
上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

0:09:13 (2) 0:18:58 (1) 0:29:12 (1) 0:39:00 (1) 0:48:53 (1)
一般の部 (1) 9:13 (2) 9:45 (1) 10:14 (4) 9:48 (2) 9:53 (6)

0:10:12 (10) 0:21:34 (9) 0:31:36 (4) 0:41:18 (2) 0:50:29 (2)
一般の部 (2) 10:12 (10) 11:22 (19) 10:02 (3) 9:42 (1) 9:11 (1)

0:08:53 (1) 0:22:01 (13) 0:31:06 (2) 0:42:50 (4) 0:52:15 (3)
一般の部 (3) 8:53 (1) 13:08 (124) 9:05 (1) 11:44 (32) 9:25 (4)

0:09:20 (3) 0:20:12 (4) 0:32:29 (7) 0:43:25 (6) 0:52:41 (4)
一般の部 (4) 9:20 (3) 10:52 (10) 12:17 (55) 10:56 (5) 9:16 (2)

0:09:33 (5) 0:19:50 (2) 0:31:20 (3) 0:42:17 (3) 0:52:58 (5)
IT企業の部 (1) 9:33 (5) 10:17 (5) 11:30 (18) 10:57 (8) 10:41 (10)

0:09:34 (6) 0:19:53 (3) 0:31:53 (6) 0:42:52 (5) 0:53:49 (6)
IT企業の部 (2) 9:34 (6) 10:19 (6) 12:00 (35) 10:59 (10) 10:57 (19)

0:09:50 (7) 0:20:59 (6) 0:34:02 (10) 0:44:48 (8) 0:55:14 (7)
IT企業の部 (3) 9:50 (7) 11:09 (15) 13:03 (118) 10:46 (4) 10:26 (8)

0:09:20 (4) 0:20:17 (5) 0:31:44 (5) 0:44:05 (7) 0:56:06 (8)
IT企業の部 (4) 9:20 (4) 10:57 (11) 11:27 (15) 12:21 (66) 12:01 (76)

0:12:46 (148) 0:22:44 (17) 0:34:41 (17) 0:45:55 (11) 0:56:47 (9)
IT企業の部 (5) 12:46 (148) 9:58 (4) 11:57 (34) 11:14 (14) 10:52 (16)

0:10:30 (16) 0:21:31 (8) 0:34:19 (13) 0:46:09 (14) 0:56:59 (10)
一般の部 (5) 10:30 (16) 11:01 (13) 12:48 (96) 11:50 (39) 10:50 (15)

0:12:00 (77) 0:23:47 (35) 0:35:04 (19) 0:45:37 (9) 0:57:04 (11)
一般の部 (6) 12:00 (77) 11:47 (34) 11:17 (14) 10:33 (3) 11:27 (40)

0:10:44 (20) 0:22:00 (12) 0:33:31 (8) 0:46:06 (13) 0:57:04 (12)
IT企業の部 (6) 10:44 (20) 11:16 (17) 11:31 (19) 12:35 (81) 10:58 (20)

0:11:30 (52) 0:21:51 (11) 0:34:14 (12) 0:45:43 (10) 0:57:13 (13)
IT企業の部 (7) 11:30 (52) 10:21 (7) 12:23 (60) 11:29 (22) 11:30 (44)

0:12:22 (113) 0:22:47 (19) 0:34:42 (18) 0:46:34 (17) 0:57:32 (14)
IT企業の部 (8) 12:22 (113) 10:25 (8) 11:55 (32) 11:52 (41) 10:58 (22)

0:11:03 (29) 0:23:30 (29) 0:35:21 (23) 0:46:55 (19) 0:57:33 (15)
一般の部 (7) 11:03 (29) 12:27 (64) 11:51 (28) 11:34 (25) 10:38 (9)

0:10:21 (12) 0:23:28 (26) 0:35:53 (31) 0:46:49 (18) 0:58:03 (16)
IT企業の部 (9) 10:21 (12) 13:07 (121) 12:25 (62) 10:56 (6) 11:14 (29)

0:12:05 (85) 0:23:18 (21) 0:35:06 (20) 0:46:30 (16) 0:58:20 (17)
IT企業の部 (10) 12:05 (85) 11:13 (16) 11:48 (25) 11:24 (17) 11:50 (62)

0:10:53 (22) 0:22:23 (14) 0:34:29 (14) 0:46:11 (15) 0:58:28 (18)
IT企業の部 (11) 10:53 (22) 11:30 (24) 12:06 (39) 11:42 (29) 12:17 (99)

0:11:25 (47) 0:24:37 (47) 0:36:06 (34) 0:48:04 (27) 0:58:52 (19)
IT企業の部 (12) 11:25 (47) 13:12 (135) 11:29 (17) 11:58 (47) 10:48 (12)

0:11:07 (33) 0:23:21 (24) 0:35:48 (28) 0:47:27 (24) 0:59:03 (20)
IT企業の部 (13) 11:07 (33) 12:14 (47) 12:27 (64) 11:39 (27) 11:36 (48)

0:11:02 (28) 0:23:20 (23) 0:36:28 (38) 0:48:21 (28) 0:59:47 (21)
IT企業の部 (14) 11:02 (28) 12:18 (53) 13:08 (129) 11:53 (42) 11:26 (38)

0:11:27 (48) 0:21:16 (7) 0:35:11 (22) 0:47:16 (21) 1:00:16 (22)
IT企業の部 (15) 11:27 (48) 9:49 (2) 13:55 (207) 12:05 (53) 13:00 (194)

0:10:12 (11) 0:21:39 (10) 0:34:13 (11) 0:46:01 (12) 1:00:30 (23)
IT企業の部 (16) 10:12 (11) 11:27 (21) 12:34 (70) 11:48 (37) 14:29 (419)

0:12:05 (84) 0:23:40 (33) 0:35:57 (33) 0:47:58 (26) 1:00:36 (24)
一般の部 (8) 12:05 (84) 11:35 (29) 12:17 (54) 12:01 (51) 12:38 (138)

0:12:20 (109) 0:23:28 (27) 0:33:46 (9) 0:47:20 (23) 1:01:05 (25)
IT企業の部 (17) 12:20 (109) 11:08 (14) 10:18 (5) 13:34 (164) 13:45 (316)

4区（3km） 5区（3km）

総合成績

第6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

齋藤 大樹

4 155
LOVESPO東京

0:52:41
服部 史寛

5 406
ち～むがっちゃんこアップデート
済み 0:52:58

鈴木 裕也 木下 侑介 山本 吉信 伊藤 智章 高橋 豊

松岡 宏史郎 濱松 主臣

3 492
おーけー2015

0:52:15
門出 康孝 岡久 峻一 内山 雄貴

遠藤 秀幸 菊池 亮介 吉澤 信一郎
25 604

テクノboys
1:01:05

石井 貴騎 茅根 一樹

黒石 啓太

24 215
おっさんだって恋したい

1:00:36
池田 大介 郡司 真悟 原 光 石井 亮 加納 勇二

松崎 博史 棚橋 正典

23 695
BSNiネットA

1:00:30
木竜 俊一 細川 陽祐 渡辺 祐 金沢 学

越 大輔 根本 崇弘 原 正輝

22 135
タナハシルⅡ

1:00:16
小堀 貴仁 紺野 俊介 青山 巧

21 656
USE

0:59:47
杉村 直樹 木村 太一

改田 良介

20 376
【祝ＦＭ４０周年】サッカー部超絶
健脚組。 0:59:03

片山 善久 原 孝徳 吉田 幸司 中川 洋和 田中 泰

土佐 勇 岩舘 真也

19 157
オレンジアーチ チームA

0:58:52
吉田 昌玄 中谷 肇 高橋 邦夫 下園 弘史

原口 浩一郎 中山 立 森川 徹治

18 80
ゴマ油風呂

0:58:28
于 海 倉本 祐介 藤原 洋介

17 152
Team AVANT

0:58:20
西澤 幹雄 春日 尚義

田北 俊介

16 164
明走会♪がち

0:58:03
吉川 知宏 本山 功 横山 菊勝 大賀 俊介 唐澤 明良

浅見 忠弘 正木 圭

15 757
小金井北高校

0:57:33
高 優斗 鯨井 慎也 岩上 草太 荒木 拓海

松本 旭史 梶 雄一郎 塚原 龍樹

14 12
安心してください はいてません

0:57:32
林 和記 宗形 淳史 岡部 靖

13 688
ボードルアA

0:57:13
保科 佑樹 松本 茂人

天野 渉

12 448
アプレッソ

0:57:04
尾作 浩司 脇野 寛洋 小野 和俊 吉田 哲也 佐々木 健二

井澤 広朗 三浦 洵一郎

11 635
チームミヤジ

0:57:04
小中 創平 太田 祥平 太田 瑛一朗 阪西 和音

桑原 崇 七宮 史崇 佐藤 孝行

10 749
すぱっつ

0:56:59
中村 英一 林 洋輔 鈴木 優

9 697
東北学院榴ヶ岡高校OB

0:56:47
早坂 俊平 植松 裕樹

角田 然

8 185
テラスカイ陸上競技部 Aチーム

0:56:06
溝口 大地 松尾 祐介 三枝 憲史 渡辺 一弘 須山 洋輔

7 208
ミライトAチーム

0:55:14
小西 宏侑 田崎 浩平

鳥光 健仁 三輪 裕樹 飯野 諒 内田 義信

6 353
CYBERNET RC

0:53:49
益谷 逸平 生井 健介 矢野 雄介 中本 伸吾 石川 龍太郎

亀田 たつや 太田 信彦

山根 雅人

藤田 優悟 西條 雅也 櫻井 淳一

2 493
おーけー2

0:50:29
鐵本 智大 長島 亮太 大野 三津雄

1 352 0:48:53
特車RC

市川 哲也 佐藤 勝茂
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:13:11 (199) 0:24:44 (49) 0:34:30 (15) 0:47:18 (22) 1:01:07 (26)
IT企業の部 (18) 13:11 (199) 11:33 (27) 9:46 (2) 12:48 (95) 13:49 (328)

0:12:00 (79) 0:23:29 (28) 0:34:34 (16) 0:47:56 (25) 1:01:16 (27)
IT企業の部 (19) 12:00 (79) 11:29 (23) 11:05 (9) 13:22 (146) 13:20 (236)

0:11:19 (43) 0:23:51 (37) 0:35:57 (32) 0:49:06 (31) 1:01:18 (28)
IT企業の部 (20) 11:19 (43) 12:32 (71) 12:06 (38) 13:09 (128) 12:12 (92)

0:11:09 (35) 0:22:42 (16) 0:35:33 (25) 0:47:00 (20) 1:01:19 (29)
IT企業の部 (21) 11:09 (35) 11:33 (26) 12:51 (99) 11:27 (19) 14:19 (400)

0:12:35 (126) 0:25:02 (58) 0:37:11 (46) 0:50:08 (44) 1:01:23 (30)
IT企業の部 (22) 12:35 (126) 12:27 (63) 12:09 (42) 12:57 (106) 11:15 (32)

0:12:04 (83) 0:24:52 (54) 0:37:41 (56) 0:49:56 (42) 1:01:25 (31)
IT企業の部 (23) 12:04 (83) 12:48 (88) 12:49 (98) 12:15 (61) 11:29 (42)

0:13:28 (242) 0:24:57 (56) 0:36:38 (39) 0:49:45 (38) 1:01:33 (32)
一般の部 (9) 13:28 (242) 11:29 (22) 11:41 (21) 13:07 (124) 11:48 (57)

0:12:37 (128) 0:24:49 (52) 0:37:11 (47) 0:49:47 (41) 1:01:48 (33)
IT企業の部 (24) 12:37 (128) 12:12 (45) 12:22 (58) 12:36 (84) 12:01 (77)

0:11:12 (37) 0:23:34 (30) 0:37:03 (44) 0:49:39 (36) 1:01:51 (34)
IT企業の部 (25) 11:12 (37) 12:22 (56) 13:29 (158) 12:36 (82) 12:12 (91)

0:11:15 (39) 0:24:12 (42) 0:35:27 (24) 0:48:44 (29) 1:01:54 (35)
IT企業の部 (26) 11:15 (39) 12:57 (109) 11:15 (11) 13:17 (137) 13:10 (219)

0:12:02 (82) 0:23:50 (36) 0:38:10 (68) 0:49:35 (33) 1:02:02 (36)
一般の部 (10) 12:02 (82) 11:48 (35) 14:20 (271) 11:25 (18) 12:27 (121)

0:12:06 (86) 0:24:16 (43) 0:37:39 (54) 0:50:19 (47) 1:02:03 (37)
IT企業の部 (27) 12:06 (86) 12:10 (43) 13:23 (148) 12:40 (86) 11:44 (52)

0:12:09 (90) 0:24:50 (53) 0:36:43 (41) 0:49:26 (32) 1:02:09 (38)
IT企業の部 (28) 12:09 (90) 12:41 (82) 11:53 (30) 12:43 (87) 12:43 (149)

0:13:16 (210) 0:27:45 (205) 0:39:52 (97) 0:52:50 (84) 1:02:12 (39)
IT企業の部 (29) 13:16 (210) 14:29 (284) 12:07 (40) 12:58 (110) 9:22 (3)

0:11:58 (75) 0:24:25 (45) 0:37:44 (57) 0:49:02 (30) 1:02:16 (40)
IT企業の部 (30) 11:58 (75) 12:27 (65) 13:19 (144) 11:18 (15) 13:14 (220)

0:13:28 (241) 0:25:37 (85) 0:37:44 (58) 0:49:58 (43) 1:02:20 (41)
IT企業の部 (31) 13:28 (241) 12:09 (42) 12:07 (41) 12:14 (59) 12:22 (106)

0:14:59 (442) 0:27:12 (160) 0:40:39 (118) 0:52:26 (76) 1:02:50 (42)
一般の部 (11) 14:59 (442) 12:13 (46) 13:27 (155) 11:47 (36) 10:24 (7)

0:10:40 (18) 0:24:12 (41) 0:38:07 (67) 0:51:39 (59) 1:02:52 (43)
IT企業の部 (32) 10:40 (18) 13:32 (157) 13:55 (209) 13:32 (163) 11:13 (28)

0:11:12 (36) 0:23:39 (32) 0:35:33 (26) 0:50:15 (45) 1:02:53 (44)
IT企業の部 (33) 11:12 (36) 12:27 (62) 11:54 (31) 14:42 (319) 12:38 (139)

0:11:03 (30) 0:23:21 (25) 0:35:07 (21) 0:52:22 (74) 1:03:11 (45)
一般の部 (12) 11:03 (30) 12:18 (52) 11:46 (24) 17:15 (579) 10:49 (14)

0:10:53 (23) 0:24:27 (46) 0:37:54 (61) 0:51:47 (62) 1:03:16 (46)
IT企業の部 (34) 10:53 (23) 13:34 (161) 13:27 (156) 13:53 (216) 11:29 (41)

0:11:01 (27) 0:25:24 (79) 0:36:52 (42) 0:50:47 (51) 1:03:20 (47)
IT企業の部 (35) 11:01 (27) 14:23 (270) 11:28 (16) 13:55 (219) 12:33 (130)

0:11:25 (46) 0:24:25 (44) 0:37:19 (48) 0:50:39 (50) 1:03:24 (48)
IT企業の部 (36) 11:25 (46) 13:00 (111) 12:54 (106) 13:20 (142) 12:45 (156)

0:11:24 (45) 0:23:46 (34) 0:37:30 (51) 0:51:35 (58) 1:03:25 (49)
一般の部 (13) 11:24 (45) 12:22 (57) 13:44 (184) 14:05 (239) 11:50 (59)

0:13:58 (316) 0:27:40 (194) 0:39:50 (95) 0:51:20 (56) 1:03:28 (50)
IT企業の部 (37) 13:58 (316) 13:42 (175) 12:10 (45) 11:30 (23) 12:08 (82)

平山 潤一 加治木 大輔

三宅 康之 三留 弘暁 小野 貴志

50 662
TAKT A

1:03:28
渡辺 誠 矢代 真樹 岩佐 祐介

49 351
Ｊ－ＴＲＥＣ

1:03:25
高橋 和義 木村 法雄

出馬 弘昭

48 283
エスコAKB5

1:03:24
吉田 允文 小川 武 中川 元 佐藤 勇二 澤 政良

齊藤 英輔 鈴木 圭介

47 641
チームはじまるくんＡ

1:03:20
岩田 達也 大塚 裕一郎 山道 正英 西出 達郎

中薗 貴志 綱島 かおり 村越 海斗

46 362
エイだぶるエス

1:03:16
今井 雄太 齋藤 洋徳 大谷 晋平

45 498
ますけん登山部

1:03:11
高井 秀彰 平野 翔太

松尾 智治

44 278
パーソナル情報システムA

1:02:53
金子 剛 小井土 利夫 石山 卓茂 早川 健太 山崎 絵里

曽川 拓哉 成久 拓郎

43 20
チームアドソル

1:02:52
竹中 道忠 清水 治 櫛部 晃博 南木 健秀

山口 俊樹 田名部 敏幸 吉岡 優貴

42 610
最強チーム

1:02:50
赤迫 寛 三觜 怜史 野口 慶

41 294
ファストランナーズ＃1

1:02:20
本間 文昭 増井 浩史

藤木 将善

40 254
GACHI RUN

1:02:16
須田 巌 伊関 惇 廣瀬 健一 加藤 創 上田 一成

水野 隼輔 村社 諒

39 652
パソナテック隼

1:02:12
米川 由也 堅田 謙侑 北山 拓 山口 拓人

関 敏 布田 哲 依田 拓樹

38 66
Team TT

1:02:09
田島 寛紀 西口 亮礼 小鹿原 祐一

37 371
tadaima1

1:02:03
五十嵐 拓也 細井 博幸

金折 聡

36 725
センターテールJr.

