:30 (297) 14:15 (269) 20:32 (728)

稲田 真一

天神 和美 堤 俊之

575 305
ＯＷＬ４８　チームＬ

1:19:53
吉良 誠 鶴田 康裕 中井 学 北 真樹

土生 友来 阿部 賢三 近藤 裕介

574 422
ぽっちゃりーず

1:19:52
服部 美紀 野田 顕義 野元 雅仁

573 628
ニーブレイク

1:19:51
鈴木 俊平 廣瀬 雅和

佐藤 大喜

572 412
チームF

1:19:50
宮永 洋樹 高橋 由紀子 藤田 祥子 吉田 朱里 今吉 優実

佐久間 宏充 飛世 絵梨

571 313
ミツイワ）並木橋Ｂチーム

1:19:43
今井 良一 山崎 透 大木 亜希子 橋本 真一

髙橋 淳 藤原 佳樹 北山陽介

570 11
バリオセキュアチームB

1:19:42
中森 翔太 早川 智彰 高橋 勇貴

569 182
システムサポート基盤チーム

1:19:41
入江 大 石塚 康平

船橋 一樹

568 646
Team ISB 新横浜S2部

1:19:36
安 在伯 下向 博勝 渡部 絢 小俣 翔 関口 正裕

西本 幸代 古瀬 悠人

567 735
チームＭＴ「ＫＮＴ５」

1:19:34
木内 武志 河野 一雄 遠原 拓 倉石 翼

大久保 修一 神崎 健一郎 松坂 謙太郎

566 690
SFDC Aチーム

1:19:33
小池 渚 佐田 浩一 渡邉 日香里

565 174
ウイルスバスターモバイル

1:19:33
藤原 薫 野々下 幸治

佐久間 義弘

564 691
ぐるなびAチーム

1:19:30
黒木 健志 小曽根 緑 宮川 舞子 箱崎 恭子 田中 泰博

小原 美香 安倍 香

563 221
ワタミタクショク1

1:19:24
天野 泰至 皿山 優 永田 豊二 川野 千登世

江口 英則 毛利 実加 久保 紀子

562 433
ドリームチーム

1:19:24
久保 陽子 角元 英里加 本間 佳子

561 698
エスコEGUCHI5

1:19:24
中島 智子 石井 佳織

浅野 祐成

560 35
お田ハーフス

1:19:23
八田 和哉 吉田 徹 山田 章博 半澤 雄二郎 内田 剛

鈴木 智也 鈴木 宏幸

559 492
ケア おじさん ちーむ

1:19:23
須磨 俊雄 砂川 典文 越川 幸祐 才津 正義

保刈 祐希彦 小池 瞳 池端 健太郎

558 246
YRL駅伝部C

1:19:20
藤原 主悦 阿部 裕樹 柴村  幸奈

557 420
チームゆれくる

1:19:20
齋藤 恭平 髙橋 由佳矢

武田 洋輔

556 683
チームだらラン

1:19:17
臼坂 浩 岩谷 恵理子 山崎 亘 渡邉 真喜 亀井 範行

深田 未来人 根岸 昌浩

555 561
ゴーゴー本郷！

1:19:09
三谷 大 中島 拓人 丸林 英樹 谷沢 良史

伊藤 くみ 丸川 由希子 新井 伸朗

554 666
TEAM　Tacty横浜

1:19:08
石塚 亮 川井 成治 古田 亮介

553 85
サラリーマン番長

1:19:05
石井 統 阿部 幸

上本 到

552 330
UOSフレッシュ

1:19:05
石井 裕之 飯田 隼太 宮川 英里 横田 隆 栃内 勇紀

551 296
池袋ジョギング同好会Ｂチーム

1:19:01
田村 洋一 宅間 潔 藤原 正和 太田井 豊
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:43 (332) 0:32:54 (633) 0:48:44 (599) 1:03:54 (559) 1:19:54 (576)
IT企業の部 (442) 13:43 (332) 19:11 (712) 15:50 (456) 15:10 (398) 16:00 (581)

0:16:38 (642) 0:31:53 (582) 0:48:51 (606) 1:04:40 (582) 1:19:59 (577)
IT企業の部 (443) 16:38 (642) 15:15 (437) 16:58 (589) 15:49 (493) 15:19 (499)

0:17:33 (688) 0:31:50 (576) 0:45:59 (453) 1:05:25 (614) 1:20:04 (578)
IT企業の部 (444) 17:33 (688) 14:17 (288) 14:09 (240) 19:26 (705) 14:39 (419)

0:13:25 (278) 0:26:43 (157) 0:42:57 (259) 0:57:26 (259) 1:20:04 (579)
IT企業の部 (445) 13:25 (278) 13:18 (156) 16:14 (508) 14:29 (299) 22:38 (734)

0:13:01 (225) 0:30:14 (455) 0:48:35 (586) 1:03:13 (532) 1:20:05 (580)
IT企業の部 (446) 13:01 (225) 17:13 (633) 18:21 (670) 14:38 (322) 16:52 (631)

0:17:28 (681) 0:34:43 (689) 0:48:40 (592) 1:03:25 (540) 1:20:10 (581)
一般の部 (135) 17:28 (681) 17:15 (635) 13:57 (208) 14:45 (340) 16:45 (625)

0:13:30 (295) 0:32:53 (630) 0:49:27 (629) 1:07:24 (674) 1:20:11 (582)
IT企業の部 (447) 13:30 (295) 19:23 (717) 16:34 (542) 17:57 (664) 12:47 (176)

0:19:47 (732) 0:36:35 (714) 0:52:57 (707) 1:06:22 (647) 1:20:12 (583)
IT企業の部 (448) 19:47 (732) 16:48 (603) 16:22 (522) 13:25 (169) 13:50 (318)

0:14:03 (370) 0:28:27 (311) 0:45:04 (396) 1:05:03 (594) 1:20:12 (584)
IT企業の部 (449) 14:03 (370) 14:24 (301) 16:37 (552) 19:59 (713) 15:09 (484)

0:16:52 (654) 0:32:57 (635) 0:49:00 (616) 1:05:12 (604) 1:20:12 (585)
IT企業の部 (450) 16:52 (654) 16:05 (527) 16:03 (486) 16:12 (550) 15:00 (469)

0:16:21 (616) 0:31:19 (544) 0:46:42 (495) 1:03:17 (538) 1:20:14 (586)
IT企業の部 (451) 16:21 (616) 14:58 (389) 15:23 (416) 16:35 (594) 16:57 (633)

0:14:08 (381) 0:32:50 (628) 0:49:57 (650) 1:05:20 (612) 1:20:15 (587)
IT企業の部 (452) 14:08 (381) 18:42 (693) 17:07 (598) 15:23 (432) 14:55 (458)

0:18:01 (703) 0:34:41 (687) 0:48:44 (600) 1:04:55 (590) 1:20:20 (588)
一般の部 (136) 18:01 (703) 16:40 (591) 14:03 (224) 16:11 (548) 15:25 (510)

0:16:53 (655) 0:33:30 (663) 0:50:11 (658) 1:05:52 (629) 1:20:22 (589)
IT企業の部 (453) 16:53 (655) 16:37 (585) 16:41 (557) 15:41 (469) 14:30 (398)

0:13:35 (309) 0:31:11 (538) 0:48:05 (567) 1:04:48 (586) 1:20:25 (590)
一般の部 (137) 13:35 (309) 17:36 (652) 16:54 (577) 16:43 (604) 15:37 (534)

0:16:08 (601) 0:32:43 (620) 0:49:06 (619) 1:04:59 (591) 1:20:25 (591)
IT企業の部 (454) 16:08 (601) 16:35 (581) 16:23 (525) 15:53 (504) 15:26 (514)

0:13:32 (299) 0:31:49 (573) 0:48:21 (580) 1:05:05 (598) 1:20:29 (592)
IT企業の部 (455) 13:32 (299) 18:17 (679) 16:32 (538) 16:44 (605) 15:24 (507)

0:13:52 (351) 0:31:43 (566) 0:46:40 (492) 1:03:45 (553) 1:20:31 (593)
IT企業の部 (456) 13:52 (351) 17:51 (669) 14:57 (348) 17:05 (628) 16:46 (627)

0:15:05 (508) 0:30:09 (443) 0:46:45 (499) 1:02:50 (506) 1:20:32 (594)
一般の部 (138) 15:05 (508) 15:04 (410) 16:36 (549) 16:05 (534) 17:42 (660)

0:18:02 (704) 0:32:12 (600) 0:48:47 (602) 1:06:49 (659) 1:20:37 (595)
IT企業の部 (457) 18:02 (704) 14:10 (268) 16:35 (545) 18:02 (668) 13:48 (312)

0:12:35 (160) 0:27:06 (187) 0:43:21 (280) 1:06:22 (649) 1:20:38 (596)
一般の部 (139) 12:35 (160) 14:31 (320) 16:15 (512) 23:01 (742) 14:16 (369)