1:02:02
小林 修 村田 遼 岸 豊 小林 修 石岡 雅憲

伴仲 輝大 松尾 信之

35 82
トレンドマイクロ4

1:01:54
三宅 文彦 Brian Shen 石川 徹治 梅 永智

桑田 友明 古郡 真央 原田 雄一郎

34 131
PFUサービス盛り合わせ

1:01:51
島田 一洋 新田 直也 佐々木 直幸

33 708
ＯＷＬ４８　チームO

1:01:48
山根 勝彦 小林 稔

井上 和幸

32 724
センターテール

1:01:33
嶺岸 巧 大塚 大 石上 剛 上村 実 中尾 英樹

浦山 尚輝 久保 公則

31 589
Team Dragon

1:01:25
久保 功 上田 健太 奥江 孝介 伊藤 颯

中森 啓太 松木 博志 瀬戸 雅弘

30 638
ガチゴチMstar

1:01:23
樋口 聡司 永井 康次 諸星 幸雄

29 175
チームA

1:01:19
福田 哲也 門村 達也

清水 巧次郎

28 390
RBB SPEED

1:01:18
白石 雄太 石田 健人 工木 大造 菅野 直樹 石原 正義

横山 秀和 西田 雅俊

27 674
ハマデスポーツ(株)大島支店

1:01:16
濱出 憲一郎 齋藤 豪 中里 大地 久保 大貴

26 470
M5 A

1:01:07
小林 隼人 佐々木 舞 渡辺 義明
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:11:00 (26) 0:23:00 (20) 0:35:53 (30) 0:49:37 (35) 1:03:28 (51)
IT企業の部 (38) 11:00 (26) 12:00 (38) 12:53 (104) 13:44 (196) 13:51 (334)

0:12:43 (142) 0:25:14 (72) 0:36:57 (43) 0:50:56 (52) 1:03:39 (52)
IT企業の部 (39) 12:43 (142) 12:31 (68) 11:43 (23) 13:59 (226) 12:43 (152)

0:12:44 (143) 0:25:34 (82) 0:38:17 (69) 0:51:10 (54) 1:03:42 (53)
IT企業の部 (40) 12:44 (143) 12:50 (94) 12:43 (84) 12:53 (100) 12:32 (127)

0:12:11 (95) 0:25:20 (77) 0:37:55 (62) 0:50:24 (48) 1:03:43 (54)
IT企業の部 (41) 12:11 (95) 13:09 (125) 12:35 (71) 12:29 (76) 13:19 (231)

0:12:24 (115) 0:25:18 (75) 0:37:56 (63) 0:52:49 (83) 1:03:43 (55)
一般の部 (14) 12:24 (115) 12:54 (102) 12:38 (75) 14:53 (339) 10:54 (18)

0:13:46 (285) 0:25:17 (74) 0:35:51 (29) 0:52:02 (68) 1:03:44 (56)
一般の部 (15) 13:46 (285) 11:31 (25) 10:34 (6) 16:11 (480) 11:42 (50)

0:11:07 (34) 0:25:37 (86) 0:40:08 (104) 0:54:17 (115) 1:03:46 (57)
IT企業の部 (42) 11:07 (34) 14:30 (287) 14:31 (294) 14:09 (245) 9:29 (5)

0:13:26 (235) 0:25:55 (103) 0:38:46 (74) 0:50:32 (49) 1:03:49 (58)
IT企業の部 (43) 13:26 (235) 12:29 (67) 12:51 (100) 11:46 (35) 13:17 (227)

0:13:24 (230) 0:26:14 (113) 0:39:01 (77) 0:50:59 (53) 1:03:49 (59)
IT企業の部 (44) 13:24 (230) 12:50 (93) 12:47 (93) 11:58 (46) 12:50 (170)

0:10:56 (24) 0:22:29 (15) 0:35:44 (27) 0:50:16 (46) 1:03:56 (60)
IT企業の部 (45) 10:56 (24) 11:33 (28) 13:15 (137) 14:32 (293) 13:40 (300)

0:12:13 (101) 0:23:35 (31) 0:36:27 (37) 0:49:46 (40) 1:04:01 (61)
IT企業の部 (46) 12:13 (101) 11:22 (20) 12:52 (101) 13:19 (140) 14:15 (393)

0:11:53 (70) 0:25:03 (59) 0:37:29 (50) 0:49:45 (39) 1:04:04 (62)
IT企業の部 (47) 11:53 (70) 13:10 (128) 12:26 (63) 12:16 (63) 14:19 (398)

0:13:03 (184) 0:24:43 (48) 0:37:36 (53) 0:52:18 (71) 1:04:09 (63)
IT企業の部 (48) 13:03 (184) 11:40 (30) 12:53 (103) 14:42 (316) 11:51 (64)

0:11:23 (44) 0:25:28 (80) 0:38:06 (65) 0:51:46 (61) 1:04:10 (64)
IT企業の部 (49) 11:23 (44) 14:05 (228) 12:38 (76) 13:40 (184) 12:24 (113)

0:13:25 (233) 0:25:48 (98) 0:41:44 (165) 0:52:41 (78) 1:04:12 (65)
IT企業の部 (50) 13:25 (233) 12:23 (59) 15:56 (465) 10:57 (7) 11:31 (45)

0:12:31 (124) 0:25:45 (95) 0:39:45 (92) 0:51:44 (60) 1:04:40 (66)
IT企業の部 (51) 12:31 (124) 13:14 (138) 14:00 (220) 11:59 (48) 12:56 (184)

0:11:46 (63) 0:25:38 (88) 0:39:45 (93) 0:51:50 (64) 1:04:43 (67)
IT企業の部 (52) 11:46 (63) 13:52 (200) 14:07 (235) 12:05 (54) 12:53 (179)

0:12:14 (105) 0:24:06 (40) 0:37:40 (55) 0:51:57 (67) 1:04:43 (68)
IT企業の部 (53) 12:14 (105) 11:52 (36) 13:34 (168) 14:17 (264) 12:46 (157)

0:10:24 (13) 0:25:10 (67) 0:39:01 (78) 0:51:24 (57) 1:04:44 (69)
IT企業の部 (54) 10:24 (13) 14:46 (317) 13:51 (196) 12:23 (68) 13:20 (234)

0:13:04 (185) 0:26:33 (125) 0:40:14 (107) 0:54:01 (110) 1:04:46 (70)
IT企業の部 (55) 13:04 (185) 13:29 (155) 13:41 (178) 13:47 (205) 10:45 (11)

0:12:40 (135) 0:25:31 (81) 0:37:56 (64) 0:53:12 (92) 1:04:57 (71)
IT企業の部 (56) 12:40 (135) 12:51 (97) 12:25 (61) 15:16 (386) 11:45 (54)

0:10:32 (17) 0:25:15 (73) 0:37:30 (52) 0:51:15 (55) 1:05:06 (72)
IT企業の部 (57) 10:32 (17) 14:43 (309) 12:15 (50) 13:45 (199) 13:51 (333)

0:13:08 (193) 0:25:46 (96) 0:40:02 (100) 0:52:53 (86) 1:05:08 (73)
IT企業の部 (58) 13:08 (193) 12:38 (77) 14:16 (258) 12:51 (98) 12:15 (96)

0:12:29 (119) 0:24:57 (57) 0:38:52 (76) 0:52:04 (69) 1:05:08 (74)
IT企業の部 (59) 12:29 (119) 12:28 (66) 13:55 (208) 13:12 (132) 13:04 (208)

0:13:15 (206) 0:28:26 (250) 0:41:31 (152) 0:54:00 (109) 1:05:13 (75)
IT企業の部 (60) 13:15 (206) 15:11 (365) 13:05 (121) 12:29 (75) 11:13 (27)

鹿内 孝政

加々見 隆行 小宮 良太

75 592
NEXWAY　(｀・ω・´)b

1:05:13
山本 雄士 小林 奈未 ベロスルドフ イアロスラフ 内田 拓

志村 智春 松本 貴之 高橋 巧

74 450
CLINKSランニング部A

1:05:08
山崎 茂夫 飛田和 祥吾 速應 哲嗣

73 698
FessチームA

1:05:08
西村 真悟 高瀬 祐志

小林 岳樹

72 463
Ｊ＆Ｍ（入賞目指しますチーム）

1:05:06
湯川 清克 浜本 雅英 金子 伸重 金子 昌子 栗原 茂実

孫 将司 川瀬 政樹

71 506
IKIサッカー部

1:04:57
南 隆仁 湊谷 仁 山下 耕太郎 田村 智宏

平良 学 赤羽 聡 並木 宏史

70 568
雑走集団

1:04:46
岩下 正吾 岡村 和樹 翁長 武浩

69 207
ダッハ

1:04:44
丹羽 英史 佐藤 良美

宮川 貴広

68 574
ALSI InterSafe＆ECOAS

1:04:43
竹内 直人 赤澤 義仁 川﨑 成海 鑓田 敏正 松田 尚史

濱田 征典 秋山 雅則

67 167
クレオ 30C

1:04:43
久保田 雄希 亀山 礼 水木 真一 西村 友貴

竹之下 太地 高橋 政徳 田中 仁

66 126
FCSランナーズ①

1:04:40
高野 允佑 五十嵐 教司 有馬 康平

65 190
『JIN-仁-』

1:04:12
塩澤 薫 今中 洋輔

麻生 和義

64 633
スター福地と本八幡ランナーズ

1:04:10
山口 公晃 須藤 恒 清田 広明 薮崎 太加 福地 健司

中島 敏夫 小川 誠

63 395
ファイバーゲート　乱ニング部

1:04:09
元吉 竜一郎 福増 隆章 志賀 悟史 井上 聡志

松村 俊和 片岡 博信 田口 諒

62 309
UOSベスト

1:04:04
菅原 俊哉 岩田 雅弘 長谷 和喜

61 615
FPS2＆4 A

1:04:01
福谷 聡 木村 晋司

大石 哲生

60 247
ISA

1:03:56
河本 裕樹 早川 和輝 峯瀧 大二郎 長谷井 冬真 新山 純

田中 健雄 田中 巧

59 780
栗今

1:03:49
大橋 優輝 吉澤 紀代美 酒井 将貴 針生 未希

岡田 晃宣 近藤 陽介 金子 芳人

58 672
うおきん大好き！

1:03:49
上野 邦明 岩田 浩一 宇田川 賢

57 40
エレコム2

1:03:46
赤澤 祐介 三木 泰夫

原田 友大

56 790
安永と仲間たち

1:03:44
伊藤 亮太郎 杉浦 尚樹 加茂 道敬 松本 敦 長谷川 寛樹

中原 基希 田中 宏幸

55 620
風会　西

1:03:43
肥後 雅仁 Zheng Xiuyi 山崎 民雄 高取 健治

高松 一郎 笠原 雄二 福原 英之

54 97
ミツイワ)営業部チーム①

1:03:43
山下 健司 馬場 剛 板倉 正典

53 299
ミツイワ）電子デバイス本部チー
ム 1:03:42

柴山 政雄 宇野 正幸

綾野 誠

52 629
トトン

1:03:39
石川 翔太郎 仲宗根 輝弥 黒川 健 青木 大将 古堅 盛平

51 239
ピンクパンサーズ

1:03:28
田中 祐之 澤田 亮太 堀口 高志 飛嶋 聖也
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:22 (370) 0:26:38 (132) 0:39:20 (84) 0:52:31 (77) 1:05:18 (76)
IT企業の部 (61) 14:22 (370) 12:16 (50) 12:42 (82) 13:11 (130) 12:47 (159)

0:13:57 (311) 0:27:13 (162) 0:39:52 (98) 0:53:27 (100) 1:05:26 (77)
IT企業の部 (62) 13:57 (311) 13:16 (140) 12:39 (77) 13:35 (167) 11:59 (72)

0:13:04 (186) 0:26:27 (122) 0:39:11 (82) 0:53:02 (91) 1:05:32 (78)
IT企業の部 (63) 13:04 (186) 13:23 (151) 12:44 (85) 13:51 (212) 12:30 (125)

0:12:52 (157) 0:26:25 (119) 0:39:52 (96) 0:53:48 (105) 1:05:38 (79)
一般の部 (16) 12:52 (157) 13:33 (159) 13:27 (154) 13:56 (221) 11:50 (61)

0:12:13 (100) 0:25:09 (66) 0:39:44 (91) 0:52:41 (79) 1:05:39 (80)
IT企業の部 (64) 12:13 (100) 12:56 (107) 14:35 (306) 12:57 (107) 12:58 (187)

0:11:40 (56) 0:26:36 (129) 0:39:23 (85) 0:52:07 (70) 1:05:40 (81)
IT企業の部 (65) 11:40 (56) 14:56 (339) 12:47 (95) 12:44 (88) 13:33 (276)

0:13:49 (293) 0:26:44 (139) 0:39:03 (80) 0:53:25 (97) 1:05:45 (82)
一般の部 (17) 13:49 (293) 12:55 (105) 12:19 (56) 14:22 (273) 12:20 (103)

0:13:58 (317) 0:26:43 (136) 0:38:52 (75) 0:53:16 (95) 1:05:48 (83)
IT企業の部 (66) 13:58 (317) 12:45 (83) 12:09 (44) 14:24 (276) 12:32 (126)

0:11:49 (65) 0:26:12 (111) 0:41:18 (141) 0:52:46 (81) 1:05:49 (84)
IT企業の部 (67) 11:49 (65) 14:23 (266) 15:06 (363) 11:28 (21) 13:03 (207)

0:12:11 (97) 0:25:54 (102) 0:40:06 (102) 0:53:33 (103) 1:05:56 (85)
IT企業の部 (68) 12:11 (97) 13:43 (177) 14:12 (246) 13:27 (154) 12:23 (108)

0:13:52 (302) 0:26:53 (147) 0:40:25 (113) 0:54:07 (112) 1:06:00 (86)
IT企業の部 (69) 13:52 (302) 13:01 (114) 13:32 (165) 13:42 (191) 11:53 (66)

0:12:50 (152) 0:26:50 (143) 0:38:39 (72) 0:52:18 (72) 1:06:02 (87)
IT企業の部 (70) 12:50 (152) 14:00 (214) 11:49 (26) 13:39 (183) 13:44 (314)

0:12:17 (108) 0:25:04 (61) 0:40:20 (110) 0:53:26 (98) 1:06:07 (88)
IT企業の部 (71) 12:17 (108) 12:47 (87) 15:16 (384) 13:06 (121) 12:41 (145)

0:10:30 (15) 0:23:55 (38) 0:36:39 (40) 0:51:50 (63) 1:06:08 (89)
IT企業の部 (72) 10:30 (15) 13:25 (152) 12:44 (87) 15:11 (374) 14:18 (396)

0:13:37 (259) 0:26:35 (127) 0:40:52 (128) 0:52:54 (88) 1:06:08 (90)
IT企業の部 (73) 13:37 (259) 12:58 (110) 14:17 (262) 12:02 (52) 13:14 (223)

0:12:54 (163) 0:26:42 (134) 0:39:44 (90) 0:53:20 (96) 1:06:10 (91)
IT企業の部 (74) 12:54 (163) 13:48 (190) 13:02 (116) 13:36 (173) 12:50 (169)

0:12:59 (175) 0:25:47 (97) 0:39:04 (81) 0:52:47 (82) 1:06:11 (92)
IT企業の部 (75) 12:59 (175) 12:48 (89) 13:17 (139) 13:43 (193) 13:24 (244)

0:12:38 (130) 0:26:23 (118) 0:39:27 (87) 0:52:57 (89) 1:06:11 (93)
IT企業の部 (76) 12:38 (130) 13:45 (187) 13:04 (120) 13:30 (159) 13:14 (222)

0:12:30 (122) 0:25:09 (65) 0:37:45 (59) 0:52:23 (75) 1:06:12 (94)
IT企業の部 (77) 12:30 (122) 12:39 (78) 12:36 (74) 14:38 (303) 13:49 (327)

0:10:42 (19) 0:23:19 (22) 0:36:13 (35) 0:52:46 (80) 1:06:16 (95)
IT企業の部 (78) 10:42 (19) 12:37 (75) 12:54 (107) 16:33 (518) 13:30 (263)

0:13:03 (183) 0:25:13 (70) 0:37:09 (45) 0:49:36 (34) 1:06:17 (96)
IT企業の部 (79) 13:03 (183) 12:10 (44) 11:56 (33) 12:27 (72) 16:41 (590)

0:12:10 (92) 0:26:33 (126) 0:39:18 (83) 0:52:54 (87) 1:06:18 (97)
IT企業の部 (80) 12:10 (92) 14:23 (265) 12:45 (88) 13:36 (170) 13:24 (248)

0:12:02 (81) 0:28:29 (256) 0:41:16 (139) 0:53:13 (93) 1:06:20 (98)
IT企業の部 (81) 12:02 (81) 16:27 (502) 12:47 (92) 11:57 (43) 13:07 (212)

0:13:27 (239) 0:25:13 (69) 0:41:53 (174) 0:54:49 (130) 1:06:26 (99)
IT企業の部 (82) 13:27 (239) 11:46 (33) 16:40 (534) 12:56 (103) 11:37 (49)

0:12:45 (144) 0:27:09 (157) 0:41:45 (167) 0:54:40 (124) 1:06:33 (100)
IT企業の部 (83) 12:45 (144) 14:24 (272) 14:36 (307) 12:55 (102) 11:53 (65)

佐藤 和久

100 504
チーム オレンジ

1:06:33
池田 陽介 沖 俊治 野間 英徳 川田 容志 池田 和史

余 航 渡邉 智宏

99 571
ＴＳＯＬ－極み

1:06:26
田代 智也 内田 貴史 武田 佳子 河田 勝志

岩佐 龍昌 小林 愛 小見野 淳一

98 490
SRA 海浜スイミングクラブ

1:06:20
余 力信 黒川 孝一 熊切 一彦

97 172
内定者チーム

1:06:18
三浦 航大 周 武憲

金 宏志郎

96 24
ALSI  アース

1:06:17
石井 聡樹 諸留 健咲 吉塚 晃 東 大 横澤 一真

杉山 哲 山崎 和也

95 357
Oracle CSBU #1

1:06:16
宮原 雅彦 朝倉 将仁 沼田 久美子 足羽 貴文

榊原 雅和 矢部 純一 佐藤 駿

94 156
株式会社エフタイム

1:06:12
植田 恭平 風間 良治 上西 正泰

93 709
ＯＷＬ４８　チームＷ

1:06:11
前田 浩一 土手 隆博

山下 直哉

92 462
@Tokyo チーム技

1:06:11
乾 泰裕 長野 真樹 小島 康太郎 小野塚 裕巳 野崎 正明

岡野 征彦 登内 勇気

91 427
永田組

1:06:10
安里 憲彦 木内 佳史 幸保 快 玉吉 範之

島村 欣晃 米川 桂 池谷 聡

90 407
desknet's NEO

1:06:08
遠藤 和也 竹迫 裕真 阿字野 光昭

89 507
FUZZ

1:06:08
藤平 一成 相良 雄介

林 雅也

88 191
広域クルセイダース

1:06:07
大窪 宣延 菊池 由明 鹿野 智史 河野 拓也 齊田 誠至

大河原 愛紗 吉永 浩輔

87 125
ecbeing

1:06:02
大槻  大輔 斉藤 淳 金子  基 野田  剛

安川 修平 大本 怜依 水野 浩典

86 756
ぐるなびチーム新卒

1:06:00
高谷 将弘 西原 弘真 芝 陽大

85 260
JogTec

1:05:56
定村 浩司 庄司 隆弘

市川 幸平

84 682
くやしいけれどお前に夢中

1:05:49
長谷川 哲 田中 祐輔 和田 泉 村田 祐史 佐藤 秀樹

西 悦生 中野 靖

83 308
UOSエース

1:05:48
大城 卓正 桧山 準 小島 一行 津崎 友一郎

比企 静 高久 裕紀 エーアハルト゛ ユリウス

82 452
DAITOH

1:05:45
高橋 玄多 北村 正次郎 星野 勝洋

81 132
ベビー正義

1:05:40
押 正和 佐橋 文平

白石 晃大

80 107
CTC KSM

1:05:39
徳永 裕也 原 旭昇 奥村 衣吹 岡本 博史 鳩貝 祐斗

神尾 岳明 黒瀬 淳平

79 378
Ｔeam飛脚

1:05:38
鈴木 功太郎 細谷 正人 高橋 敏雄 武澤 徹治

日高 拓朗 東 恭平 中村 史彦

78 713
JBST New Comers

1:05:32
島田 陽太 間中 一樹 永島 瞭一

77 104
テクノキューブラ

1:05:26
原 旭昇 橋本 翔平

76 300
ミツイワ情報チーム

1:05:18
水谷 高浩 島津 智行 成田 晴彦 吉田 暁彦 舟川 正博
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:12:26 (116) 0:25:44 (94) 0:40:40 (119) 0:52:50 (85) 1:06:36 (101)
IT企業の部 (84) 12:26 (116) 13:18 (147) 14:56 (347) 12:10 (56) 13:46 (319)

0:13:13 (203) 0:27:16 (167) 0:41:29 (151) 0:54:18 (117) 1:06:42 (102)
IT企業の部 (85) 13:13 (203) 14:03 (221) 14:13 (250) 12:49 (96) 12:24 (115)

0:15:33 (512) 0:30:19 (412) 0:42:00 (180) 0:54:46 (129) 1:06:42 (103)
一般の部 (18) 15:33 (512) 14:46 (315) 11:41 (22) 12:46 (91) 11:56 (70)

0:11:30 (50) 0:27:32 (183) 0:41:28 (149) 0:54:24 (120) 1:06:45 (104)
IT企業の部 (86) 11:30 (50) 16:02 (458) 13:56 (211) 12:56 (105) 12:21 (104)

0:12:53 (159) 0:27:50 (214) 0:41:42 (164) 0:53:31 (102) 1:06:53 (105)
IT企業の部 (87) 12:53 (159) 14:57 (341) 13:52 (199) 11:49 (38) 13:22 (240)

0:15:10 (472) 0:29:31 (340) 0:43:34 (262) 0:55:10 (137) 1:07:04 (106)
一般の部 (19) 15:10 (472) 14:21 (260) 14:03 (227) 11:36 (26) 11:54 (67)

0:11:19 (41) 0:27:49 (212) 0:42:29 (199) 0:53:29 (101) 1:07:05 (107)
IT企業の部 (88) 11:19 (41) 16:30 (508) 14:40 (311) 11:00 (11) 13:36 (284)

0:13:50 (299) 0:24:48 (51) 0:40:14 (106) 0:54:40 (125) 1:07:06 (108)
一般の部 (20) 13:50 (299) 10:58 (12) 15:26 (410) 14:26 (280) 12:26 (118)

0:12:48 (150) 0:27:37 (189) 0:42:19 (189) 0:54:55 (133) 1:07:08 (109)
IT企業の部 (89) 12:48 (150) 14:49 (321) 14:42 (318) 12:36 (83) 12:13 (94)

0:13:26 (237) 0:26:16 (114) 0:39:30 (88) 0:53:00 (90) 1:07:10 (110)
IT企業の部 (90) 13:26 (237) 12:50 (95) 13:14 (133) 13:30 (160) 14:10 (379)

0:14:25 (374) 0:27:52 (218) 0:42:33 (205) 0:55:44 (148) 1:07:11 (111)
一般の部 (21) 14:25 (374) 13:27 (153) 14:41 (316) 13:11 (131) 11:27 (39)

0:12:50 (153) 0:25:08 (64) 0:38:18 (71) 0:52:18 (73) 1:07:14 (112)
一般の部 (22) 12:50 (153) 12:18 (51) 13:10 (130) 14:00 (231) 14:56 (465)

0:13:24 (227) 0:27:13 (163) 0:40:53 (129) 0:53:49 (106) 1:07:17 (113)
IT企業の部 (91) 13:24 (227) 13:49 (195) 13:40 (176) 12:56 (104) 13:28 (257)

0:13:23 (225) 0:27:47 (209) 0:40:00 (99) 0:53:13 (94) 1:07:23 (114)
IT企業の部 (92) 13:23 (225) 14:24 (271) 12:13 (49) 13:13 (135) 14:10 (380)

0:13:13 (201) 0:29:23 (325) 0:42:07 (187) 0:56:36 (175) 1:07:24 (115)
IT企業の部 (93) 13:13 (201) 16:10 (471) 12:44 (86) 14:29 (282) 10:48 (13)

0:13:00 (177) 0:28:55 (287) 0:42:26 (197) 0:54:38 (123) 1:07:40 (116)
IT企業の部 (94) 13:00 (177) 15:55 (446) 13:31 (160) 12:12 (57) 13:02 (205)

0:14:01 (323) 0:27:43 (200) 0:42:00 (179) 0:54:15 (114) 1:07:42 (117)
IT企業の部 (95) 14:01 (323) 13:42 (172) 14:17 (261) 12:15 (60) 13:27 (254)

0:12:56 (168) 0:26:38 (131) 0:42:22 (192) 0:55:35 (145) 1:07:45 (118)
IT企業の部 (96) 12:56 (168) 13:42 (176) 15:44 (447) 13:13 (134) 12:10 (89)

0:13:05 (187) 0:27:24 (175) 0:40:09 (105) 0:56:02 (163) 1:07:52 (119)
一般の部 (23) 13:05 (187) 14:19 (257) 12:45 (90) 15:53 (453) 11:50 (63)

0:12:11 (96) 0:27:18 (170) 0:41:37 (158) 0:55:45 (150) 1:08:01 (120)
IT企業の部 (97) 12:11 (96) 15:07 (358) 14:19 (268) 14:08 (242) 12:16 (98)

0:11:56 (73) 0:24:44 (50) 0:42:53 (223) 0:55:40 (147) 1:08:03 (121)
IT企業の部 (98) 11:56 (73) 12:48 (90) 18:09 (631) 12:47 (93) 12:23 (110)

0:12:39 (132) 0:25:19 (76) 0:37:52 (60) 0:49:43 (37) 1:08:05 (122)
IT企業の部 (99) 12:39 (132) 12:40 (80) 12:33 (66) 11:51 (40) 18:22 (650)

0:12:10 (93) 0:25:14 (71) 0:40:06 (103) 0:57:07 (201) 1:08:06 (123)
一般の部 (24) 12:10 (93) 13:04 (117) 14:52 (341) 17:01 (560) 10:59 (23)

0:12:53 (158) 0:26:53 (148) 0:43:19 (252) 0:54:21 (119) 1:08:09 (124)
一般の部 (25) 12:53 (158) 14:00 (215) 16:26 (517) 11:02 (12) 13:48 (324)

0:15:00 (445) 0:29:23 (324) 0:43:28 (261) 0:56:53 (190) 1:08:16 (125)
IT企業の部 (100) 15:00 (445) 14:23 (264) 14:05 (231) 13:25 (152) 11:23 (33)

石井 亮介 三村 徹 並河 史朗
125 238

UCHIDA ACTIVE RUNNER
1:08:16

横田 哲 清水 孝衣

篠原 佑太郎

124 226
team S (from SCM)

1:08:09
降幡 敏 西岡 正輝 新藤 理恵 松崎 創一郎 河北 直樹

石川 修 山梨 浩史

123 213
Team RECRUIT

1:08:06
寺谷 亮次 山口 彩夏 後藤 公希 山﨑 美加

安達 大介 市川 奨 臼井 徹

122 295
JRA ガチ

1:08:05
山口 智久 鈴木 真志 丸山 隆

121 581
監督見参パート2

1:08:03
関川 大樹 柴田 純平

久保田 善彦

120 564
イッツコム　自己鍛錬部

1:08:01
菊地 健 山口 泰祐 小山田 寛史 山田 智子 下山 雄大

篠原 裕佑 吉井 崇翔

119 779
HOP STEP RUN!