0:15:14 (525) 0:35:32 (700) 0:50:18 (662) 1:04:53 (589) 1:20:38 (597)
IT企業の部 (458) 15:14 (525) 20:18 (730) 14:46 (329) 14:35 (312) 15:45 (556)

0:16:10 (604) 0:31:49 (574) 0:47:53 (559) 1:06:06 (641) 1:20:44 (598)
IT企業の部 (459) 16:10 (604) 15:39 (480) 16:04 (489) 18:13 (673) 14:38 (417)

0:13:40 (325) 0:28:45 (335) 0:46:05 (460) 1:01:30 (449) 1:20:46 (599)
IT企業の部 (460) 13:40 (325) 15:05 (413) 17:20 (614) 15:25 (439) 19:16 (708)

0:16:26 (624) 0:30:46 (506) 0:46:10 (465) 1:04:36 (581) 1:20:46 (600)
IT企業の部 (461) 16:26 (624) 14:20 (296) 15:24 (417) 18:26 (681) 16:10 (594)

管野 則幸

600 659
Let　It Go － A

1:20:46
南口 泰宏 河村 賢 鹿毛 智弘 津島 裕之 南口泰 宏

高田 華代 寺田 直人

599 339
メルコム陸連B

1:20:46
柳 浩市 荒井 栄治 篠原 公和 澁谷 育夫

増田 光裕 小松 正 稲村 剛

598 209
FCS&ISI連合

1:20:44
小山 烈矢 小川 敦司 内山 一紀

597 740
EPS本気（マジ）チーム

1:20:38
齋藤 敬介 コールマン マイケル

大塚 愛子

596 222
ワタミタクショク2

1:20:38
笠原 祥子 木佐貫 靖人 小林 三恵 藤田 瑞恵 佐々木 純一

下島 淳 仁科 建人

595 83
アドソルF1

1:20:37
岩崎 洋一 下村 洋介 向井 浩司 田窪 直子

武長 靖也 栗田 茉奈 田川 雄一

594 204
FDAB

1:20:32
粉生 守 安藤 雅俊 石塚 弘基

593 762
エレコムラージ

1:20:31
中口 大紀 山本 浩司

上野 智久

592 748
GMOinternet 陸上部

1:20:29
安田 昌史 金杉 貴仁 牧野 まさみ 橋本 真理子 鈴木 諭

鈴木 勝洋 林 一茂

591 233
テクノブレーン 望月組

1:20:25
望月 健司 千住 泰之 西崎 仁 山本 健太郎

菊池 茂 林 亮太 桂原 隆朗

590 203
FDAA

1:20:25
坂田 浩次 島 佳代子 西村 歩

589 647
Team ISB 甲府

1:20:22
藤本 孝治 秋山 正樹

木村 祐一

588 461
スコマッチョ

1:20:20
田中 光子 富田 華子 大貫 梨沙 清水 亜弥子 鈴木 聖子

三浦 陽一郎 梶原 康男

587 773
KNACKS-C

1:20:15
村上 義明 中尾 武史 小松原 宏祐 岩穴口 直

照屋 大地 吉山 健太 高山 純一

586 78
DELL 民名書房

1:20:14
太田 陽 寺尾 司 沢圦  圭伍

585 500
CLINKSランニング部B

1:20:12
高橋 類 川原田 凌

熊谷 寿幸

584 228
WARRIORS 002

1:20:12
篠原 靖 久田 恭平 石川 裕美 矢野 涼介 豊原 正也

レーホアン クアンミン 上岡 正和

583 273
CoolなボーイとCuteなガール達

1:20:12
柳澤 俊輔 篠原 沙織 三鬼 智子 下妻 季可

後藤  孝之 楠本  朋大 満田 愛

582 770
Chasing Rainbows

1:20:11
ラジャ ティミリシナ 阿久根 まり ホー ヴァンホン

581 216
あ☆く☆せ☆り☆あ

1:20:10
平野 仁美 岩田　真理子

安本 幸史

580 212
理経もっちもち？

1:20:05
富田 誉 渡邊 晴香 宮澤 あゆみ 寺尾 圭太 鈴木 雅人

関根 文徳 青山 満

579 117
memory than record

1:20:04
徳久 彰 能勢 和幸 荘司 日奈子 土屋 修

市川 公之 松野 弘喜 川上 裕司

578 201
Mr.GMOクラウド&営業部

1:20:04
狩野 恵実 山田 裕一 伊藤 摩衣子

577 633
釜田恋始めたよ

1:19:59
中原 颯一郎 釜田 寛之

576 106
TJ-Aチーム

1:19:54
石崎 治 石崎 睦美 田　超 中山 真秀 宮田 日出男
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:13:09 (244) 0:28:23 (302) 0:43:48 (314) 0:57:25 (258) 1:20:47 (601)
IT企業の部 (462) 13:09 (244) 15:14 (435) 15:25 (420) 13:37 (189) 23:22 (739)

0:15:53 (585) 0:32:56 (634) 0:48:57 (612) 1:04:36 (580) 1:20:50 (602)
IT企業の部 (463) 15:53 (585) 17:03 (622) 16:01 (484) 15:39 (465) 16:14 (597)

0:21:33 (742) 0:36:27 (712) 0:50:04 (653) 1:05:18 (609) 1:20:51 (603)
IT企業の部 (464) 21:33 (742) 14:54 (383) 13:37 (162) 15:14 (408) 15:33 (529)

0:15:25 (541) 0:30:16 (458) 0:48:44 (601) 1:05:43 (626) 1:20:53 (604)
IT企業の部 (465) 15:25 (541) 14:51 (368) 18:28 (681) 16:59 (621) 15:10 (486)

0:16:14 (609) 0:32:34 (613) 0:52:45 (705) 1:06:27 (652) 1:20:55 (605)
IT企業の部 (466) 16:14 (609) 16:20 (560) 20:11 (734) 13:42 (196) 14:28 (393)

0:14:47 (465) 0:31:36 (559) 0:50:37 (668) 1:04:25 (574) 1:20:56 (606)
IT企業の部 (467) 14:47 (465) 16:49 (606) 19:01 (697) 13:48 (209) 16:31 (613)

0:16:43 (648) 0:33:01 (641) 0:47:10 (523) 1:03:07 (525) 1:20:57 (607)
IT企業の部 (468) 16:43 (648) 16:18 (552) 14:09 (239) 15:57 (515) 17:50 (666)

0:15:45 (573) 0:32:04 (593) 0:49:31 (631) 1:05:23 (613) 1:21:00 (608)
IT企業の部 (469) 15:45 (573) 16:19 (559) 17:27 (623) 15:52 (501) 15:37 (535)

0:16:25 (623) 0:37:51 (729) 0:52:42 (704) 1:07:12 (672) 1:21:01 (609)
IT企業の部 (470) 16:25 (623) 21:26 (736) 14:51 (339) 14:30 (303) 13:49 (316)

0:14:31 (436) 0:30:40 (489) 0:50:16 (660) 1:06:21 (646) 1:21:03 (610)
一般の部 (140) 14:31 (436) 16:09 (538) 19:36 (719) 16:05 (536) 14:42 (425)

0:15:05 (507) 0:30:19 (465) 0:45:56 (447) 1:01:52 (466) 1:21:15 (611)
IT企業の部 (471) 15:05 (507) 15:14 (434) 15:37 (443) 15:56 (512) 19:23 (714)

0:13:55 (358) 0:27:46 (243) 0:44:48 (389) 1:07:26 (676) 1:21:15 (612)
IT企業の部 (472) 13:55 (358) 13:51 (225) 17:02 (594) 22:38 (737) 13:49 (315)

0:16:57 (663) 0:31:04 (528) 0:51:00 (676) 1:05:17 (607) 1:21:15 (613)
IT企業の部 (473) 16:57 (663) 14:07 (260) 19:56 (727) 14:17 (272) 15:58 (576)

0:14:58 (492) 0:30:10 (446) 0:46:46 (504) 1:05:36 (619) 1:21:21 (614)
IT企業の部 (474) 14:58 (492) 15:12 (430) 16:36 (550) 18:50 (696) 15:45 (554)

0:14:57 (490) 0:29:43 (414) 0:49:19 (627) 1:08:39 (691) 1:21:21 (615)
IT企業の部 (475) 14:57 (490) 14:46 (356) 19:36 (720) 19:20 (703) 12:42 (165)

0:17:56 (700) 0:32:48 (626) 0:47:24 (536) 1:05:43 (625) 1:21:25 (616)
IT企業の部 (476) 17:56 (700) 14:52 (374) 14:36 (313) 18:19 (677) 15:42 (545)

0:15:59 (590) 0:36:06 (708) 0:49:45 (643) 1:07:17 (673) 1:21:26 (617)
IT企業の部 (477) 15:59 (590) 20:07 (728) 13:39 (169) 17:32 (650) 14:09 (349)