1:07:52
浅野 亮 秋田 壮一朗 倉地 隆暢 赤司 貴信

辻田 澄人 岡崎 修二 藤城 有美

118 517
エフサスフロントライナーズ

1:07:45
澤井 伸介 栗原 拓雅 篠田 和希

117 786
Aruba(AirWave)

1:07:42
苅谷 厚貴 矢島 祐樹

大沢 薫

116 151
DIVA

1:07:40
高桑 佳志 菊名 直人 樽田 光弘 村田 雄希 松谷 壮人

平井 徹也 池田 拓磨

115 559
嵐

1:07:24
曽我部 翔多 人見 祐之 古川 智之 片山 倫幸

池田 一樹 榊原 久仁子 小川 佳紀

114 784
チームた○はら

1:07:23
伊藤 真一 棚原 泰隆 片山 嘉彦

113 513
comnet４

1:07:17
新井 友裕 矢野 大輔

鮫島 淳

112 216
ハイブリッドアプリケーションズ

1:07:14
目黒 立真 石政 健人 山崎 広介 佐藤 孝博 鈴木 健太郎

坂本 一央 妹川 公亮

111 377
JECC Jogging Club

1:07:11
小田 拓美 開 輝文 小助川 和也 小川 紀之

杉山 晴美 藤谷 崇 田中 秀明

110 68
JP_Pub_M

1:07:10
村田 久志 吉田 貴裕 逆井 智裕

109 52
PPG

1:07:08
多田 健太郎 松鵜 茜

山本 健次

108 624
サバーズ１

1:07:06
服部 将 多田 恵 長澤 真利子 加藤 遥香 横山 晴規

勝山 亮二 キース 牧江

107 54
走食系

1:07:05
酒井 一樹 最上 淳子 韓 文煦 小林 潤平

中村 正徳 山本 仁子 藤丸 嘉紀

106 421
BarNアスリート

1:07:04
松下 ひろし 田口 博章 小野 陽子

105 489
SRA 東京韋駄天アスリートクラ
ブ 1:06:53

中村 勇斗 矢部 直子

近藤 賢

104 484
ARC　A

1:06:45
高橋 秀人 田谷 賢太郎 沼倉 紀康 吉田 俊紀 冨永 大樹

松田 敏幸 樋渡 練

103 383
生興A

1:06:42
岩上 靖 根本 紀恒 川北 好章 篠崎 悟

川越  悠右 渡部  知博 宮川   裕樹

102 71
DELL Marathon Club

1:06:42
内田 匡洋 平野 健太郎 村尾 冬斗

101 184
SFDC E

1:06:36
植松   隆 田中  高山
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:12:14 (103) 0:26:37 (130) 0:41:53 (173) 0:55:57 (160) 1:08:16 (126)
一般の部 (26) 12:14 (103) 14:23 (269) 15:16 (383) 14:04 (238) 12:19 (102)

0:14:44 (426) 0:28:49 (279) 0:39:48 (94) 0:53:27 (99) 1:08:18 (127)
一般の部 (27) 14:44 (426) 14:05 (225) 10:59 (8) 13:39 (182) 14:51 (458)

0:13:11 (198) 0:27:11 (159) 0:41:25 (146) 0:55:01 (134) 1:08:20 (128)
IT企業の部 (101) 13:11 (198) 14:00 (213) 14:14 (252) 13:36 (169) 13:19 (233)

0:14:20 (367) 0:27:22 (173) 0:41:47 (170) 0:56:56 (192) 1:08:21 (129)
IT企業の部 (102) 14:20 (367) 13:02 (116) 14:25 (282) 15:09 (370) 11:25 (36)

0:12:22 (111) 0:26:31 (124) 0:38:07 (66) 0:53:59 (108) 1:08:21 (130)
IT企業の部 (103) 12:22 (111) 14:09 (240) 11:36 (20) 15:52 (451) 14:22 (407)

0:11:30 (51) 0:25:38 (89) 0:36:14 (36) 0:51:55 (66) 1:08:26 (131)
IT企業の部 (104) 11:30 (51) 14:08 (234) 10:36 (7) 15:41 (440) 16:31 (583)

0:12:22 (112) 0:29:12 (308) 0:41:53 (172) 0:56:07 (168) 1:08:30 (132)
一般の部 (28) 12:22 (112) 16:50 (535) 12:41 (81) 14:14 (256) 12:23 (112)

0:13:36 (255) 0:26:52 (146) 0:41:08 (136) 0:54:52 (132) 1:08:33 (133)
IT企業の部 (105) 13:36 (255) 13:16 (142) 14:16 (259) 13:44 (194) 13:41 (302)

0:13:17 (212) 0:27:42 (197) 0:40:15 (108) 0:56:01 (162) 1:08:35 (134)
IT企業の部 (106) 13:17 (212) 14:25 (275) 12:33 (68) 15:46 (446) 12:34 (131)

0:16:21 (570) 0:30:30 (426) 0:43:45 (275) 0:54:44 (127) 1:08:35 (135)
IT企業の部 (107) 16:21 (570) 14:09 (237) 13:15 (134) 10:59 (9) 13:51 (335)

0:17:36 (640) 0:30:33 (433) 0:42:35 (208) 0:54:51 (131) 1:08:39 (136)
一般の部 (29) 17:36 (640) 12:57 (108) 12:02 (37) 12:16 (62) 13:48 (326)

0:12:37 (129) 0:26:21 (117) 0:42:47 (218) 0:55:32 (144) 1:08:41 (137)
IT企業の部 (108) 12:37 (129) 13:44 (179) 16:26 (516) 12:45 (89) 13:09 (215)

0:12:08 (88) 0:27:00 (152) 0:42:19 (190) 0:55:56 (159) 1:08:44 (138)
IT企業の部 (109) 12:08 (88) 14:52 (330) 15:19 (392) 13:37 (176) 12:48 (163)

0:16:05 (553) 0:28:11 (230) 0:44:15 (308) 0:55:47 (151) 1:08:45 (139)
IT企業の部 (110) 16:05 (553) 12:06 (39) 16:04 (479) 11:32 (24) 12:58 (190)

0:11:44 (58) 0:27:30 (179) 0:41:41 (161) 0:54:18 (116) 1:08:46 (140)
一般の部 (30) 11:44 (58) 15:46 (421) 14:11 (245) 12:37 (85) 14:28 (416)

0:16:31 (579) 0:32:16 (537) 0:46:10 (430) 0:57:53 (239) 1:08:47 (141)
一般の部 (31) 16:31 (579) 15:45 (419) 13:54 (203) 11:43 (31) 10:54 (17)

0:11:45 (59) 0:24:04 (39) 0:37:19 (49) 0:51:54 (65) 1:08:49 (142)
IT企業の部 (111) 11:45 (59) 12:19 (55) 13:15 (138) 14:35 (297) 16:55 (603)

0:15:06 (456) 0:30:44 (442) 0:43:47 (277) 0:55:44 (149) 1:08:51 (143)
IT企業の部 (112) 15:06 (456) 15:38 (409) 13:03 (117) 11:57 (44) 13:07 (211)

0:10:12 (9) 0:22:45 (18) 0:40:48 (125) 0:56:07 (169) 1:09:03 (144)
IT企業の部 (113) 10:12 (9) 12:33 (73) 18:03 (624) 15:19 (393) 12:56 (183)

0:13:36 (256) 0:26:40 (133) 0:40:54 (130) 0:55:26 (141) 1:09:05 (145)
IT企業の部 (114) 13:36 (256) 13:04 (118) 14:14 (254) 14:32 (294) 13:39 (295)

0:11:05 (31) 0:28:12 (231) 0:42:32 (202) 0:56:41 (180) 1:09:06 (146)
IT企業の部 (115) 11:05 (31) 17:07 (562) 14:20 (269) 14:09 (246) 12:25 (116)

0:12:35 (127) 0:26:44 (138) 0:43:36 (266) 0:56:57 (195) 1:09:07 (147)
IT企業の部 (116) 12:35 (127) 14:09 (239) 16:52 (546) 13:21 (143) 12:10 (88)

0:13:18 (216) 0:25:36 (83) 0:40:48 (124) 0:54:45 (128) 1:09:07 (148)
IT企業の部 (117) 13:18 (216) 12:18 (54) 15:12 (373) 13:57 (225) 14:22 (406)

0:15:34 (514) 0:28:15 (235) 0:40:50 (127) 0:54:18 (118) 1:09:08 (149)
一般の部 (32) 15:34 (514) 12:41 (81) 12:35 (73) 13:28 (156) 14:50 (455)

0:13:57 (315) 0:27:36 (188) 0:41:24 (145) 0:56:39 (179) 1:09:09 (150)
IT企業の部 (118) 13:57 (315) 13:39 (167) 13:48 (189) 15:15 (385) 12:30 (123)

清水 佑哉 日置 雅英

崎 哲朗 阿部 達徳 藤田 和義

150 744
ＴＰＰ

1:09:09
並木 昌之 池田 大希 武田 洋輔

149 750
麺処梅吉

1:09:08
佐々木 辰宏 石橋 体政

後藤 啓介

148 284
エスコHKT5

1:09:07
大門 一歩 愛澤 勝巳 道過 康夫 名和田 義紀 中島 祐二

高橋 孝仁 松井 泰良

147 703
GOTO THE VICTORY

1:09:07
中居 大昭 笹川 裕也 石川 千佐子 鎌田 真吾

伊藤 真仁 南谷 昌嘉 上條 功郎

146 210
ミライトLadys&Gentlemen2

1:09:06
高橋 健一 荒井 古奈美 大垣 信二

145 449
アプレッソB

1:09:05
松居 純平 田中 健一

林 智也

144 649
新日本システック

1:09:03
千年原 旭 鈴木 秀治 飯田 隼太 大城 卓正 治田 利男

寺島 巧二 可貫 邦明

143 415
ＡＩＳ（選抜チーム）

1:08:51
池添 智紀 高橋 良宜 土居 知樹 武藤 紘輝

吉川 雅浩 利岡 健人 石田 健太

142 201
チームBNC

1:08:49
両角 善博 西尾 大 地引 菜都子

141 304
今、走りたい誰かがいる

1:08:47
遠山 義一 庭 友孝

塚田 健太

140 380
ルーキーズ

1:08:46
宮本 卓弥 甲木 秀和 高山 和雄 越谷 圭介 宮入 章浩

江原 祐子 小林 貴嗣

139 700
FessチームC

1:08:45
木村 孝文 小畑 良介 福田 洋平 小林 健太

目野 健一 田中 大樹 杖村 佳祐

138 588
微女と珍獣 走るん会

1:08:44
茂呂 親利 中新井 恒人 金刺 巌

137 39
エレコム1

1:08:41
田中 剛 小出 善久

下平 絢土

136 100
みんなの夢AWARD6 学生事務
局 1:08:39

芦川 佳史 奥川 季花 黒岩 嵩大 三浦 大地 中川 直洋

吉田 遥香 林 孝宜

135 326
メルコム陸連4

1:08:35
髙橋 裕也 相澤 祐太 松尾 誠志 松浦 佑一

吉川 実 田村 浩和 佐賀 柾紀

134 760
Ｇ５

1:08:35
梅原 亮人 北尾 祐磨 亀山 晃平

133 96
ベル・データ

1:08:33
加藤 亮介 宮澤 竜太

浅野 芳正

132 181
SFDC D

1:08:30
中澤  豪 永田  朋子 角田  慎太郎 植田   泰史 田中  克樹

垣本 晴香 小西 俊夫

131 332
CT-e1/SaaS

1:08:26
寺尾 憲二 梅津 芳樹 丸山 勇市 岡野 恵梨沙

山田 一典 藤田 健太 相馬 大高

130 521
ウチダシステムズ　チームきじ

1:08:21
坂口 躍 梶原 裕正 野津 雄三

129 236
のじりんいないんず

1:08:21
香山 謙治 大坂 将斗

脇田 祐季

128 705
DJ KO とスマイリーエンジェルズ

1:08:20
久保田 雄太 久保田 登茂江 上西 司 渡邉 祥太郎 岡田 興

宮川 恵実 荒引 紳吾

127 666
養命酒アスリートクラブA

1:08:18
入江 陽 塩谷 健 中野 友雄 小杉 静

126 611
RUN35

1:08:16
斎藤 雅史 堀 隼人 森 理恵
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:12:40 (136) 0:27:53 (219) 0:41:03 (132) 0:56:58 (196) 1:09:11 (151)
IT企業の部 (119) 12:40 (136) 15:13 (369) 13:10 (131) 15:55 (459) 12:13 (95)

0:10:27 (14) 0:26:13 (112) 0:41:45 (166) 0:58:05 (252) 1:09:13 (152)
IT企業の部 (120) 10:27 (14) 15:46 (420) 15:32 (424) 16:20 (500) 11:08 (26)

0:14:11 (344) 0:26:58 (150) 0:42:38 (212) 0:56:04 (165) 1:09:13 (153)
IT企業の部 (121) 14:11 (344) 12:47 (86) 15:40 (438) 13:26 (153) 13:09 (216)

0:13:00 (176) 0:27:39 (190) 0:40:46 (122) 0:55:50 (154) 1:09:18 (154)
IT企業の部 (122) 13:00 (176) 14:39 (299) 13:07 (127) 15:04 (364) 13:28 (258)

0:14:15 (353) 0:27:04 (153) 0:40:37 (115) 0:56:17 (173) 1:09:19 (155)
一般の部 (33) 14:15 (353) 12:49 (92) 13:33 (166) 15:40 (438) 13:02 (203)

0:14:19 (364) 0:27:13 (161) 0:43:13 (246) 0:56:38 (177) 1:09:22 (156)
一般の部 (34) 14:19 (364) 12:54 (100) 16:00 (472) 13:25 (149) 12:44 (154)

0:15:15 (480) 0:29:37 (352) 0:41:54 (175) 0:55:54 (158) 1:09:26 (157)
IT企業の部 (123) 15:15 (480) 14:22 (261) 12:17 (53) 14:00 (229) 13:32 (275)

0:12:29 (120) 0:27:46 (206) 0:43:28 (260) 0:55:48 (152) 1:09:27 (158)
一般の部 (35) 12:29 (120) 15:17 (371) 15:42 (443) 12:20 (65) 13:39 (296)

0:12:26 (117) 0:25:38 (87) 0:41:35 (155) 0:55:13 (138) 1:09:27 (159)
IT企業の部 (124) 12:26 (117) 13:12 (132) 15:57 (468) 13:38 (180) 14:14 (389)

0:16:07 (556) 0:28:53 (284) 0:41:05 (134) 0:54:07 (111) 1:09:30 (160)
IT企業の部 (125) 16:07 (556) 12:46 (84) 12:12 (48) 13:02 (114) 15:23 (508)

0:13:38 (267) 0:27:35 (186) 0:41:36 (156) 0:55:25 (140) 1:09:30 (161)
IT企業の部 (126) 13:38 (267) 13:57 (205) 14:01 (224) 13:49 (208) 14:05 (365)

0:13:39 (268) 0:27:23 (174) 0:42:32 (203) 0:55:53 (157) 1:09:32 (162)
IT企業の部 (127) 13:39 (268) 13:44 (181) 15:09 (369) 13:21 (144) 13:39 (294)

0:12:14 (102) 0:27:39 (191) 0:41:46 (168) 0:56:06 (167) 1:09:37 (163)
一般の部 (36) 12:14 (102) 15:25 (387) 14:07 (237) 14:20 (271) 13:31 (270)

0:13:19 (218) 0:28:20 (242) 0:44:00 (294) 0:57:07 (202) 1:09:40 (164)
IT企業の部 (128) 13:19 (218) 15:01 (348) 15:40 (439) 13:07 (125) 12:33 (129)

0:14:14 (351) 0:28:31 (260) 0:44:38 (333) 0:58:28 (274) 1:09:43 (165)
IT企業の部 (129) 14:14 (351) 14:17 (253) 16:07 (484) 13:50 (211) 11:15 (31)

0:15:27 (502) 0:28:27 (253) 0:43:01 (229) 0:55:27 (142) 1:09:44 (166)
IT企業の部 (130) 15:27 (502) 13:00 (112) 14:34 (300) 12:26 (71) 14:17 (395)

0:14:29 (388) 0:28:14 (234) 0:41:38 (160) 0:56:48 (187) 1:09:45 (167)
一般の部 (37) 14:29 (388) 13:45 (186) 13:24 (152) 15:10 (373) 12:57 (185)

0:13:30 (245) 0:29:31 (338) 0:43:20 (254) 0:57:37 (229) 1:09:48 (168)
IT企業の部 (131) 13:30 (245) 16:01 (456) 13:49 (191) 14:17 (262) 12:11 (90)

0:12:45 (145) 0:24:54 (55) 0:42:35 (207) 0:58:06 (256) 1:09:51 (169)
IT企業の部 (132) 12:45 (145) 12:09 (41) 17:41 (605) 15:31 (422) 11:45 (55)

0:13:15 (208) 0:29:29 (334) 0:40:44 (121) 0:57:18 (212) 1:09:55 (170)
一般の部 (38) 13:15 (208) 16:14 (479) 11:15 (12) 16:34 (522) 12:37 (135)

0:14:27 (385) 0:28:12 (232) 0:42:07 (186) 0:56:07 (170) 1:09:55 (171)
IT企業の部 (133) 14:27 (385) 13:45 (185) 13:55 (206) 14:00 (230) 13:48 (323)

0:15:25 (497) 0:30:11 (399) 0:45:33 (390) 0:57:31 (224) 1:09:55 (172)
一般の部 (39) 15:25 (497) 14:46 (316) 15:22 (400) 11:58 (45) 12:24 (114)

0:14:42 (420) 0:29:03 (296) 0:45:25 (385) 0:57:24 (221) 1:09:56 (173)
IT企業の部 (134) 14:42 (420) 14:21 (258) 16:22 (508) 11:59 (50) 12:32 (128)

0:15:15 (481) 0:29:12 (309) 0:42:07 (185) 0:56:14 (171) 1:09:57 (174)
IT企業の部 (135) 15:15 (481) 13:57 (207) 12:55 (109) 14:07 (241) 13:43 (311)

0:15:09 (468) 0:30:57 (455) 0:44:20 (317) 0:58:08 (259) 1:09:58 (175)
IT企業の部 (136) 15:09 (468) 15:48 (428) 13:23 (151) 13:48 (206) 11:50 (60)

堀江 宏輔

川口 直之 小林 裕介

175 154
キャスリン

1:09:58
山田 利之 菊池 真由美 須藤 恒 徳田 愛美

市川 佳那江 福原 智志 三浦 和弘

174 251
チームフランク

1:09:57
久野 尚明 村野 剛 堀川 知道

173 106
TEAM KOMODA

1:09:56
篭田 亮太 藤井 敬大

北村 広太郎

172 231
「アメリカ人」

1:09:55
猪俣 貴裕 佐野 孝嘉 瀧田 雄介 橋本 敦 三河 航青

橋本 智史 毛塚  紘平

171 173
リベンジャーズ

1:09:55
青柳 悟 森 嘉瑛 宮村 寛紀 小田 一貴

小野 唐雲子 木村 亮 宮部 佳弘

170 232
RUNNERS

1:09:55
栃木 ひかる 梨本 彩記 木村 明博

169 349
コアＢＳＣ－Ｂ

1:09:51
清水 智広 小林 健祐

相馬 武博

168 560
Team Vitals

1:09:48
水越 拓矢 相場 清久 冨田 倫康 村岸 康次 高田 聖人

中西 明 實藤 数典

167 457
ブラジル代表

1:09:45
森本 文也 五十嵐 和美 山下 純佳 庄子 めぐみ

大河原 太路 若原 振一郎 田中 紳一郎

166 430
温泉！入り隊！！！

1:09:44
平賀 重文 小川 崇弘 渡邉 江実

165 58
シスコスノーランニングチーム

1:09:43
中山 知子 大柳 正吾

馬場 雅也

164 514
comnet５

1:09:40
五十嵐 亮一 加賀原 正樹 西山 政三 吉田 一勝 大野 博志

田宮 健吾 藤崎 薫

163 405
アブナイカモＣチーム

1:09:37
酒井 拓人 岩川 喜輝 伹本 伸子 大崎 英利

中村 太一 酒井 太一 向山 光

162 584
フリル

1:09:32
横山 稔 藤崎 博佳 西嶋 正則

161 554
Team ISB SPTM2015α

1:09:30
中澤 洋輔 塚原 秀樹

鴇田 義郎

160 118
夢大和

1:09:30
中山 るい 西嶋 優人 横山 浩之 國分 憲太 齊藤 綾亮

神代 知子 森山 直太郎

159 520
ウチダシステムズ　チームさる

1:09:27
篠宮 雅人 安積 俊明 市川 志穂 赤澤 正人

望月 裕矢 矢口 望 鈴木 収崇

158 290
ペンスタ夢みつけ隊

1:09:27
河野 康弘 関 智子 田中 優馬

157 745
インキュベータ

1:09:26
裏山 義隆 木田 謙一

大山 皓文

156 139
UMC U25

1:09:22
猪岡 順 藤井 拓樹 原口 大地 梅津 直弥 齋藤 克樹

加藤 直人 尾田 陸馬

155 223
チーム「テキーラ飲みたい」

1:09:19
高山 竜太郎 千田 一徳 井澤 正嗣 小島 脩平

田口 正一 抱田 亜希子 仁科 昌治

154 346
HP EAST1

1:09:18
尾田 源市 長谷川 歩 西田 拓郎

153 372
tadaima2

1:09:13
中村 重之 松田 直英

藤本 美津也

152 206
チームまどか

1:09:13
谷口 章 佐野 康太郎 竹村 康宏 森 将治 廣瀬 雅和

151 587
微女と珍獣 走ろう会

1:09:11
上村 奈保美 杉江 靖 渡橋 直樹 関村 由和
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:26 (379) 0:27:44 (202) 0:43:21 (256) 0:54:25 (121) 1:10:00 (176)
IT企業の部 (137) 14:26 (379) 13:18 (148) 15:37 (433) 11:04 (13) 15:35 (530)

0:12:56 (169) 0:26:18 (115) 0:41:19 (144) 0:56:32 (174) 1:10:02 (177)
IT企業の部 (138) 12:56 (169) 13:22 (150) 15:01 (356) 15:13 (378) 13:30 (264)

0:14:26 (378) 0:29:58 (386) 0:43:13 (245) 0:57:24 (220) 1:10:03 (178)
IT企業の部 (139) 14:26 (378) 15:32 (396) 13:15 (136) 14:11 (251) 12:39 (142)

0:13:37 (258) 0:31:18 (482) 0:43:20 (253) 0:58:10 (262) 1:10:04 (179)
一般の部 (40) 13:37 (258) 17:41 (602) 12:02 (36) 14:50 (334) 11:54 (68)

0:11:50 (67) 0:26:26 (120) 0:42:56 (224) 0:55:25 (139) 1:10:10 (180)
IT企業の部 (140) 11:50 (67) 14:36 (295) 16:30 (520) 12:29 (74) 14:45 (447)

0:12:45 (146) 0:28:46 (277) 0:41:19 (142) 0:57:39 (232) 1:10:13 (181)
一般の部 (41) 12:45 (146) 16:01 (455) 12:33 (69) 16:20 (499) 12:34 (132)

0:14:21 (368) 0:27:31 (181) 0:41:27 (147) 0:55:01 (135) 1:10:15 (182)
IT企業の部 (141) 14:21 (368) 13:10 (129) 13:56 (210) 13:34 (165) 15:14 (495)

0:11:57 (74) 0:25:59 (107) 0:43:24 (259) 0:57:02 (198) 1:10:19 (183)
一般の部 (42) 11:57 (74) 14:02 (220) 17:25 (593) 13:38 (178) 13:17 (226)

0:14:20 (366) 0:31:19 (483) 0:45:34 (393) 0:58:39 (282) 1:10:22 (184)
一般の部 (43) 14:20 (366) 16:59 (547) 14:15 (257) 13:05 (119) 11:43 (51)

0:12:27 (118) 0:27:17 (169) 0:40:32 (114) 0:53:57 (107) 1:10:22 (185)
一般の部 (44) 12:27 (118) 14:50 (323) 13:15 (135) 13:25 (151) 16:25 (576)

0:13:55 (308) 0:29:49 (372) 0:43:22 (258) 0:57:23 (219) 1:10:23 (186)
IT企業の部 (142) 13:55 (308) 15:54 (444) 13:33 (167) 14:01 (232) 13:00 (195)

0:12:53 (161) 0:28:43 (274) 0:42:06 (184) 0:54:40 (126) 1:10:24 (187)
IT企業の部 (143) 12:53 (161) 15:50 (433) 13:23 (149) 12:34 (80) 15:44 (540)

0:14:33 (395) 0:28:24 (245) 0:43:50 (282) 0:56:48 (184) 1:10:32 (188)
IT企業の部 (144) 14:33 (395) 13:51 (199) 15:26 (409) 12:58 (109) 13:44 (313)

0:13:37 (260) 0:26:54 (149) 0:43:03 (232) 0:56:48 (185) 1:10:35 (189)
IT企業の部 (145) 13:37 (260) 13:17 (144) 16:09 (488) 13:45 (198) 13:47 (321)

0:13:49 (296) 0:30:31 (431) 0:44:03 (297) 0:57:17 (210) 1:10:37 (190)
IT企業の部 (146) 13:49 (296) 16:42 (529) 13:32 (163) 13:14 (136) 13:20 (235)

0:13:56 (310) 0:25:56 (105) 0:39:02 (79) 0:56:41 (181) 1:10:38 (191)
一般の部 (45) 13:56 (310) 12:00 (37) 13:06 (126) 17:39 (599) 13:57 (342)

0:15:43 (523) 0:29:32 (342) 0:42:37 (210) 0:57:14 (209) 1:10:38 (192)
IT企業の部 (147) 15:43 (523) 13:49 (193) 13:05 (122) 14:37 (300) 13:24 (245)

0:14:30 (389) 0:28:25 (247) 0:42:58 (226) 0:57:10 (205) 1:10:46 (193)
IT企業の部 (148) 14:30 (389) 13:55 (203) 14:33 (299) 14:12 (255) 13:36 (283)

0:14:30 (390) 0:26:45 (141) 0:42:28 (198) 0:58:25 (270) 1:10:48 (194)
一般の部 (46) 14:30 (390) 12:15 (48) 15:43 (445) 15:57 (462) 12:23 (111)

0:15:42 (521) 0:28:58 (291) 0:43:42 (270) 0:58:22 (266) 1:10:49 (195)
IT企業の部 (149) 15:42 (521) 13:16 (141) 14:44 (325) 14:40 (310) 12:27 (120)

0:13:55 (306) 0:27:07 (155) 0:40:46 (123) 0:55:49 (153) 1:10:50 (196)
一般の部 (47) 13:55 (306) 13:12 (133) 13:39 (175) 15:03 (362) 15:01 (475)

0:12:39 (133) 0:28:13 (233) 0:41:19 (143) 0:56:16 (172) 1:10:54 (197)
IT企業の部 (150) 12:39 (133) 15:34 (401) 13:06 (124) 14:57 (347) 14:38 (434)

0:12:00 (76) 0:25:07 (62) 0:38:46 (73) 0:54:29 (122) 1:10:55 (198)
IT企業の部 (151) 12:00 (76) 13:07 (122) 13:39 (174) 15:43 (441) 16:26 (577)

0:13:10 (197) 0:29:45 (363) 0:43:55 (289) 0:58:09 (261) 1:10:56 (199)
IT企業の部 (152) 13:10 (197) 16:35 (513) 14:10 (243) 14:14 (259) 12:47 (158)

0:14:36 (405) 0:30:46 (445) 0:42:38 (213) 0:56:48 (186) 1:10:58 (200)
IT企業の部 (153) 14:36 (405) 16:10 (472) 11:52 (29) 14:10 (248) 14:10 (378)

藤野 祐介

200 566
イッツコムランニング部SALES

1:10:58
西 真奈美 海沼 武志 泉水 学 井上 幹生 中島 良昭

木下 和紀 小林 大樹

199 687
ちーむイシバシ2

1:10:56
池田 翔 前田 忠義 森 恵美 切畠 智

石川 大樹 田部井 俊彦 中村 浩

198 397
ウイング本社

1:10:55
福家 悠人 岡部 将 丸田 修三

197 119
理経のRI

1:10:54
島崎 暁 小林 趣理

山見 容三

196 269
わくわくエンジン

1:10:50
滝澤 美保 斉藤 広樹 平野 雄大 五十嵐 佳奈 保江 実穂

進士 益輝 浦 一弘

195 386
IPI野球リーグ選抜気持ちは現役

1:10:49
渡辺 正 橋口 和真 川村 亨 浪川 隆司

吉武 大作 日向 康子 高松 英彦

194 303
ちゃんこ鍋

1:10:48
遠藤 悠太 利岡 英和 中田 泰弘

193 675
Oracle CSS 1

1:10:46
ストラウス ベン 原 啓晃

有恵 恒也

192 648
MIS駅伝部

1:10:38
渡邉 崚太 土屋 研人 川野 和之 市池 和幹 樽本 一将

田中 裕俊 山本 将道

191 81
TRANSIT

1:10:38
青木 大三 高峰 美恵子 内藤 麻衣子 馬場 俊次

中井 学 稲田 真一 小甲 将史

190 488
大山田将之

1:10:37
本間 健之 山崎 勇輝 大井 俊介

189 710
ＯＷＬ４８　チームＬ

1:10:35
吉良 誠 鈴木 祐輔

五十嵐 毅

188 368
Passion @ge

1:10:32
徳江 雄太 西堀 奈都美 武田 直弥 小関 智宏 上桐 航

馬原 政一 若生 勇樹

187 333
HPE　テクノロジーサポート営業
統括本部 1:10:24

草場 敬存 村山 達哉 安川 崇秋 西尾 英一

本橋 佑一 菅原 直哉 篠 芽萌

186 365
運管ランナーズA

1:10:23
齋藤 正典 福山 望夢 佐方 遼

185 143
PHN RUNNING CLUB A

1:10:22
八木 亨 鈴木 善之

北崎 哲章

184 320
JCHO ランサークル　 チームB

1:10:22
古瀬 信也 仲田 みさき 風間 貴之 武蔵 雅之 手嶋 淳

鈴木 曜 寺坂 英矩

183 403
アブナイカモＡチーム

1:10:19
宮島 直紀 嶋本 祐幸 木場 智美 中嶋 誠

波多野 隆淑 石井 彩也香 山田 徳史

182 264
あっぷす!