0:16:30 (633) 0:33:13 (651) 0:47:43 (552) 1:01:37 (455) 1:21:26 (618)
IT企業の部 (478) 16:30 (633) 16:43 (594) 14:30 (295) 13:54 (220) 19:49 (719)

0:18:08 (708) 0:30:43 (499) 0:47:03 (516) 1:02:34 (495) 1:21:27 (619)
一般の部 (141) 18:08 (708) 12:35 (88) 16:20 (518) 15:31 (447) 18:53 (699)

0:16:30 (632) 0:31:57 (586) 0:48:53 (608) 1:07:05 (667) 1:21:29 (620)
IT企業の部 (479) 16:30 (632) 15:27 (463) 16:56 (580) 18:12 (672) 14:24 (386)

0:12:49 (192) 0:28:43 (329) 0:47:14 (526) 1:03:30 (544) 1:21:29 (621)
IT企業の部 (480) 12:49 (192) 15:54 (507) 18:31 (683) 16:16 (560) 17:59 (671)

0:17:32 (687) 0:30:52 (513) 0:47:24 (537) 1:03:26 (541) 1:21:31 (622)
IT企業の部 (481) 17:32 (687) 13:20 (160) 16:32 (539) 16:02 (525) 18:05 (678)

0:16:53 (656) 0:28:59 (363) 0:43:35 (296) 1:03:28 (542) 1:21:35 (623)
一般の部 (142) 16:53 (656) 12:06 (56) 14:36 (314) 19:53 (712) 18:07 (679)

0:18:38 (717) 0:36:18 (711) 0:54:08 (718) 1:07:43 (680) 1:21:35 (624)
IT企業の部 (482) 18:38 (717) 17:40 (658) 17:50 (650) 13:35 (186) 13:52 (321)

0:15:11 (522) 0:32:02 (590) 0:48:53 (607) 1:07:47 (682) 1:21:36 (625)
IT企業の部 (483) 15:11 (522) 16:51 (607) 16:51 (572) 18:54 (700) 13:49 (314)

宮坂 景子 余田 京子 三宅 唯美香
625 416

日立ＩＣＴ　女子組
1:21:36

泉 智子 大村 奈々

宮下 清枝

624 241
リッキーズ

1:21:35
岡崎 祐至 八木 沢望 山本 皓也 篠原 綾子 日高 嘉信

長井 真由美 ジョン スヒョン

623 578
亀有B

1:21:35
安逹 和彦 林 勇太 安逹 かおり 木村 健二

宮下 省吾 鈴木 愛恵 織田 快

622 732
でこぽん☆といっしょ

1:21:31
東 隆宏 谷口 慎太郎 ド フックアン

621 527
チームじゃがバタポテト

1:21:29
綿引 俊平 相馬 寿

進士 益輝

620 630
へそは武士の魂

1:21:29
大場 由紀子 溝口 正明 永井 宏仁 白石 直也 高田 裕二

橋本 優治 楠原 武志

619 553
シモン　タートルズ

1:21:27
永井 琢也 利岡 和範 熊井 忠 坪井 良夫

吉谷 宏太 林 しおり 野口 正明

618 631
へそを曲げる

1:21:26
杉山 彩華 佐々木 俊彦 齋藤 勲

617 279
東京社会人選抜(オアソビ)

1:21:26
四倉 一樹 奥田 佳菜恵

松浦 崇

616 453
笑らKEL

1:21:25
梶浦 洋史 青山 眞理 加藤 靖則 梶浦 志織 原 豊彦

押田 有加 袴田 淳

615 341
Ascentech

1:21:21
ロッシ セリオ 佐藤 正信 小川 剛史 秋池 信也

新井 智加 坂口 勝輝 飯森 栄治

614 223
箱崎走行会第五営業部

1:21:21
押 尚利 山本 真由 岩川 智恵

613 347
チームオータケ（電子版）

1:21:15
大谷 徹 土田 真望子

藤田 和史

612 565
KMS2(チームA）

1:21:15
佐藤 誠良 足立 広之 今村 真由美 室屋 俊裕 斎藤 知彦

堀内 菜摘 成川 真一

611 673
CommVault Team A

1:21:15
大越 大造 常松 弘樹 大浦 達 斉藤 則

澤村 亨 早川 敏之 田中 敏文

610 543
ライフ　2

1:21:03
石渡 佳奈子 渡邉 瑞穂 朴 亨健

609 65
オレンジアーチ チームC

1:21:01
鈴木 甫 小林 正樹

西沢 悠花

608 635
親父の星

1:21:00
竹内 景 長谷川 昇 松川 智大 木村 健 神藤 裕紀

松田 洋介 小島 利貴

607 513
チームしのざき＠SIS

1:20:57
篠崎 正継 小林 千明 夫津木 瑠里 神林 志帆

柳田 直紀 丸山 和幸 福山 望夢

606 255
TEAM★DOJO

1:20:56
三川  公輔 長島 ちえみ 小安 しのぶ

605 382
FMランナーZ

1:20:55
満田 貴昭 猪原 孝次

河合 幸太郎

604 55
チームKTC

1:20:53
桑木 健介 西海 康弘 笹野 敏之 伏見 裕介 古石 雄揮

三嶽 美幸 石田 奈緒

603 505
softvision runner'sB

1:20:51
望月 稍 尾原 智彦 北谷 潤也 山田 聡

前田 晶子 小原 裕弥 市川 忠良

602 717
狂喜RUN部

1:20:50
高橋 大明 日下 陽平 喜多村 祐介

601 214
イッツコム・チームITB

1:20:47
新貝 文将 武部 雄一郎
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:16:01 (595) 0:30:53 (514) 0:47:28 (543) 1:03:39 (552) 1:21:36 (626)
IT企業の部 (484) 16:01 (595) 14:52 (373) 16:35 (547) 16:11 (549) 17:57 (669)

0:14:42 (456) 0:30:50 (510) 0:46:41 (493) 1:05:34 (617) 1:21:37 (627)
IT企業の部 (485) 14:42 (456) 16:08 (536) 15:51 (458) 18:53 (699) 16:03 (585)

0:17:59 (701) 0:36:56 (718) 0:54:01 (716) 1:09:17 (697) 1:21:39 (628)
一般の部 (143) 17:59 (701) 18:57 (703) 17:05 (596) 15:16 (420) 12:22 (116)

0:16:06 (600) 0:30:43 (500) 0:46:10 (466) 1:07:11 (671) 1:21:39 (629)
IT企業の部 (486) 16:06 (600) 14:37 (334) 15:27 (426) 21:01 (724) 14:28 (394)

0:14:30 (435) 0:31:06 (530) 0:48:04 (565) 1:03:00 (515) 1:21:40 (630)
IT企業の部 (487) 14:30 (435) 16:36 (582) 16:58 (586) 14:56 (367) 18:40 (698)

0:16:05 (599) 0:32:12 (599) 0:50:51 (674) 1:08:59 (693) 1:21:42 (631)
IT企業の部 (488) 16:05 (599) 16:07 (532) 18:39 (689) 18:08 (671) 12:43 (168)

0:18:20 (711) 0:33:34 (664) 0:49:41 (638) 1:05:39 (623) 1:21:44 (632)
一般の部 (144) 18:20 (711) 15:14 (436) 16:07 (494) 15:58 (517) 16:05 (586)

0:17:36 (692) 0:32:58 (636) 0:49:44 (641) 1:05:58 (634) 1:21:49 (633)
IT企業の部 (489) 17:36 (692) 15:22 (454) 16:46 (567) 16:14 (557) 15:51 (562)

0:17:42 (697) 0:32:34 (614) 0:49:28 (630) 1:06:05 (638) 1:21:50 (634)
IT企業の部 (490) 17:42 (697) 14:52 (375) 16:54 (578) 16:37 (596) 15:45 (555)

0:14:21 (410) 0:33:26 (661) 0:49:51 (644) 1:06:24 (651) 1:21:51 (635)
IT企業の部 (491) 14:21 (410) 19:05 (707) 16:25 (528) 16:33 (588) 15:27 (516)

0:15:58 (589) 0:31:39 (561) 0:47:16 (529) 1:03:38 (550) 1:21:52 (636)
IT企業の部 (492) 15:58 (589) 15:41 (485) 15:37 (440) 16:22 (571) 18:14 (688)

0:17:29 (683) 0:33:47 (670) 0:50:00 (651) 1:04:09 (568) 1:21:53 (637)
IT企業の部 (493) 17:29 (683) 16:18 (555) 16:13 (505) 14:09 (253) 17:44 (663)

0:13:23 (276) 0:31:19 (546) 0:48:11 (574) 1:02:37 (496) 1:21:58 (638)
IT企業の部 (494) 13:23 (276) 17:56 (671) 16:52 (574) 14:26 (292) 19:21 (713)

0:14:43 (458) 0:33:11 (650) 0:46:36 (490) 1:02:51 (507) 1:22:00 (639)
IT企業の部 (495) 14:43 (458) 18:28 (685) 13:25 (137) 16:15 (558) 19:09 (704)

0:15:19 (531) 0:30:13 (451) 0:46:42 (497) 1:02:33 (494) 1:22:02 (640)
IT企業の部 (496) 15:19 (531) 14:54 (385) 16:29 (535) 15:51 (496) 19:29 (716)

0:16:54 (658) 0:33:52 (672) 0:53:38 (712) 1:06:22 (648) 1:22:03 (641)
IT企業の部 (497) 16:54 (658) 16:58 (614) 19:46 (723) 12:44 (98) 15:41 (543)

0:15:22 (534) 0:32:23 (605) 0:46:14 (470) 1:07:38 (679) 1:22:04 (642)
IT企業の部 (498) 15:22 (534) 17:01 (619) 13:51 (193) 21:24 (731) 14:26 (389)

0:18:37 (716) 0:37:26 (725) 0:53:43 (715) 1:09:11 (695) 1:22:06 (643)
IT企業の部 (499) 18:37 (716) 18:49 (698) 16:17 (513) 15:28 (444) 12:55 (192)

0:16:03 (596) 0:30:44 (502) 0:53:32 (710) 1:06:56 (663) 1:22:08 (644)
IT企業の部 (500) 16:03 (596) 14:41 (348) 22:48 (743) 13:24 (165) 15:12 (488)

0:18:53 (721) 0:35:49 (705) 0:51:58 (694) 1:06:17 (644) 1:22:08 (645)
IT企業の部 (501) 18:53 (721) 16:56 (612) 16:09 (497) 14:19 (279) 15:51 (563)

0:12:18 (122) 0:25:27 (96) 0:42:32 (236) 1:05:17 (608) 1:22:09 (646)
IT企業の部 (502) 12:18 (122) 13:09 (142) 17:05 (597) 22:45 (740) 16:52 (630)

0:14:16 (400) 0:34:25 (683) 0:50:02 (652) 1:07:25 (675) 1:22:16 (647)
IT企業の部 (503) 14:16 (400) 20:09 (729) 15:37 (442) 17:23 (643) 14:51 (444)

0:15:23 (537) 0:31:31 (556) 0:50:28 (667) 1:06:05 (639) 1:22:18 (648)
IT企業の部 (504) 15:23 (537) 16:08 (535) 18:57 (694) 15:37 (459) 16:13 (595)

0:15:18 (529) 0:29:00 (366) 0:48:05 (568) 1:04:08 (567) 1:22:25 (649)
IT企業の部 (505) 15:18 (529) 13:42 (203) 19:05 (698) 16:03 (529) 18:17 (689)

0:19:33 (728) 0:35:18 (697) 0:50:26 (663) 1:06:41 (657) 1:22:27 (650)
一般の部 (145) 19:33 (728) 15:45 (494) 15:08 (380) 16:15 (559) 15:46 (557)

中嶋 孝司 福岡 麻子

中村 俊一 笠井 将太 戸村 泰則

650 423
GARIES

1:22:27
黄 世揚 中津 智子 佐々木 貴浩

649 176
ブラックサンダース

1:22:25
田中 啓介 福嶋 悠

小林 拓矢

648 468
AIS(期待の新人)

1:22:18
松沼 高嶺 深山 幸司 市村 拓也 小島 亮太 神野 龍一

Yusoff Zamfury 小林  正典

647 601
FUZZⅡ

1:22:16
池谷 聡 綿貫 祐三郎 相良 雄介 高橋 桃子

長友 武士 筧 和郎 丹羽 雄太

646 69
デル 12モンキーズ!

1:22:09
服部 亮 望月 洋 上田 昌明

645 566
KMS2(チームB）

1:22:08
成瀬 祐貴 栗栖 遼平

佐藤 豊

644 9
☆チームSUGAR☆

1:22:08
佐藤 聡子 石橋 史啓 佐竹 祐史 中原 新平 中嶋 正生

大嶋 英生 斉藤 秀明

643 614
DKP

1:22:06
竹田 智昭 熊谷 美之 深澤 裕彦 萩野谷 周一

小寺 亜紗美 中西 卓也 関根 悠介

642 737
A40's

1:22:04
藤井 崇文 波木井 孝則 宮崎 順

641 707
sem u40

1:22:03
石野 歩 天本 陽子

林 宏明

640 349
チーム　ケセ・ラ・セラ

1:22:02
伊藤 祐太 齋藤 貴文 大町 雄一 神田 健太郎 新井 滋

村井 和日子 森本 光弘

639 427
えどむらさきＡ

1:22:00
牛尾 信介 栃木 優佑 椎熊 裕一 飯塚 美和

古賀 信二 楠本 亮 鷲見 和則

638 728
チーム マーガリン

1:21:58
曲渕 亮 清水 あきこ ガラブザ ウメス

637 175
ウイルスバスタークラウド

1:21:53
長畑 かおり 山岸 昌樹

井上 祐司

636 129
Route 14

1:21:52
森谷 智行 井口 琢也 村野 太郎 村田 祐樹 奥岡 古都子

満吉 順一 竹内 庸浩

635 185
システムサポートエンジョイ14s!

1:21:51
冨田 信 諏訪 多喜子 土屋 輝之 高杉 和美

横田 美恵子 武田  奈緒子 岡崎 桃子

634 618
いのちともしび

1:21:50
森岡 恭市 相川 貴志 高倉 修治

633 73
デル しおしお

1:21:49
塩澤 栄一 後藤 和美

目黒 立真

632 547
たぬきーず

1:21:44
鈴木 碧 加藤 正樹 佐藤 義典 松尾 康正 小澤 俊一郎

若松 伸幸 大畑 陽一

631 282
エリザベス女王杯

1:21:42
関根 久仁子 島崎 文聡 広瀬 ゆか 西村 緑

田村 正一 松本 裕志 大川 庄一郎

630 208
FCS野球部

1:21:40
松山 忠敬 兼田 裕司 芥子 大樹

629 70
デルよ、デルデル～

1:21:39
高橋 明 中尾 行広

飯室 昭一

628 542
ライフ　1

1:21:39
渡辺 峰央 宇野 有里加 石渡 理恵 上田 瑠星 大野 真

森 将治 竹村 康宏

627 375
FCSL-L

1:21:37
加藤 雅史 西川 宗男 小林 健一 松田 真一

626 634
顔面達磨大師

1:21:36
山川 尚茂 志村 公弥 羽村 大地
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:30 (550) 0:32:51 (629) 0:51:59 (695) 1:06:57 (664) 1:22:29 (651)
IT企業の部 (506) 15:30 (550) 17:21 (640) 19:08 (701) 14:58 (370) 15:32 (527)

0:15:43 (571) 0:35:11 (696) 0:52:26 (701) 1:05:55 (632) 1:22:31 (652)
IT企業の部 (507) 15:43 (571) 19:28 (718) 17:15 (607) 13:29 (177) 16:36 (617)

0:15:51 (580) 0:32:16 (602) 0:50:08 (657) 1:06:10 (642) 1:22:31 (653)
IT企業の部 (508) 15:51 (580) 16:25 (564) 17:52 (652) 16:02 (524) 16:21 (602)

0:18:27 (713) 0:36:07 (709) 0:52:03 (696) 1:08:03 (685) 1:22:32 (654)
IT企業の部 (509) 18:27 (713) 17:40 (656) 15:56 (476) 16:00 (521) 14:29 (397)

0:15:53 (583) 0:32:40 (616) 0:47:15 (528) 1:06:04 (637) 1:22:33 (655)
IT企業の部 (510) 15:53 (583) 16:47 (601) 14:35 (311) 18:49 (694) 16:29 (610)

0:14:05 (375) 0:34:29 (684) 0:50:08 (656) 1:05:09 (602) 1:22:36 (656)
IT企業の部 (511) 14:05 (375) 20:24 (732) 15:39 (446) 15:01 (374) 17:27 (651)

0:15:18 (530) 0:29:51 (424) 0:49:57 (649) 1:06:32 (656) 1:22:39 (657)
IT企業の部 (512) 15:18 (530) 14:33 (323) 20:06 (732) 16:35 (593) 16:07 (590)

0:16:50 (652) 0:33:07 (645) 0:50:43 (671) 1:06:31 (655) 1:22:40 (658)
IT企業の部 (513) 16:50 (652) 16:17 (550) 17:36 (632) 15:48 (490) 16:09 (592)

0:14:36 (445) 0:36:45 (717) 0:51:03 (681) 1:06:41 (658) 1:22:40 (659)
IT企業の部 (514) 14:36 (445) 22:09 (741) 14:18 (262) 15:38 (463) 15:59 (578)

0:17:18 (674) 0:33:30 (662) 0:51:07 (684) 1:07:10 (669) 1:22:40 (660)
IT企業の部 (515) 17:18 (674) 16:12 (541) 17:37 (633) 16:03 (530) 15:30 (523)