1:10:15
打木 大介 雨宮 洋輝 村田 竜仁

181 774
ＳＡＩ

1:10:13
矢吹 彩 中西 裕理

中島 啓太

180 313
KTS-B(Team Nacky)

1:10:10
明石 憲佳 喜久知 修 喜久知 明江 永井 革 奈切 晋治

安里 元 馬場 淳

179 319
JCHO ランサークル　 チームA

1:10:04
藤木 則夫 藤居 冴子 丸目 恵 高橋 将典

増田 輝 武智 大樹 増田 拓也

178 727
にゃんこLOVE

1:10:03
平塚 尚輝 山田 朋宏 下園 一輔

177 716
0903株式会社P

1:10:02
川畑 潤一 永嶋 悠斗

176 253
Teamくりやばし

1:10:00
浅坂 絵美 宮脇 玲子 栗林 祐大 井上 修 春木 菊則
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:13:47 (289) 0:29:27 (330) 0:42:02 (182) 0:56:56 (193) 1:10:59 (201)
IT企業の部 (154) 13:47 (289) 15:40 (413) 12:35 (72) 14:54 (343) 14:03 (358)

0:12:07 (87) 0:25:11 (68) 0:38:17 (70) 0:57:59 (243) 1:11:00 (202)
IT企業の部 (155) 12:07 (87) 13:04 (119) 13:06 (125) 19:42 (672) 13:01 (201)

0:16:32 (580) 0:30:46 (446) 0:45:20 (378) 0:58:26 (272) 1:11:00 (203)
IT企業の部 (156) 16:32 (580) 14:14 (250) 14:34 (301) 13:06 (123) 12:34 (134)

0:14:13 (348) 0:28:53 (283) 0:44:20 (318) 0:56:38 (178) 1:11:00 (204)
IT企業の部 (157) 14:13 (348) 14:40 (303) 15:27 (413) 12:18 (64) 14:22 (408)

0:12:46 (147) 0:28:33 (263) 0:42:25 (196) 0:57:27 (223) 1:11:03 (205)
IT企業の部 (158) 12:46 (147) 15:47 (422) 13:52 (198) 15:02 (358) 13:36 (285)

0:11:54 (71) 0:27:43 (199) 0:41:57 (178) 0:56:04 (164) 1:11:04 (206)
IT企業の部 (159) 11:54 (71) 15:49 (431) 14:14 (251) 14:07 (240) 15:00 (474)

0:13:07 (190) 0:29:07 (302) 0:43:50 (280) 0:57:19 (213) 1:11:11 (207)
IT企業の部 (160) 13:07 (190) 16:00 (453) 14:43 (320) 13:29 (158) 13:52 (338)

0:13:00 (179) 0:26:01 (108) 0:42:24 (195) 0:55:53 (156) 1:11:11 (208)
IT企業の部 (161) 13:00 (179) 13:01 (113) 16:23 (511) 13:29 (157) 15:18 (501)

0:14:41 (418) 0:30:14 (404) 0:46:03 (424) 0:58:25 (269) 1:11:15 (209)
一般の部 (48) 14:41 (418) 15:33 (399) 15:49 (456) 12:22 (67) 12:50 (171)

0:11:07 (32) 0:28:32 (262) 0:42:59 (227) 0:58:18 (265) 1:11:18 (210)
一般の部 (49) 11:07 (32) 17:25 (587) 14:27 (284) 15:19 (394) 13:00 (193)

0:14:20 (365) 0:26:35 (128) 0:45:20 (377) 1:00:05 (342) 1:11:19 (211)
一般の部 (50) 14:20 (365) 12:15 (49) 18:45 (648) 14:45 (324) 11:14 (30)

0:16:11 (561) 0:31:31 (499) 0:45:55 (413) 0:57:39 (233) 1:11:22 (212)
IT企業の部 (162) 16:11 (561) 15:20 (377) 14:24 (280) 11:44 (33) 13:43 (306)

0:14:33 (397) 0:28:41 (269) 0:42:34 (206) 0:58:36 (278) 1:11:27 (213)
IT企業の部 (163) 14:33 (397) 14:08 (233) 13:53 (202) 16:02 (467) 12:51 (173)

0:15:53 (538) 0:30:57 (456) 0:44:57 (350) 0:58:53 (290) 1:11:27 (214)
IT企業の部 (164) 15:53 (538) 15:04 (353) 14:00 (222) 13:56 (222) 12:34 (133)

0:15:54 (541) 0:29:35 (345) 0:44:44 (340) 0:58:07 (258) 1:11:29 (215)
IT企業の部 (165) 15:54 (541) 13:41 (170) 15:09 (368) 13:23 (147) 13:22 (238)

0:13:33 (251) 0:29:40 (359) 0:42:37 (211) 0:58:06 (254) 1:11:32 (216)
一般の部 (51) 13:33 (251) 16:07 (465) 12:57 (111) 15:29 (415) 13:26 (252)

0:15:49 (533) 0:31:58 (523) 0:44:37 (332) 0:57:54 (240) 1:11:34 (217)
一般の部 (52) 15:49 (533) 16:09 (469) 12:39 (80) 13:17 (138) 13:40 (301)

0:14:12 (347) 0:29:31 (339) 0:43:17 (251) 0:56:54 (191) 1:11:36 (218)
IT企業の部 (166) 14:12 (347) 15:19 (375) 13:46 (185) 13:37 (175) 14:42 (445)

0:13:37 (261) 0:27:56 (222) 0:44:53 (346) 0:57:59 (244) 1:11:36 (219)
IT企業の部 (167) 13:37 (261) 14:19 (256) 16:57 (556) 13:06 (120) 13:37 (288)

0:15:06 (455) 0:31:16 (479) 0:45:13 (367) 0:59:42 (327) 1:11:36 (220)
IT企業の部 (168) 15:06 (455) 16:10 (470) 13:57 (213) 14:29 (287) 11:54 (69)

0:15:11 (475) 0:30:19 (415) 0:44:08 (303) 0:57:02 (199) 1:11:37 (221)
IT企業の部 (169) 15:11 (475) 15:08 (360) 13:49 (192) 12:54 (101) 14:35 (431)

0:13:50 (297) 0:28:56 (289) 0:44:05 (301) 0:58:07 (257) 1:11:38 (222)
IT企業の部 (170) 13:50 (297) 15:06 (356) 15:09 (367) 14:02 (234) 13:31 (266)

0:12:39 (134) 0:25:52 (101) 0:42:50 (222) 0:57:32 (226) 1:11:41 (223)
一般の部 (53) 12:39 (134) 13:13 (137) 16:58 (558) 14:42 (318) 14:09 (373)

0:14:14 (352) 0:28:02 (223) 0:45:12 (365) 0:57:59 (245) 1:11:42 (224)
IT企業の部 (171) 14:14 (352) 13:48 (191) 17:10 (572) 12:47 (94) 13:43 (308)

0:13:25 (232) 0:27:20 (171) 0:39:36 (89) 0:54:09 (113) 1:11:43 (225)
IT企業の部 (172) 13:25 (232) 13:55 (204) 12:16 (51) 14:33 (296) 17:34 (633)

羽田 千尋 芹田 裕也

松沼 達也

216 227
team C (from SCM)

村福 勇也 羽鳥 直 山下 勇吾

218 522
ウチダシステムズ　チームいぬ

1:11:36
及川 智 初山 裕美 神尾 典之

217 497
駿チームA神羽

1:11:34
今堀 駿

後藤 昭彦 森田 直也 安富 義貴
225 634

ドランカー安富と本八幡ランナー
ズ 1:11:43

宮内 佑輔 吉田 幸司

深沢 孝清

224 266
日本ユニシス 広報チーム

1:11:42
児玉  信人 岡村  憲太 伊藤  美佳 渡邊  弘巳 小林 隆

木崎 正樹 岸本 育久

223 318
スキヤツト走友会

1:11:41
松本 航一 市川 祐己 加賀谷 順 江原 伸治

石橋 慎也 青井 裕之 太田 優介

222 301
ミツイワ）営業部チーム２

1:11:38
中川 達也 伊東 忍 栗原 裕幸

221 508
ちゃらリーマン

1:11:37
市村 雄 砂田 暁

山村 悠

220 316
はる３０２＋青木

1:11:36
角田 茜 御厨 奈美子 青木 篤 一瀬 順子 遠山 晴之

219 370
チームＳ

1:11:36
佐伯 徹 斉藤 智美 伊藤 昌美 岡田 崇志

神谷 樹生

1:11:32
小畑 貴啓 岡本 しのぶ 篠崎 功 吉田 翔 小磯 康之

土屋 賢人 小野塚 世樹

215 617
FPS2＆4 C

1:11:29
加藤 祐樹 中島 一 大野 尚 枝澤 拓也

樅木 祐太 岸本 直也 鈴木 惇也

214 246
小倉JAPAN

1:11:27
黒住 亮介 伊藤 翔貴 蜂須賀 将善

213 543
ビバ奴隷

1:11:27
石川 優 大久保 光

渡部 智也

212 499
栃木カーリングクラブ

1:11:22
大栗 裕貴 向田 裕美 大平 悟 佐藤 克也 岩佐 威

大谷 良子 佐竹 啓明

211 418
圧倒的競争団

1:11:19
吉江 正喜 南澤 俊 荻野 美里 山田 晋

堀川 秀之 筒井 寛和 谷 夏比古

210 244
DL都心会☆安心リレー部

1:11:18
矢澤  沙織 土居 聡子 幾原 千尋

209 6
Sチーム

1:11:15
和田 博行 三浦 一大

安藤  雄司

208 369
チームＦ

1:11:11
小林 佑太 長岡 正則 河合 まどか 若林 健博 岡部 哲也

秋吉 麻美 宮負 貴

207 267
日本ユニシス金融チーム

1:11:11
茂手木 孝次 小森  大輝 新倉  優季 奥田  俊治

神宮寺 政之 岩尾 史朗 神尾 信郁

206 689
ボードルアB

1:11:04
増田 寛己 中村 良平 高安 弘祐

205 261
パッションタダカ

1:11:03
本田 昌和 永島 裕之

廣瀬 憲一

204 736
若手AllStars煌

1:11:00
野村 裕幸 林 和寛 榎本 和夫 多田 努来真 金丸 賢司

山本 浩司 児野 健亮

203 92
バリオセキュア エンジニアズ

1:11:00
田中 亜希子 早川 智彰 園田 樹志 岩間 貴春

沖本 篤史 田中 康平 竹廣 正勝

202 41
エレコム3

1:11:00
正木 航太 小暮 諒 早崎 良

201 98
一丁あがり

1:10:59
土田 省吾 石井 駿
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:31 (391) 0:29:28 (333) 0:42:36 (209) 0:58:46 (286) 1:11:44 (226)
IT企業の部 (173) 14:31 (391) 14:57 (340) 13:08 (128) 16:10 (479) 12:58 (186)

0:12:09 (91) 0:25:03 (60) 0:44:17 (314) 0:58:01 (247) 1:11:48 (227)
IT企業の部 (174) 12:09 (91) 12:54 (103) 19:14 (666) 13:44 (195) 13:47 (320)

0:15:08 (465) 0:28:03 (225) 0:43:47 (278) 0:58:05 (253) 1:11:48 (228)
IT企業の部 (175) 15:08 (465) 12:55 (104) 15:44 (446) 14:18 (265) 13:43 (309)

0:13:26 (238) 0:29:19 (319) 0:43:05 (234) 0:56:46 (183) 1:11:49 (229)
IT企業の部 (176) 13:26 (238) 15:53 (443) 13:46 (187) 13:41 (188) 15:03 (479)

0:10:09 (8) 0:26:19 (116) 0:40:17 (109) 0:57:20 (216) 1:11:50 (230)
IT企業の部 (177) 10:09 (8) 16:10 (473) 13:58 (216) 17:03 (565) 14:30 (424)

0:11:51 (68) 0:25:50 (99) 0:40:37 (116) 0:55:05 (136) 1:11:52 (231)
IT企業の部 (178) 11:51 (68) 13:59 (211) 14:47 (330) 14:28 (281) 16:47 (596)

0:14:19 (363) 0:28:33 (264) 0:43:36 (265) 0:57:01 (197) 1:11:54 (232)
IT企業の部 (179) 14:19 (363) 14:14 (249) 15:03 (357) 13:25 (150) 14:53 (460)

0:12:38 (131) 0:29:46 (367) 0:45:00 (352) 0:58:38 (280) 1:11:56 (233)
IT企業の部 (180) 12:38 (131) 17:08 (563) 15:14 (377) 13:38 (179) 13:18 (229)

0:12:01 (80) 0:25:43 (93) 0:40:02 (101) 0:57:20 (214) 1:11:57 (234)
IT企業の部 (181) 12:01 (80) 13:42 (173) 14:19 (267) 17:18 (580) 14:37 (433)

0:14:08 (339) 0:27:25 (176) 0:41:42 (163) 0:59:09 (301) 1:11:59 (235)
IT企業の部 (182) 14:08 (339) 13:17 (146) 14:17 (264) 17:27 (590) 12:50 (168)

0:13:18 (213) 0:28:22 (243) 0:44:27 (325) 0:59:41 (326) 1:11:59 (236)
IT企業の部 (183) 13:18 (213) 15:04 (351) 16:05 (482) 15:14 (382) 12:18 (101)

0:14:42 (421) 0:32:50 (558) 0:45:01 (354) 0:57:32 (225) 1:11:59 (237)
IT企業の部 (184) 14:42 (421) 18:08 (619) 12:11 (46) 12:31 (78) 14:27 (415)

0:16:08 (557) 0:30:18 (411) 0:47:00 (480) 1:00:01 (340) 1:12:00 (238)
IT企業の部 (185) 16:08 (557) 14:10 (243) 16:42 (536) 13:01 (113) 11:59 (71)

0:15:05 (454) 0:29:05 (299) 0:42:01 (181) 0:56:41 (182) 1:12:01 (239)
IT企業の部 (186) 15:05 (454) 14:00 (212) 12:56 (110) 14:40 (313) 15:20 (505)

0:15:11 (476) 0:29:12 (307) 0:43:16 (250) 1:00:39 (362) 1:12:04 (240)
IT企業の部 (187) 15:11 (476) 14:01 (216) 14:04 (230) 17:23 (587) 11:25 (37)

0:13:57 (314) 0:27:51 (217) 0:43:06 (235) 0:58:03 (250) 1:12:05 (241)
IT企業の部 (188) 13:57 (314) 13:54 (202) 15:15 (378) 14:57 (348) 14:02 (355)

0:13:55 (307) 0:27:45 (204) 0:40:24 (112) 0:57:10 (206) 1:12:06 (242)
IT企業の部 (189) 13:55 (307) 13:50 (196) 12:39 (78) 16:46 (541) 14:56 (464)

0:16:14 (564) 0:29:54 (382) 0:42:33 (204) 0:56:01 (161) 1:12:06 (243)
IT企業の部 (190) 16:14 (564) 13:40 (168) 12:39 (79) 13:28 (155) 16:05 (560)

0:14:55 (439) 0:30:17 (410) 0:45:55 (414) 0:57:38 (231) 1:12:08 (244)
IT企業の部 (191) 14:55 (439) 15:22 (382) 15:38 (437) 11:43 (30) 14:30 (420)

0:13:16 (209) 0:28:25 (248) 0:42:38 (214) 0:59:17 (305) 1:12:08 (245)
IT企業の部 (192) 13:16 (209) 15:09 (363) 14:13 (249) 16:39 (529) 12:51 (176)

0:12:55 (166) 0:28:35 (266) 0:41:08 (135) 0:58:54 (292) 1:12:10 (246)
IT企業の部 (193) 12:55 (166) 15:40 (416) 12:33 (67) 17:46 (607) 13:16 (225)

0:14:36 (403) 0:28:35 (265) 0:45:24 (384) 0:59:21 (309) 1:12:10 (247)
IT企業の部 (194) 14:36 (403) 13:59 (208) 16:49 (544) 13:57 (223) 12:49 (165)

0:14:33 (394) 0:28:49 (280) 0:43:50 (281) 0:58:27 (273) 1:12:11 (248)
IT企業の部 (195) 14:33 (394) 14:16 (251) 15:01 (354) 14:37 (301) 13:44 (312)

0:14:14 (350) 0:30:19 (414) 0:43:04 (233) 0:58:06 (255) 1:12:12 (249)
IT企業の部 (196) 14:14 (350) 16:05 (463) 12:45 (89) 15:02 (357) 14:06 (367)

0:12:43 (140) 0:29:18 (317) 0:43:16 (249) 0:58:35 (277) 1:12:12 (250)
IT企業の部 (197) 12:43 (140) 16:35 (512) 13:58 (217) 15:19 (392) 13:37 (290)