0:14:44 (462) 0:33:06 (644) 0:49:55 (646) 1:05:37 (622) 1:22:44 (661)
IT企業の部 (516) 14:44 (462) 18:22 (682) 16:49 (571) 15:42 (473) 17:07 (639)

0:14:23 (416) 0:33:42 (667) 0:48:42 (597) 1:03:37 (548) 1:22:55 (662)
IT企業の部 (517) 14:23 (416) 19:19 (714) 15:00 (357) 14:55 (365) 19:18 (709)

0:15:48 (576) 0:30:56 (517) 0:51:46 (692) 1:05:14 (605) 1:22:58 (663)
IT企業の部 (518) 15:48 (576) 15:08 (421) 20:50 (738) 13:28 (176) 17:44 (662)

0:13:38 (315) 0:39:18 (736) 0:54:59 (722) 1:11:03 (713) 1:23:01 (664)
IT企業の部 (519) 13:38 (315) 25:40 (746) 15:41 (450) 16:04 (531) 11:58 (75)

0:17:08 (672) 0:33:00 (640) 0:49:31 (632) 1:04:34 (579) 1:23:02 (665)
IT企業の部 (520) 17:08 (672) 15:52 (505) 16:31 (536) 15:03 (384) 18:28 (692)

0:14:53 (478) 0:31:53 (580) 0:47:58 (562) 1:06:31 (654) 1:23:05 (666)
一般の部 (146) 14:53 (478) 17:00 (618) 16:05 (490) 18:33 (685) 16:34 (615)

0:16:10 (605) 0:35:09 (694) 0:51:28 (688) 1:06:51 (661) 1:23:07 (667)
IT企業の部 (521) 16:10 (605) 18:59 (704) 16:19 (516) 15:23 (433) 16:16 (599)

0:22:20 (745) 0:36:15 (710) 0:52:17 (699) 1:09:28 (698) 1:23:15 (668)
IT企業の部 (522) 22:20 (745) 13:55 (238) 16:02 (485) 17:11 (633) 13:47 (308)

0:16:22 (617) 0:36:44 (716) 0:55:37 (730) 1:09:42 (702) 1:23:17 (669)
IT企業の部 (523) 16:22 (617) 20:22 (731) 18:53 (692) 14:05 (243) 13:35 (287)

0:14:52 (476) 0:32:33 (610) 0:48:37 (587) 1:08:30 (689) 1:23:20 (670)
一般の部 (147) 14:52 (476) 17:41 (660) 16:04 (487) 19:53 (711) 14:50 (436)

0:11:56 (89) 0:30:43 (498) 0:47:57 (561) 1:05:11 (603) 1:23:21 (671)
IT企業の部 (524) 11:56 (89) 18:47 (697) 17:14 (606) 17:14 (634) 18:10 (686)

0:15:26 (543) 0:31:44 (567) 0:45:53 (443) 1:04:14 (571) 1:23:32 (672)
一般の部 (148) 15:26 (543) 16:18 (557) 14:09 (237) 18:21 (678) 19:18 (710)

0:21:33 (743) 0:40:12 (740) 0:55:15 (725) 1:09:14 (696) 1:23:37 (673)
IT企業の部 (525) 21:33 (743) 18:39 (692) 15:03 (364) 13:59 (231) 14:23 (384)

0:15:23 (539) 0:31:18 (542) 0:49:40 (637) 1:05:28 (615) 1:23:39 (674)
一般の部 (149) 15:23 (539) 15:55 (508) 18:22 (672) 15:48 (487) 18:11 (687)

0:21:19 (740) 0:37:19 (722) 0:51:46 (693) 1:10:35 (708) 1:23:39 (675)
IT企業の部 (526) 21:19 (740) 16:00 (518) 14:27 (286) 18:49 (695) 13:04 (223)

清水 貞治

東 桂子 小高 真有美

675 12
★チームSWAN★

1:23:39
白鳥 菜穂子 関口 太郎 千葉 秋恵 高橋 弘一

林 奈美 松久保 愛子 田路 圭

674 436
Wの母

1:23:39
飛田 友恵 小串 理恵 小林 清香

673 504
softvision runner'sA

1:23:37
松村 哲 林 茂樹

西川 大

672 567
チーム　元横浜

1:23:32
久世 良彦 嘉藤 英樹 高畑 慎一郎 三田村 裕嗣 桜井 明弘

立花 奈奈 正木 剛

671 413
チームR

1:23:21
中村 彰吾 松本 麻里 櫻井 尚 奥田 裕美

萩生田 悟 小出 智之 寺田 和孝

670 485
京都監査法人１

1:23:20
高田 佳和 川本 充裕 小原 健志

669 184
システムサポートBSチーム

1:23:17
濱田 寿一 榎田 光洋

市山 誠

668 752
アクシス　B

1:23:15
平木 崇 長井 貴之 玉川 英生 西村 大地 前田 耕一郎

国松 俊郎 中村 尚

667 665
TEAM　Tacty

1:23:07
大澤 和也 小田島 大輔 古舘 樹 小宮山 剛史

土井 麻美 藤本 真央 錦谷 未津樹

666 474
BarNロートル

1:23:05
馬場 和幸 中山 宏 間部 直也

665 514
チームしま＠SIS

1:23:02
島 慎哉 川 美沙子

山岡 幸治

664 62
オレンジアーチ チームB

1:23:01
福田 智史 鈴木 直哉 筆本 太志 泉谷 正幸 改田 良介

石津 亘 安部 純茂

663 60
GSKユニット

1:22:58
猪野 康大 大山 慎 永田 秀和 美濃部 千可子

菊地 節男 及川 直巳 広田 太郎

662 245
ビープレイス株式会社

1:22:55
久松 泰治 寺西 一裕 大山 晴一郎

661 314
ミツイワ）並木橋Ｃチーム

1:22:44
恒吉 浩 小林 沙織

石川 健二

660 714
テニスサークル木村水産

1:22:40
戸髙 慎平 榊 重信 廣瀬 武史 興梠 証 木村 博

小林 誠 熊川 伸市

659 467
ＪＢチームC

1:22:40
冨山 知典 黒澤 千春 島田 稔之 長谷部 可奈

丸山 樹子 新浦 大蔵 榎本 宏康

658 317
ミツイワ情報）システム２部チー
ム 1:22:40

井上 靖也 水谷 高浩 中村 公則

657 290
KMBJ　ITコンシェルジュ

1:22:39
青山 成道 溝口 延生

菅野 拓海

656 626
ASUMY親衛隊

1:22:36
佐藤 繁樹 楢原 一基 黒澤 優太 笹崎 智暉 本間 龍

榊原 真紀 渡辺 律子

655 278
アトレ

1:22:33
小畑 貴啓 新藤 理恵 西岡 正輝 宮里 一真

杉山 貴紀 岡田 光治 岡本 武久

654 23
BJ-Fairies

1:22:32
富永 有美 高木 由佳 野口 優美

653 350
チーム　SITUS6F

1:22:31
辻 浩二 青木 和成

三島 勉

652 402
アジルコアB

1:22:31
安島 徹 増田 愛加 増田 竜也 田澤 宏明 野崎 淳史

651 5
三島と愉快な仲間たち

1:22:29
飯野 晃司 小出 善一郎 青柳 伸一 藤森 幸雄

27/30



上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:01 (497) 0:28:45 (336) 0:45:33 (423) 1:08:17 (687) 1:23:43 (676)
IT企業の部 (527) 15:01 (497) 13:44 (206) 16:48 (570) 22:44 (739) 15:26 (512)

0:14:29 (431) 0:30:31 (481) 0:45:42 (433) 1:08:20 (688) 1:23:48 (677)
IT企業の部 (528) 14:29 (431) 16:02 (521) 15:11 (386) 22:38 (738) 15:28 (518)

0:18:37 (715) 0:35:59 (706) 0:53:38 (713) 1:09:04 (694) 1:23:53 (678)
IT企業の部 (529) 18:37 (715) 17:22 (642) 17:39 (636) 15:26 (440) 14:49 (434)

0:14:20 (407) 0:32:30 (607) 0:47:02 (515) 1:05:50 (628) 1:23:54 (679)
一般の部 (150) 14:20 (407) 18:10 (676) 14:32 (301) 18:48 (692) 18:04 (676)

0:15:11 (523) 0:34:31 (685) 0:50:26 (664) 1:06:00 (635) 1:24:00 (680)
一般の部 (151) 15:11 (523) 19:20 (715) 15:55 (473) 15:34 (453) 18:00 (673)

0:15:31 (552) 0:31:19 (545) 0:49:42 (640) 1:07:32 (677) 1:24:03 (681)
一般の部 (152) 15:31 (552) 15:48 (497) 18:23 (674) 17:50 (662) 16:31 (612)

0:17:27 (679) 0:34:00 (674) 0:48:48 (604) 1:04:00 (562) 1:24:04 (682)
IT企業の部 (530) 17:27 (679) 16:33 (577) 14:48 (335) 15:12 (406) 20:04 (723)

0:16:19 (613) 0:32:31 (608) 0:50:26 (665) 1:08:12 (686) 1:24:07 (683)
一般の部 (153) 16:19 (613) 16:12 (542) 17:55 (656) 17:46 (661) 15:55 (574)

0:14:53 (480) 0:31:18 (543) 0:54:23 (720) 1:09:38 (700) 1:24:10 (684)
一般の部 (154) 14:53 (480) 16:25 (566) 23:05 (744) 15:15 (414) 14:32 (401)

0:17:30 (684) 0:31:40 (563) 0:48:59 (615) 1:05:03 (595) 1:24:23 (685)
IT企業の部 (531) 17:30 (684) 14:10 (272) 17:19 (613) 16:04 (533) 19:20 (712)

0:15:44 (572) 0:31:09 (537) 0:48:39 (591) 1:06:23 (650) 1:24:28 (686)
IT企業の部 (532) 15:44 (572) 15:25 (461) 17:30 (625) 17:44 (659) 18:05 (677)

0:16:00 (592) 0:32:16 (603) 0:51:30 (689) 1:10:07 (705) 1:24:29 (687)
IT企業の部 (533) 16:00 (592) 16:16 (547) 19:14 (703) 18:37 (688) 14:22 (380)

0:13:38 (319) 0:30:44 (501) 0:45:25 (418) 1:05:58 (633) 1:24:30 (688)
IT企業の部 (534) 13:38 (319) 17:06 (625) 14:41 (320) 20:33 (720) 18:32 (695)

0:16:10 (603) 0:30:58 (521) 0:50:06 (655) 1:10:16 (706) 1:24:36 (689)
一般の部 (155) 16:10 (603) 14:48 (361) 19:08 (702) 20:10 (715) 14:20 (375)

0:15:09 (513) 0:32:02 (589) 0:49:27 (628) 1:06:27 (653) 1:24:36 (690)
一般の部 (156) 15:09 (513) 16:53 (609) 17:25 (618) 17:00 (622) 18:09 (683)

0:17:04 (669) 0:33:07 (646) 0:51:01 (677) 1:07:59 (684) 1:25:10 (691)
IT企業の部 (535) 17:04 (669) 16:03 (524) 17:54 (654) 16:58 (619) 17:11 (641)

0:14:23 (415) 0:29:46 (418) 0:51:11 (685) 1:06:06 (640) 1:25:20 (692)
IT企業の部 (536) 14:23 (415) 15:23 (456) 21:25 (739) 14:55 (364) 19:14 (707)

0:16:37 (641) 0:32:10 (598) 0:50:47 (672) 1:06:57 (665) 1:25:28 (693)
IT企業の部 (537) 16:37 (641) 15:33 (472) 18:37 (687) 16:10 (544) 18:31 (694)

0:17:05 (670) 0:33:20 (659) 0:48:41 (595) 1:05:36 (620) 1:25:29 (694)
IT企業の部 (538) 17:05 (670) 16:15 (546) 15:21 (412) 16:55 (615) 19:53 (720)

0:19:33 (729) 0:36:34 (713) 0:52:58 (708) 1:08:53 (692) 1:25:31 (695)
IT企業の部 (539) 19:33 (729) 17:01 (620) 16:24 (526) 15:55 (509) 16:38 (619)

0:16:36 (640) 0:31:54 (583) 0:49:42 (639) 1:10:39 (709) 1:25:46 (696)
IT企業の部 (540) 16:36 (640) 15:18 (447) 17:48 (646) 20:57 (723) 15:07 (482)

0:18:43 (718) 0:35:35 (701) 0:53:25 (709) 1:10:17 (707) 1:26:01 (697)
IT企業の部 (541) 18:43 (718) 16:52 (608) 17:50 (648) 16:52 (612) 15:44 (549)

0:13:31 (297) 0:28:56 (361) 0:43:12 (269) 1:05:05 (597) 1:26:12 (698)
IT企業の部 (542) 13:31 (297) 15:25 (462) 14:16 (259) 21:53 (736) 21:07 (730)

0:20:41 (737) 0:37:04 (719) 0:58:53 (738) 1:12:51 (722) 1:26:17 (699)
一般の部 (157) 20:41 (737) 16:23 (562) 21:49 (741) 13:58 (228) 13:26 (267)

0:16:31 (634) 0:35:49 (704) 0:55:31 (728) 1:11:27 (714) 1:26:19 (700)
IT企業の部 (543) 16:31 (634) 19:18 (713) 19:42 (722) 15:56 (510) 14:52 (447)

伊藤 拓磨

700 131
スタバニー

1:26:19
小林 ひかる 大島 里美 杉野 優子 矢作 幸那 西田 洋介

中島 良太 中嶋 瞳

699 722
サバーズ３

1:26:17
多田 恵 北垣 開平 神田 博文 萩原 隆顕

越村 紀子 佐藤 大雅 山口 健太郎

698 766
T-SOL のんべぇず

1:26:12
綿引 悠桂 大村 雅也 上崎 祥之

697 52
アンカー

1:26:01
山下 功 阿部 純

梅村 知久

696 218
DTC

1:25:46
長岡 徹也 江嶌 和弘 中村 まり 阿部 まゆみ 間藤 匡

網代 英薫 中村 敏樹

695 624
ゴルゴの森

1:25:31
西川 望 杉本 浩史 青木 俊典 野村 博昭

林 成人 浅沼 和也 小松 愛子

694 225
箱崎走行会第二営業部

1:25:29
小川 聡 今井 延介 中川 明雄

693 251
旅人チームK

1:25:28
大高 聡士 沼口 竜太郎

安保 良

692 115
ザ・チーム・駅伝・チーム

1:25:20
松丸 佑介 西岡 陽輔 新屋 晴三 秋山 滉貴 天野 辰宣

鈴木 璃生 小林 正弥

691 236
MBFS選抜

1:25:10
伊東 甲子郎 林 憲子 吉田 裕司 池田 正人

山本 有紀 上條 千史 徳岡 浩

690 581
U-14

1:24:36
安逹 いづみ 竹下 ゆづ 石井 日菜子

689 559
運サ★プラス

1:24:36
中田 かおり 大川 政也

岡田 綾子

688 747
BCN＜C＞

1:24:30
阿部 雅人 但野 智昭 佐相 彰彦 新井 由美子 渡辺 潤二

吉岡 由紀 高橋 良子

687 240
ライフ静岡

1:24:29
望月 孝亮 横山 裕一 西川 義樹 仲本 伊都子

坂庭 亮介 石田 浩一 高橋 祥史

686 372
FCSL-F

1:24:28
坂本 悠 堤 昭夫 藤井 正子

685 469
AIS(期待の初参)

1:24:23
河路 和宏 石月 裕昭

上杉 健太郎

684 546
ライフ　5

1:24:10
馬場 俊次 田中 光 榎 英治 高塚 茂 藤澤 正志

渡邉 亜耶 川崎 理沙

683 160
キーパーソン21

1:24:07
朝山 大揮 石塚 純也 髙井 千恵子 安井 章員

三谷 夏子 高橋 泰広 杉岡 和彦

682 517
@TOKYO teamC

1:24:04
山本 果穂 川口 弘美 花形 祐美子

681 545
ライフ　4

1:24:03
藤田 達弘 宮城 瑞恵

岡野 友里子

680 220
ワタミグループ

1:24:00
山内 一成 金尾 和輝 吉田 良二 小林 直人 亀本 伸彦

松本 正伸 板井 哲哉

679 656
Okachan2

1:23:54
下島 一輝 大澤 祐太 折田 健 伊藤 佳毅

五十嵐 昇 桑本 憂樹 岸本 研二

678 25
共走☆ごついかも

1:23:53
柿崎 忠司 土屋 拓実 望月 夏季

677 235
メディアバーン選抜

1:23:48
本多 洋祐 肥沼 英行

676 645
Team ISB 我孫子寮

1:23:43
川 康輔 飯田 伶 竹内 彩乃 小口 紗織 中庭 達彦
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:24 (540) 0:41:24 (744) 0:56:50 (732) 1:12:09 (715) 1:26:46 (701)
IT企業の部 (544) 15:24 (540) 26:00 (747) 15:26 (424) 15:19 (426) 14:37 (413)

0:20:45 (738) 0:37:18 (721) 0:54:20 (719) 1:10:04 (704) 1:26:50 (702)
一般の部 (158) 20:45 (738) 16:33 (576) 17:02 (593) 15:44 (478) 16:46 (626)

0:14:42 (455) 0:28:32 (317) 0:46:46 (502) 1:09:51 (703) 1:26:53 (703)
IT企業の部 (545) 14:42 (455) 13:50 (221) 18:14 (666) 23:05 (744) 17:02 (636)

0:19:47 (733) 0:37:39 (727) 0:54:04 (717) 1:09:30 (699) 1:27:02 (704)
IT企業の部 (546) 19:47 (733) 17:52 (670) 16:25 (529) 15:26 (442) 17:32 (654)