並木 大輔 尾崎 慎一

木本 英利 田畑 功志 辻 安寿久

250 644
SRA Foresters

1:12:12
馬場 智 武田 智一 岩切 正貴

249 252
酒場でTABATA

1:12:12
倉城 弘典 貝野 哲也

山田 英伸

248 285
エスコNMB5

1:12:11
松浦 高久 能登 祐介 大和久 浩 吉瀬 光城 竹内 勉

渡辺 豊 瀬崎 達也

247 616
FPS2＆4 B

1:12:10
平岡 佳之 坂本 和也 松嶋 優 川口 哲成

北埜 法俊 村山 克己 高木 謙

246 565
イッツコムランニング部TEC

1:12:10
木下 晃映 熊野 竜介 堀井 康弘

245 99
一姫四太郎

1:12:08
柴 徹 上里 未紅

大熊 克美

244 391
日立ICT

1:12:08
泉 智子 三宅 唯美香 水津 健 北地 司 三坂 浩平

杉浦 聡 稲葉 海斗

243 122
AITチームももクロ

1:12:06
三宅 祥太郎 池田 裕一郎 西村 剛 酒井 修

内山 智之 加藤 竜太 佐藤 宏樹

242 250
チームアンディ

1:12:06
丸井 健一 川上 雅孝 玉田 周

241 614
セゾン情報システムズＫ－１

1:12:05
田邉 博英 主山 基司

柳沢 一紀

240 55
パッションモンスター

1:12:04
榊原 真紀 嶋津 成人 河野 好博 小川 陽二郎 有住 泰信

岩上 圭吾 渡邊 貴大

239 551
Team Around 55's

1:12:01
松坂 武士 小川 良夫 永井 圭多 竹田 陽一

小林 淳 清宮 良治 飯島 幹

238 178
シューマッハ

1:12:00
石塚 康平 高野 剛史 大野 修也

237 412
ＫＳ3

1:11:59
宮成 秀治 土田 悠太

露木 祐輔

236 286
エスコSKE5

1:11:59
河田 仁 清水 誠治 上野 尚未 大場 直樹 槇田 昂貴

堀合 豊子 今吉 優美

235 343
ハイ選手会長

1:11:59
黒田 祐基 勝又 康 小澤 麻希子 藤田 みお

矢田 甚栄 安部 健 浅野 周三

234 381
チームF

1:11:57
大木 光子 櫻井 尚 藤田 祥子

233 691
名古屋鯱ブラザーズ

1:11:56
岸川 哲也 上田 達也

渡邊 敬太

232 389
InsightTechnology RC

1:11:54
橋本 統 内山 義夫 子安 正史 久野 祐冶 高橋 勇樹

石川 直之 庄司 昌弘

231 516
ジャパニアス駅伝部

1:11:52
須賀 良介 栁川 昌大 久々宮 豊 義永 剛士

山本 和重 田畑 直人 山田 哲也

230 631
BOLD

1:11:50
大中 彰太郎 品田 美津子 内田 功一

229 401
Ｚらんな～

1:11:49
川村 勝 二木 悠太

日高 健志

228 743
ドラえもんズ

1:11:48
秦 直人 森本 雅憲 谷沢 良史 中島 拓人 中山 忠義

石黒 健太 江村 義次

227 314
KTS-C(TEAM JINSO)

1:11:48
矢野口 良一 森田 徹 北川 悠 崎村 貴祐

226 742
エムズフロンティア

1:11:44
菊地 雄也 高橋 昌幸 宇田川 桂
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:36 (404) 0:29:02 (294) 0:43:14 (248) 0:56:56 (194) 1:12:13 (251)
一般の部 (54) 14:36 (404) 14:26 (277) 14:12 (248) 13:42 (192) 15:17 (498)

0:13:47 (290) 0:26:10 (109) 0:42:10 (188) 0:59:31 (318) 1:12:13 (252)
IT企業の部 (198) 13:47 (290) 12:23 (58) 16:00 (474) 17:21 (584) 12:42 (148)

0:13:42 (280) 0:27:32 (184) 0:42:20 (191) 0:59:25 (313) 1:12:16 (253)
IT企業の部 (199) 13:42 (280) 13:50 (197) 14:48 (334) 17:05 (566) 12:51 (172)

0:15:09 (467) 0:28:26 (249) 0:42:47 (219) 0:58:37 (279) 1:12:16 (254)
IT企業の部 (200) 15:09 (467) 13:17 (143) 14:21 (275) 15:50 (450) 13:39 (297)

0:13:40 (272) 0:28:44 (275) 0:46:54 (474) 0:58:40 (283) 1:12:19 (255)
IT企業の部 (201) 13:40 (272) 15:04 (352) 18:10 (632) 11:46 (34) 13:39 (298)

0:13:25 (231) 0:28:07 (227) 0:41:55 (176) 0:55:29 (143) 1:12:21 (256)
一般の部 (55) 13:25 (231) 14:42 (308) 13:48 (188) 13:34 (166) 16:52 (602)

0:11:42 (57) 0:27:16 (166) 0:43:35 (264) 1:00:14 (348) 1:12:21 (257)
一般の部 (56) 11:42 (57) 15:34 (402) 16:19 (503) 16:39 (531) 12:07 (79)

0:13:08 (192) 0:29:56 (385) 0:43:14 (247) 0:59:08 (300) 1:12:22 (258)
一般の部 (57) 13:08 (192) 16:48 (531) 13:18 (141) 15:54 (455) 13:14 (221)

0:14:26 (380) 0:31:16 (481) 0:45:06 (360) 0:59:44 (328) 1:12:23 (259)
一般の部 (58) 14:26 (380) 16:50 (536) 13:50 (194) 14:38 (302) 12:39 (144)

0:16:56 (606) 0:28:16 (240) 0:43:43 (272) 0:59:14 (303) 1:12:24 (260)
IT企業の部 (202) 16:56 (606) 11:20 (18) 15:27 (414) 15:31 (423) 13:10 (217)

0:11:32 (53) 0:25:07 (63) 0:45:21 (379) 1:00:19 (351) 1:12:28 (261)
IT企業の部 (203) 11:32 (53) 13:35 (163) 20:14 (684) 14:58 (351) 12:09 (84)

0:17:23 (633) 0:31:52 (514) 0:45:15 (371) 0:58:53 (291) 1:12:29 (262)
IT企業の部 (204) 17:23 (633) 14:29 (283) 13:23 (146) 13:38 (181) 13:36 (286)

0:17:54 (646) 0:33:44 (596) 0:47:21 (498) 0:59:20 (308) 1:12:30 (263)
IT企業の部 (205) 17:54 (646) 15:50 (434) 13:37 (172) 11:59 (49) 13:10 (218)

0:13:18 (217) 0:30:14 (405) 0:43:06 (236) 0:59:07 (297) 1:12:32 (264)
一般の部 (59) 13:18 (217) 16:56 (543) 12:52 (102) 16:01 (465) 13:25 (249)

0:14:38 (409) 0:27:31 (182) 0:42:03 (183) 0:57:13 (208) 1:12:33 (265)
一般の部 (60) 14:38 (409) 12:53 (99) 14:32 (298) 15:10 (371) 15:20 (504)

0:13:10 (196) 0:27:51 (215) 0:40:37 (117) 0:53:41 (104) 1:12:42 (266)
IT企業の部 (206) 13:10 (196) 14:41 (307) 12:46 (91) 13:04 (117) 19:01 (668)

0:16:03 (550) 0:31:29 (494) 0:44:11 (304) 0:59:37 (322) 1:12:43 (267)
一般の部 (61) 16:03 (550) 15:26 (388) 12:42 (83) 15:26 (406) 13:06 (210)

0:12:56 (170) 0:29:47 (369) 0:44:43 (338) 1:00:06 (343) 1:12:47 (268)
一般の部 (62) 12:56 (170) 16:51 (537) 14:56 (346) 15:23 (401) 12:41 (146)

0:16:47 (595) 0:31:06 (466) 0:43:53 (286) 0:57:52 (237) 1:12:49 (269)
IT企業の部 (207) 16:47 (595) 14:19 (255) 12:47 (94) 13:59 (228) 14:57 (467)

0:11:17 (40) 0:27:39 (192) 0:43:11 (242) 0:57:20 (215) 1:12:51 (270)
IT企業の部 (208) 11:17 (40) 16:22 (493) 15:32 (426) 14:09 (244) 15:31 (522)

0:15:31 (508) 0:29:20 (322) 0:44:15 (309) 0:59:28 (315) 1:12:51 (271)
IT企業の部 (209) 15:31 (508) 13:49 (194) 14:55 (344) 15:13 (377) 13:23 (243)

0:14:28 (386) 0:28:16 (238) 0:43:21 (257) 0:59:36 (321) 1:12:54 (272)
IT企業の部 (210) 14:28 (386) 13:48 (189) 15:05 (362) 16:15 (490) 13:18 (228)

0:12:54 (162) 0:26:11 (110) 0:43:55 (290) 0:57:41 (234) 1:12:54 (273)
IT企業の部 (211) 12:54 (162) 13:17 (145) 17:44 (609) 13:46 (202) 15:13 (493)

0:15:26 (500) 0:29:50 (375) 0:45:06 (361) 0:58:51 (288) 1:12:55 (274)
IT企業の部 (212) 15:26 (500) 14:24 (273) 15:16 (385) 13:45 (197) 14:04 (363)

0:14:44 (424) 0:27:49 (210) 0:41:32 (154) 0:57:09 (204) 1:12:58 (275)
IT企業の部 (213) 14:44 (424) 13:05 (120) 13:43 (181) 15:37 (433) 15:49 (548)

江口 宏章

古賀 裕一 小沼 義典

275 121
AITチーム嵐

1:12:58
福田 恭子 菅田 仁志 須坂 敦 環貫 修

相澤 正人 大平 利徳 樋口 徹

274 168
クレオ チームH

1:12:55
梅松 健一 本田 隆一 佐々木 武

273 696
BSNiネットB

1:12:54
野崎 政一 中山 和彦

川島 彰人

272 524
Ｙ－ＧＯＤ！

1:12:54
羽深 浩正 大橋 剛 西田 圭吾 福浦 秀磨 伊藤 要一

酒井 秀樹 坂爪 琢己

271 630
猛虎

1:12:51
藤田 怜 尾利 卓哉 真下 明之 福田 聖士

中村 光希 水村 公哉 巴 祐輔

270 385
FM runners

1:12:51
塩沢 翔太 阿部 健太 越石 久雄

269 429
中川西をサポートする会

1:12:49
中川西 宏友 桟 大輔

林 斌

268 671
月まで走ろう会？

1:12:47
山田 肇 多賀 陽太 只木 章 小川 俊隆 落合 正明

左近允 祐己 田中 慎二

267 219
OHYT (仮)

1:12:43
DENG NING 豊田 有希 細谷 祐太 大原 隆義

望月 香也 加藤 渉 中村 芳郎

266 487
豊洲9階ビックリランナーズ

1:12:42
佐々木 淳一 川橋 琢也 細谷 仁

265 140
UMC MINATOMITAI

1:12:33
尊田 英治 米川 千穂

中江 一宏

264 384
生興B

1:12:32
田丸 貴之 須賀川 賢 八木原 加奈子 藤本 亨 生島 ちゃん

國岡 俊成 福本 剛

263 367
ディースタンダード

1:12:30
福井 要 吉池 淳 一条 直志 山根 祐太

齋藤 直子 小林 誠治 木下 正明

262 783
チーム、ご結婚おめでとうござい
ます！ 1:12:29

澤登 一雄 坪倉 嘉春 伊藤 貴明

261 27
インテル走ってるー!

1:12:28
新谷 勉 竹内 健

佐藤 陽一

260 344
ハイ監督

1:12:24
酒井 信義 渡邉 博功 川島 智恵子 山室 詞帆里 市川 卓也

鈴木 静香 堂元 一孝

259 218
陽一とゆかいな仲間たち (仮)

1:12:23
福島 恵介 齊藤 優 喜田 啓良 増田 祐也

小林 信彦 中山 莉沙 小俣 尚暉

258 416
シンプルにチーム堂元

1:12:22
澤田 博志 一島 佑 秋山 和之

257 775
ランニングバンカーズ

1:12:21
宮津 俊一 向山 麻玲

太田 貴之

256 146
タナハシルⅢ

1:12:21
南 綾子 栗原 敬衣 村川 佳敬 石原 眞也 木谷 貢

河本 一郎 福井 朗夫

255 485
ARC　B

1:12:19
荒木 亮 郡司 生夫 谷田 健太郎 加科 健太

江川  一広 長谷川 駿 加藤 泰大

254 651
UAL 走れゴードン！

1:12:16
中竹 靖英 河野 健太郎 向坂 紀文

253 38
アパッチ駅伝軍

1:12:16
斉藤 裕気 壷井 章賀

大橋場 敦

252 472
M5 C

1:12:13
岸本 麻知子 矢田 あゆ美 金田 祐輔 植松 正太郎 長谷川 純也

251 658
人開漢祭

1:12:13
西川 雄二郎 丸山 薫 戸塚 直也 竹田 学
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:42 (422) 0:32:58 (565) 0:45:59 (418) 0:58:30 (275) 1:12:58 (276)
IT企業の部 (214) 14:42 (422) 18:16 (628) 13:01 (115) 12:31 (77) 14:28 (417)

0:16:09 (558) 0:29:05 (298) 0:43:35 (263) 1:00:01 (341) 1:12:59 (277)
IT企業の部 (215) 16:09 (558) 12:56 (106) 14:30 (290) 16:26 (510) 12:58 (189)

0:13:42 (277) 0:28:45 (276) 0:43:45 (274) 0:59:31 (317) 1:13:00 (278)
一般の部 (63) 13:42 (277) 15:03 (350) 15:00 (353) 15:46 (445) 13:29 (260)

0:13:21 (223) 0:31:40 (501) 0:47:03 (484) 1:01:17 (397) 1:13:01 (279)
一般の部 (64) 13:21 (223) 18:19 (632) 15:23 (405) 14:14 (258) 11:44 (53)

0:14:04 (330) 0:35:59 (661) 0:49:37 (569) 1:00:57 (379) 1:13:02 (280)
IT企業の部 (216) 14:04 (330) 21:55 (697) 13:38 (173) 11:20 (16) 12:05 (78)

0:12:30 (121) 0:28:08 (228) 0:43:53 (287) 0:58:22 (267) 1:13:02 (281)
IT企業の部 (217) 12:30 (121) 15:38 (407) 15:45 (451) 14:29 (286) 14:40 (440)

0:12:49 (151) 0:25:40 (90) 0:39:24 (86) 1:01:03 (384) 1:13:03 (282)
IT企業の部 (218) 12:49 (151) 12:51 (96) 13:44 (183) 21:39 (689) 12:00 (75)

0:17:10 (625) 0:30:19 (413) 0:42:31 (200) 0:57:35 (227) 1:13:05 (283)
IT企業の部 (219) 17:10 (625) 13:09 (127) 12:12 (47) 15:04 (363) 15:30 (521)

0:13:06 (189) 0:28:06 (226) 0:42:31 (201) 0:56:51 (188) 1:13:08 (284)
IT企業の部 (220) 13:06 (189) 15:00 (346) 14:25 (281) 14:20 (270) 16:17 (571)

0:14:35 (401) 0:30:25 (423) 0:48:05 (529) 1:01:45 (410) 1:13:08 (285)
IT企業の部 (221) 14:35 (401) 15:50 (435) 17:40 (602) 13:40 (185) 11:23 (34)

0:12:51 (154) 0:27:40 (193) 0:41:47 (169) 0:57:22 (217) 1:13:08 (286)
IT企業の部 (222) 12:51 (154) 14:49 (320) 14:07 (233) 15:35 (430) 15:46 (544)

0:13:35 (253) 0:28:29 (257) 0:41:29 (150) 0:56:53 (189) 1:13:09 (287)
一般の部 (65) 13:35 (253) 14:54 (335) 13:00 (114) 15:24 (402) 16:16 (570)

0:13:53 (303) 0:25:37 (84) 0:41:56 (177) 0:56:06 (166) 1:13:11 (288)
IT企業の部 (223) 13:53 (303) 11:44 (32) 16:19 (504) 14:10 (250) 17:05 (616)