0:17:26 (677) 0:34:41 (688) 0:50:41 (669) 1:07:34 (678) 1:27:14 (705)
IT企業の部 (547) 17:26 (677) 17:15 (636) 16:00 (478) 16:53 (614) 19:40 (718)

0:21:16 (739) 0:40:03 (739) 0:55:27 (726) 1:12:24 (718) 1:27:25 (706)
一般の部 (159) 21:16 (739) 18:47 (696) 15:24 (418) 16:57 (618) 15:01 (471)

0:18:56 (722) 0:35:26 (699) 0:51:02 (679) 1:14:04 (730) 1:27:39 (707)
IT企業の部 (548) 18:56 (722) 16:30 (570) 15:36 (437) 23:02 (743) 13:35 (285)

0:19:04 (723) 0:37:22 (723) 0:52:08 (697) 1:12:18 (717) 1:27:43 (708)
IT企業の部 (549) 19:04 (723) 18:18 (680) 14:46 (330) 20:10 (716) 15:25 (509)

0:18:02 (705) 0:35:47 (703) 0:50:18 (661) 1:09:41 (701) 1:28:09 (709)
IT企業の部 (550) 18:02 (705) 17:45 (663) 14:31 (300) 19:23 (704) 18:28 (693)

0:17:26 (678) 0:33:36 (665) 0:49:05 (618) 1:07:52 (683) 1:28:16 (710)
IT企業の部 (551) 17:26 (678) 16:10 (540) 15:29 (431) 18:47 (691) 20:24 (727)

0:24:03 (747) 0:41:40 (745) 0:58:37 (736) 1:16:06 (736) 1:28:23 (711)
IT企業の部 (552) 24:03 (747) 17:37 (653) 16:57 (583) 17:29 (649) 12:17 (108)

0:14:27 (429) 0:32:00 (588) 0:54:46 (721) 1:13:37 (727) 1:28:24 (712)
IT企業の部 (553) 14:27 (429) 17:33 (648) 22:46 (742) 18:51 (698) 14:47 (432)

0:16:56 (661) 0:38:27 (733) 0:57:43 (734) 1:13:29 (726) 1:28:41 (713)
IT企業の部 (554) 16:56 (661) 21:31 (738) 19:16 (707) 15:46 (483) 15:12 (487)

0:18:14 (709) 0:37:36 (726) 0:57:11 (733) 1:12:33 (721) 1:28:42 (714)
IT企業の部 (555) 18:14 (709) 19:22 (716) 19:35 (717) 15:22 (431) 16:09 (593)

0:14:25 (419) 0:30:23 (470) 0:49:53 (645) 1:05:46 (627) 1:29:02 (715)
IT企業の部 (556) 14:25 (419) 15:58 (516) 19:30 (716) 15:53 (503) 23:16 (738)

0:17:15 (673) 0:32:18 (604) 0:51:25 (687) 1:10:41 (710) 1:29:42 (716)
一般の部 (160) 17:15 (673) 15:03 (405) 19:07 (700) 19:16 (702) 19:01 (702)

0:26:51 (748) 0:45:41 (748) 1:00:30 (742) 1:14:44 (733) 1:29:58 (717)
一般の部 (161) 26:51 (748) 18:50 (701) 14:49 (336) 14:14 (266) 15:14 (494)

0:16:12 (607) 0:33:16 (655) 0:50:53 (675) 1:12:14 (716) 1:29:58 (718)
IT企業の部 (557) 16:12 (607) 17:04 (623) 17:37 (634) 21:21 (730) 17:44 (664)

0:16:52 (653) 0:31:45 (569) 0:49:55 (647) 1:14:22 (732) 1:30:21 (719)
IT企業の部 (558) 16:52 (653) 14:53 (381) 18:10 (664) 24:27 (747) 15:59 (579)

0:14:37 (446) 0:34:24 (680) 0:52:52 (706) 1:08:35 (690) 1:30:38 (720)
一般の部 (162) 14:37 (446) 19:47 (721) 18:28 (680) 15:43 (476) 22:03 (732)

0:14:09 (383) 0:32:00 (587) 0:49:08 (621) 1:07:44 (681) 1:30:46 (721)
IT企業の部 (559) 14:09 (383) 17:51 (668) 17:08 (600) 18:36 (687) 23:02 (737)

0:16:59 (666) 0:34:24 (681) 0:50:48 (673) 1:07:11 (670) 1:30:46 (722)
IT企業の部 (560) 16:59 (666) 17:25 (644) 16:24 (527) 16:23 (572) 23:35 (741)

0:12:24 (134) 0:27:36 (231) 0:46:53 (508) 1:07:07 (668) 1:30:50 (723)
IT企業の部 (561) 12:24 (134) 15:12 (431) 19:17 (708) 20:14 (717) 23:43 (742)

0:16:31 (635) 0:37:08 (720) 0:55:29 (727) 1:12:24 (719) 1:31:02 (724)
IT企業の部 (562) 16:31 (635) 20:37 (734) 18:21 (671) 16:55 (616) 18:38 (697)

0:15:51 (581) 0:38:57 (735) 0:55:07 (723) 1:15:42 (735) 1:31:37 (725)
IT企業の部 (563) 15:51 (581) 23:06 (743) 16:10 (501) 20:35 (721) 15:55 (572)

小川 紗季 古賀 希美 柳澤 孝衣
725 625

チームR
1:31:37

市村 梨香子 宅井 継美

川地 英之

724 538
べっちと一緒（ISFnet教育本部）

1:31:02
三浦 功司 市来 真弓 本間 小百合 田中 徹郎 川辺 祐樹

Lee heon seak Lee hae bin

723 632
ポニョ尾上

1:30:50
小野寺 耕 久保 智広 尾上 広介 岡田 昭彦

利根川 恵美 平田 龍 添田 梓

722 232
HANMAUM Team

1:30:46
Park kang woo Lee nok eun Min hyun sik

721 742
ＴＪＫランナーズＡ

1:30:46
鈴木 鋼太郎 工藤 勉

五江渕 篤志

720 264
ノーブレスB

1:30:38
清水 智 山上 尚靖 河村 宣明 山田 牧人 川名 里実

中谷　瑞希 堀本　大雅

719 536
ごえさんと一緒（ISFnet教育本
部） 1:30:21

ユ ウンシン 伊藤 圭二 中戸川 優子 曽野 敦

藤田 亮 堀川 敬 栗本 夏織

718 583
チームアイサイト２

1:29:58
岡村 峠 濱田 茂 川原 英嗣

717 266
ノーブレスD

1:29:58
木村 圭輝 丸島 夏一

和田 安弘

716 521
ＫＳＤ４３

1:29:42
久保田 夏実 坂元 純子 鈴木 薫 岸田 恵子 大森 麻里子

佐藤 慶典 吉川 史朗

715 744
ＴＪＫランナーズＣ

1:29:02
田村 季之 寺尾 隆彦 髙木 咲緖里 和田 和加子

鈴木 三厳 青木 里奈 今枝 房実

714 519
ＫＳ－ＳＯＬ　東京事業部Ｂ

1:28:42
糸川 紘平 南 恭平 重川 知教

713 664
ケア 女の子ちーむ

1:28:41
小倉 美琴 福島 彩花

青山 貴志

712 72
Dell Field Service

1:28:24
渋谷 美和 城戸 功 桐山 茂 岡本 将吾 八木 孝宜

大川 康一 小湊 丈司

711 71
オレンジアーチ チームE

1:28:23
沼澤 果奈 内田 翔 井尻 浩武 亀山 義史

齋藤 彩夏 増田 りか 塚原 和美

710 667
TEAM　Tacty1G

1:28:16
柘植 威宏 荻野 敬太 細川 一樹

709 45
PFU_TeamSmile2014

1:28:09
増本 桃子 増本 葵

山田 舞子

708 778
nosh2-2

1:27:43
曽我 智広 村田 理 神田 靖久 延原 僚 安永 晋秀

貞富 直幸 中山 正博

707 470
テクノブレーン株式会社1

1:27:39
能勢 賢太郎 龍野 尚夫 本平 匠 藤平 洋

小谷田 洋一 有海 哲也 熊沢 新之助

706 544
ライフ　3

1:27:25
長井 亜依 田中 智之 梶原 明人

705 163
ゲスニャンズ

1:27:14
田村 祐一朗 岡村 正太

満山 大輔

704 153
ありさ&#9825;うぉ～きんぐ

1:27:02
綿田 小夏 滝口  由香里 岩尾 史朗 山本 健太 大平  亜里沙

小林 洸輝 白井 瑠人

703 537
みっちゃんと一緒（ISFnet教育本
部） 1:26:53

舩木 鉄 中山 北斗 成川 房江 深代 麻里

中野 克 奥山 恭範 千葉 拓也

702 576
ザ・ミラクル・キッズ

1:26:50
鎌田 慈英 安逹 のぞみ 鈴木 瑠果

701 342
カームコンピュータ

1:26:46
前川 幸作 後藤 綾子
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第5回NIPPON ITチャリティ駅伝
2014年11月16日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名 1区（3km） 2区（3km） 3区（3km）

0:15:55 (588) 0:34:09 (677) 0:51:32 (690) 1:11:02 (712) 1:32:18 (726)
一般の部 (163) 15:55 (588) 18:14 (677) 17:23 (617) 19:30 (707) 21:16 (731)

0:12:45 (183) 0:27:14 (200) 0:45:14 (406) 1:01:18 (429) 1:32:56 (727)
IT企業の部 (564) 12:45 (183) 14:29 (315) 18:00 (659) 16:04 (532) 31:38 (745)

0:15:05 (506) 0:41:06 (742) 0:58:52 (737) 1:15:06 (734) 1:32:59 (728)
IT企業の部 (565) 15:05 (506) 26:01 (748) 17:46 (643) 16:14 (556) 17:53 (668)

0:19:06 (725) 0:37:55 (731) 0:55:12 (724) 1:17:05 (740) 1:33:08 (729)
一般の部 (164) 19:06 (725) 18:49 (699) 17:17 (610) 21:53 (735) 16:03 (583)

0:16:39 (645) 0:33:18 (658) 0:52:33 (703) 1:13:42 (729) 1:33:54 (730)
IT企業の部 (566) 16:39 (645) 16:39 (589) 19:15 (706) 21:09 (726) 20:12 (725)

0:16:39 (644) 0:33:18 (657) 0:52:33 (702) 1:13:42 (728) 1:33:56 (731)
IT企業の部 (567) 16:39 (644) 16:39 (588) 19:15 (705) 21:09 (725) 20:14 (726)

0:16:33 (637) 0:36:05 (707) 0:51:21 (686) 1:14:20 (731) 1:34:13 (732)
一般の部 (165) 16:33 (637) 19:32 (719) 15:16 (398) 22:59 (741) 19:53 (721)

0:20:08 (734) 0:40:43 (741) 1:00:19 (741) 1:17:03 (739) 1:35:03 (733)
一般の部 (166) 20:08 (734) 20:35 (733) 19:36 (718) 16:44 (606) 18:00 (672)

0:17:27 (680) 0:34:11 (678) 0:53:40 (714) 1:13:09 (725) 1:35:55 (734)
IT企業の部 (568) 17:27 (680) 16:44 (597) 19:29 (714) 19:29 (706) 22:46 (735)

0:16:04 (598) 0:31:06 (532) 0:48:53 (609) 1:13:02 (723) 1:35:59 (735)
一般の部 (167) 16:04 (598) 15:02 (401) 17:47 (645) 24:09 (746) 22:57 (736)

0:17:53 (698) 0:37:53 (730) 0:59:30 (739) 1:16:47 (737) 1:35:59 (736)
IT企業の部 (569) 17:53 (698) 20:00 (725) 21:37 (740) 17:17 (637) 19:12 (705)

0:16:40 (646) 0:33:16 (654) 0:50:41 (670) 1:12:28 (720) 1:36:50 (737)
IT企業の部 (570) 16:40 (646) 16:36 (583) 17:25 (620) 21:47 (733) 24:22 (743)

0:21:49 (744) 0:43:22 (747) 0:59:36 (740) 1:19:41 (741) 1:37:33 (738)
IT企業の部 (571) 21:49 (744) 21:33 (739) 16:14 (509) 20:05 (714) 17:52 (667)

0:17:39 (696) 0:40:02 (738) 1:00:43 (743) 1:22:35 (745) 1:37:38 (739)
IT企業の部 (572) 17:39 (696) 22:23 (742) 20:41 (735) 21:52 (734) 15:03 (474)

0:20:23 (736) 0:37:43 (728) 0:56:49 (731) 1:20:21 (743) 1:38:31 (740)
IT企業の部 (573) 20:23 (736) 17:20 (639) 19:06 (699) 23:32 (745) 18:10 (685)

0:19:05 (724) 0:43:02 (746) 1:01:29 (745) 1:19:51 (742) 1:38:55 (741)
一般の部 (168) 19:05 (724) 23:57 (744) 18:27 (677) 18:22 (680) 19:04 (703)

0:15:27 (544) 0:35:10 (695) 1:07:05 (746) 1:23:27 (746) 1:40:30 (742)
一般の部 (169) 15:27 (544) 19:43 (720) 31:55 (746) 16:22 (569) 17:03 (637)

0:13:10 (246) 0:38:28 (734) 1:10:37 (747) 1:24:39 (747) 1:40:53 (743)
一般の部 (170) 13:10 (246) 25:18 (745) 32:09 (747) 14:02 (237) 16:14 (596)

0:19:29 (727) 0:37:57 (732) 1:01:06 (744) 1:21:24 (744) 1:41:27 (744)
一般の部 (171) 19:29 (727) 18:28 (686) 23:09 (745) 20:18 (718) 20:03 (722)

0:23:05 (746) 0:39:49 (737) 0:58:16 (735) 1:13:06 (724) 1:42:03 (745)
IT企業の部 (574) 23:05 (746) 16:44 (596) 18:27 (678) 14:50 (355) 28:57 (744)

0:18:30 (714) 0:37:22 (724) 0:55:35 (729) 1:17:01 (738) 1:50:14 (746)
IT企業の部 (575) 18:30 (714) 18:52 (702) 18:13 (665) 21:26 (732) 33:13 (746)

0:14:16 (401) 0:32:59 (638) 0:52:21 (700) 1:10:55 (711)
一般の部 14:16 (401) 18:43 (694) 19:22 (710) 18:34 (686)

0:19:38 (731) 0:41:14 (743)
IT企業の部 19:38 (731) 21:36 (740)

DNF 741
EPSコスプレチーム

菊池 拓朗 竹村 綾香 杉浦 亮輔 小林 昇平 高石 尚貴

長原 千尋 伊藤 大樹

DNF 787
東京ねこLOVERSチームB

鍵田 里沙子 塩見 聖也 高岡 洋輔

746 87
チーム秘蔵っ子@エキサイト

1:50:14
今井 菜津子 丸山 彩莉紗 荒木 美里

745 658
FM Runners-N

1:42:03
並木 薫 三輪 哲也

クリスチャン 花音

744 205
FDAC

1:41:27
水口 孟 吉田 正恵 涌井 里菜 石川 一仁 鈴木 昭仁

嶋田 康太 千葉 祐樹

743 769
Are we there yet?

1:40:53
クリスチャン グレイアム 小作 春歌 青木 賢成 砂長 美ん

円尾 芽愛 石井 瑚々 円尾 哲也

742 726
NPO法人ぱお

1:40:30
木屋 英二 村上 匠 野本 奈津子

741 441
IINKM

1:38:55
円尾 優芽 兼子 拓夢

加藤 健一郎

740 619
ＪＪＰ

1:38:31
光本 伊織 猪狩 香織 柳田 尚希 澤 孝昭 松下 伸一

川上 紀子 坂部 俊明

739 75
テ゛ルEUS International

1:37:38
大川 侑亮 王 穎 島村 美穂 中谷 木香

沼野 大助 松田 博文 竹内 香穂里

738 169
Team Dell SakaB

1:37:33
中島 洋平 田中 陽子 松岡 悠二

737 472
カレーライス

1:36:50
雲霧 仁左衛門 北川 智美

横山 晴規

736 40
AIS(期待の躍進)

1:35:59
鈴木 浩 戸田 聡美 古川 和明 岩島 佳世 中 哲夫

中山 ちづる 佐藤 正人

735 721
サバーズ２

1:35:59
長澤 真利子 金子 和憲 服部 将 黒澤 敦

村山 知子 永田 乃理子 石井 玲実

734 239
沼津エンパワー

1:35:55
和田 力也 原 義博 久土 歩

733 765
TRY-RNM2

1:35:03
長部 三恵 福里 弥生

唐澤 明良

732 267
ノーブレスE

1:34:13
宮本達也 田口翔 近藤 君代 安城 霞 豊島  健一

尾越 まり恵 本山 功

731 81
不思議の国のアリス

1:33:56
大賀 俊介 田中 雄一郎 橋本 宗明 松崎 洋一郎

井上 花音 石井 俊也 井上 悦造

730 80
不思議の国のアリス

1:33:54
松本 佳代子 野田 幸子 徳永 千夏

729 442
IINKM2

1:33:08
井上 琴音 石井 大馳

篠原 卓

728 629
ヌルヌル相撲

1:32:59
池田 吉正 中林 俊介 佐野 雄一 本川 雄基 村田 修一

三原繁晃 泉昴太

727 763
篠原さん第一子誕生おめでと
う！パパ頑張れ 1:32:56

齋藤 敬介 戸野 聡志 星 健太 川田 慎一

726 247
舞浜からのランナー

1:32:18
櫻井啓太 成田光穂 酒井大介
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