0:11:56 (72) 0:29:19 (320) 0:44:29 (327) 0:59:07 (298) 1:13:11 (289)
IT企業の部 (224) 11:56 (72) 17:23 (582) 15:10 (370) 14:38 (306) 14:04 (361)

0:13:12 (200) 0:30:25 (422) 0:45:13 (368) 1:00:28 (355) 1:13:11 (290)
一般の部 (66) 13:12 (200) 17:13 (571) 14:48 (335) 15:15 (384) 12:43 (151)

0:12:21 (110) 0:27:09 (156) 0:40:50 (126) 0:57:43 (235) 1:13:11 (291)
IT企業の部 (225) 12:21 (110) 14:48 (319) 13:41 (177) 16:53 (550) 15:28 (518)

0:14:07 (337) 0:30:47 (447) 0:44:17 (313) 0:57:36 (228) 1:13:12 (292)
一般の部 (67) 14:07 (337) 16:40 (522) 13:30 (159) 13:19 (141) 15:36 (531)

0:13:44 (283) 0:29:58 (387) 0:45:17 (374) 1:01:05 (389) 1:13:13 (293)
IT企業の部 (226) 13:44 (283) 16:14 (478) 15:19 (393) 15:48 (447) 12:08 (81)

0:11:19 (42) 0:25:52 (100) 0:41:12 (137) 0:55:50 (155) 1:13:13 (294)
IT企業の部 (227) 11:19 (42) 14:33 (290) 15:20 (397) 14:38 (307) 17:23 (626)

0:13:27 (240) 0:29:15 (315) 0:46:37 (457) 1:00:47 (366) 1:13:13 (295)
IT企業の部 (228) 13:27 (240) 15:48 (429) 17:22 (587) 14:10 (249) 12:26 (119)

0:12:15 (106) 0:26:43 (137) 0:44:46 (341) 0:57:55 (241) 1:13:14 (296)
一般の部 (68) 12:15 (106) 14:28 (281) 18:03 (622) 13:09 (127) 15:19 (502)

0:13:41 (274) 0:28:41 (268) 0:42:23 (194) 0:59:33 (319) 1:13:14 (297)
IT企業の部 (229) 13:41 (274) 15:00 (344) 13:42 (180) 17:10 (572) 13:41 (303)

0:15:06 (458) 0:29:40 (358) 0:43:09 (239) 0:58:00 (246) 1:13:14 (298)
IT企業の部 (230) 15:06 (458) 14:34 (291) 13:29 (157) 14:51 (336) 15:14 (494)

0:14:01 (322) 0:28:55 (286) 0:46:50 (470) 1:01:27 (402) 1:13:14 (299)
一般の部 (69) 14:01 (322) 14:54 (334) 17:55 (618) 14:37 (299) 11:47 (56)

0:11:48 (64) 0:26:42 (135) 0:43:20 (255) 1:00:23 (353) 1:13:17 (300)
一般の部 (70) 11:48 (64) 14:54 (336) 16:38 (529) 17:03 (562) 12:54 (181)

利岡 和範

300 293
ペンスタかぐや姫み隊

1:13:17
叶堂 祐記 佐野 未来 飯山 明日香 李 ブン 若山 哲也

徳山 修士 溝渕 全人

299 302
燃やせカロリー

1:13:14
渡辺 浩生 久世 好彦 佐藤 裕和 高田 亮

松坂 謙太郎 太田 裕美 野々下 幸治

298 32
GolodenWings

1:13:14
近藤 全記 地主 哲平 中村 伸也

297 83
トレンドマイクロ7

1:13:14
庄子 正洋 前川 洋子

林 大介

296 317
メルクランナーズ

1:13:14
長谷川 玲子 畑 直樹 木村 夏実 古屋 隆 榎本 麻耶

日高 彰 前田 幸慧

295 350
ぐるなびチームA

1:13:13
成瀬 茂 岡庭 理恵 宮川 舞子 青木 夏香

西垣 愛 西原 孝司 渡辺 敦

294 467
BCN Cチーム

1:13:13
畔上 文昭 佐相 彰彦 谷口 一

293 348
コアＢＳＣ－Ａ

1:13:13
福田 正夫 小林 崇志

森 裕信

292 338
どえすRC markII

1:13:12
粟津 創 粟津 保子 本多 史比古 濱崎 雄介 上原 京子

齊藤 悠 三田 一帆

291 105
TEAM CTC CPD

1:13:11
廣岡 純治 幡野 和弘 田中 斉 藤野 絵理

武井 義仁 中山 道子 大久保 智

290 669
免役　Rap1V12

1:13:11
佐藤 健 左近 千尋 舘野 正俊

289 85
トレンドマイクロ6

1:13:11
今野 尊之 柳 琪

赤澤 一成

288 45
GxP(1)

1:13:11
宮﨑 尚 幅 聖矢 樋川 博章 矢野 雅道 新井 康生

鳥海 資生 田守 れい

287 7
Cチーム

1:13:09
中村 宏 支 思微 山口 壮太 鷲尾 和哉

榎本 圭佑 荻原 夕貴 百野 拓也

286 258
アンナスキスキー

1:13:08
草野 裕也 大井 彰子 小西 徹

285 90
トレンドマイクロ3

1:13:08
平田 優 三枝 恵理子

三浦 良介

284 542
ぱぱうぱう

1:13:08
塚原 康仁 河内 宏紀 山田 俊行 佐藤 瑞貴 古賀 兆治

佐藤 弘康 鍛治 紀男

283 681
チームおしゃんてぃー

1:13:05
青木 史絵 石若 仁 金子 大地 熊崎 友介

大島 康靖 織田 敏邦 小松 隼

282 245
発行戦隊マルチホッパー

1:13:03
佐分利 敬 立花 啓 日置 真太郎

281 482
び～と連

1:13:02
井上 英昭 伊藤 敬

竹田 哲朗

280 728
朝からVODKA

1:13:02
神村 広志 小野 早百合 東 裕介 増田 友徳 加藤 英樹

宮田 善徳 齋藤 彩夏

279 518
特２－１

1:13:01
伊達 毅 伊達 ひろえ 上原 貴子 大曽根 宏太郎

酒井 直樹 小宮 仁太 中村 公裕

278 142
SSダブルぶちょう

1:13:00
八田 和哉 渡邉 幸治 島崎 政治

277 315
千葉ニューＲＣ

1:12:59
山本 和弘 高木 豪

276 396
ウイングITS

1:12:58
羽沢 圭央 田中 陽 川上 学 中嶋 信 一戸 洋介
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:13:20 (219) 0:34:24 (621) 0:47:17 (495) 0:58:58 (295) 1:13:17 (301)
IT企業の部 (231) 13:20 (219) 21:04 (693) 12:53 (105) 11:41 (28) 14:19 (402)

0:14:33 (396) 0:29:25 (327) 0:46:13 (434) 1:00:56 (376) 1:13:19 (302)
一般の部 (71) 14:33 (396) 14:52 (329) 16:48 (543) 14:43 (320) 12:23 (107)

0:16:35 (585) 0:33:03 (568) 0:46:03 (422) 0:59:57 (338) 1:13:19 (303)
IT企業の部 (232) 16:35 (585) 16:28 (503) 13:00 (113) 13:54 (218) 13:22 (239)

0:14:08 (338) 0:29:34 (344) 0:44:38 (334) 0:59:18 (306) 1:13:21 (304)
IT企業の部 (233) 14:08 (338) 15:26 (390) 15:04 (359) 14:40 (312) 14:03 (359)

0:14:05 (331) 0:31:08 (468) 0:43:57 (291) 0:58:26 (271) 1:13:23 (305)
IT企業の部 (234) 14:05 (331) 17:03 (555) 12:49 (97) 14:29 (285) 14:57 (468)

0:16:19 (568) 0:31:50 (512) 0:46:00 (419) 1:01:15 (395) 1:13:24 (306)
IT企業の部 (235) 16:19 (568) 15:31 (395) 14:10 (241) 15:15 (383) 12:09 (86)

0:14:03 (325) 0:29:39 (356) 0:47:23 (500) 0:59:54 (337) 1:13:25 (307)
IT企業の部 (236) 14:03 (325) 15:36 (405) 17:44 (608) 12:31 (79) 13:31 (268)

0:15:29 (504) 0:28:15 (236) 0:42:22 (193) 0:59:34 (320) 1:13:26 (308)
IT企業の部 (237) 15:29 (504) 12:46 (85) 14:07 (236) 17:12 (575) 13:52 (339)

0:16:57 (607) 0:30:05 (393) 0:44:46 (342) 1:00:49 (368) 1:13:27 (309)
一般の部 (72) 16:57 (607) 13:08 (123) 14:41 (314) 16:03 (472) 12:38 (141)

0:17:00 (611) 0:29:49 (373) 0:44:00 (295) 0:57:38 (230) 1:13:27 (310)
IT企業の部 (238) 17:00 (611) 12:49 (91) 14:11 (244) 13:38 (177) 15:49 (549)

0:14:59 (443) 0:28:28 (255) 0:45:29 (389) 0:59:15 (304) 1:13:30 (311)
IT企業の部 (239) 14:59 (443) 13:29 (154) 17:01 (560) 13:46 (201) 14:15 (394)

0:16:22 (571) 0:31:00 (461) 0:46:19 (439) 0:59:22 (311) 1:13:31 (312)
IT企業の部 (240) 16:22 (571) 14:38 (298) 15:19 (390) 13:03 (115) 14:09 (377)

0:14:17 (357) 0:28:26 (252) 0:43:49 (279) 1:00:44 (364) 1:13:31 (313)
IT企業の部 (241) 14:17 (357) 14:09 (238) 15:23 (404) 16:55 (551) 12:47 (161)

0:14:25 (376) 0:27:16 (168) 0:43:54 (288) 1:00:53 (371) 1:13:32 (314)
一般の部 (73) 14:25 (376) 12:51 (98) 16:38 (528) 16:59 (557) 12:39 (143)

0:12:59 (174) 0:27:49 (211) 0:45:40 (400) 0:59:37 (323) 1:13:32 (315)
一般の部 (74) 12:59 (174) 14:50 (324) 17:51 (615) 13:57 (224) 13:55 (341)

0:13:30 (246) 0:27:51 (216) 0:41:37 (159) 0:57:08 (203) 1:13:34 (316)
IT企業の部 (242) 13:30 (246) 14:21 (259) 13:46 (186) 15:31 (421) 16:26 (578)

0:12:13 (99) 0:28:32 (261) 0:43:50 (283) 0:58:44 (285) 1:13:34 (317)
IT企業の部 (243) 12:13 (99) 16:19 (486) 15:18 (389) 14:54 (340) 14:50 (454)

0:14:50 (432) 0:25:22 (78) 0:40:43 (120) 0:55:39 (146) 1:13:37 (318)
IT企業の部 (244) 14:50 (432) 10:32 (9) 15:21 (399) 14:56 (346) 17:58 (643)

0:13:18 (214) 0:26:50 (144) 0:45:50 (409) 1:00:11 (347) 1:13:39 (319)
一般の部 (75) 13:18 (214) 13:32 (158) 19:00 (657) 14:21 (272) 13:28 (256)

0:13:49 (295) 0:29:19 (318) 0:45:05 (357) 0:58:55 (293) 1:13:42 (320)
IT企業の部 (245) 13:49 (295) 15:30 (393) 15:46 (452) 13:50 (210) 14:47 (449)

0:14:33 (393) 0:31:10 (471) 0:47:46 (515) 1:01:26 (401) 1:13:42 (321)
IT企業の部 (246) 14:33 (393) 16:37 (515) 16:36 (525) 13:40 (186) 12:16 (97)

0:11:39 (55) 0:27:30 (180) 0:41:32 (153) 0:59:09 (302) 1:13:43 (322)
IT企業の部 (247) 11:39 (55) 15:51 (437) 14:02 (226) 17:37 (595) 14:34 (429)

0:11:12 (38) 0:25:55 (104) 0:41:17 (140) 0:57:53 (238) 1:13:44 (323)
IT企業の部 (248) 11:12 (38) 14:43 (311) 15:22 (401) 16:36 (525) 15:51 (550)

0:15:22 (489) 0:31:30 (498) 0:45:01 (353) 0:59:45 (329) 1:13:45 (324)
IT企業の部 (249) 15:22 (489) 16:08 (467) 13:31 (161) 14:44 (321) 14:00 (351)

0:13:39 (270) 0:29:02 (295) 0:49:04 (554) 1:01:16 (396) 1:13:46 (325)
一般の部 (76) 13:39 (270) 15:23 (384) 20:02 (681) 12:12 (58) 12:30 (124)

安田 智恵 わらしな ともこ 齋藤 勝紀
325 110

Enije Heros
1:13:46

中村 道 岸 卓臣

濱岡 聖悟

324 13
安心してください はいてます

1:13:45
小林 朗 石橋 妙子 菊田 慶貴 定松 敬輔 小松崎 真一

菅野 正徳 清宮 亮太

323 117
アイサイトAチーム1000バーツ

1:13:44
米田 清人 増田 栄二 中嶋 みなみ 池上 恭介

福﨑 健一 深渡 大輝 加藤 潤也

322 35
地球の歩き方

1:13:43
緒方 雄大 二宮 香織 小幡 進

321 330
SITUS 第１チーム

1:13:42
稲生 幸治 大町 雄一

小林 賢二

320 75
やっぱりCSG

1:13:42
飯田 蔵土 恩田 雄太 佐々木 彩 伊藤 康高 前田 大海

田村 英則 萬國谷 久美子

319 619
風会　東

1:13:39
友部 泰孝 本橋 雅資 佐藤 智香 小泉 真吾

日比野 圭介 谷貝 麻美 関 守雅

318 257
チームSales貴族

1:13:37
大坪 義昌 立田 裕介 古森 茂幹

317 712
頑張れT4C！！

1:13:34
川里 武広 東條 菜穂子

片山 光敏

316 486
チームARC

1:13:34
中村 浩之 下 寿則 西塚 昌紘 佐藤 瞭 高木 昌幸

山崎 賢人 中島 悠太

315 684
サウナバー

1:13:32
佐藤 賢一 遠藤 豪 愛沢 俊幸 本間 啓輔

笠井 将太 茂木 隆宏 中村 俊一

314 306
山あり谷あり松もあり

1:13:32
松浦 一 禰津 陽彦 谷口 晶英

313 86
トレンドマイクロ2

1:13:31
福嶋 悠 亀川 慧

山本 剛士

312 576
TACT　シズオカメイド

1:13:31
柘植 威宏 石栗 大樹 村松 将斗 途中 隆人 櫻庭 正和

小川 雅司 饗場 勇貴

311 87
トレンドマイクロ1

1:13:30
田中 啓介 北岡 廣並 戸村 泰則 辻 賢

三番 三番 四番 四番 五番 五番

310 553
Team　インフラシステム部

1:13:27
木村 大志 須賀 裕樹 荒木 真吾

309 692
下町頂点会　１

1:13:27
一番 一番 二番 二番

山本 大奨

308 88
トレンドマイクロ チャック・ウィル
ソン 1:13:26

藤原 薫 中村 学 佐平 優子 筒井 智成 纐纈 友祐

小島 昌也 岡 雅久

307 608
アクシオRC

1:13:25
川越 喬純 須藤 元気 五十嵐 淳 齋藤 史隆

本田 善智 尹 成大 北山 直人

306 14
KOKYO

1:13:24
小田 賢史 横山 彰士 川上 真太郎

305 265
アイアンメン

1:13:23
赤池 淑史 辻 安寿久

なすび

304 643
マーシーズ

1:13:21
野島 歩 鈴木 政志 中島 健人 梶崎 成人 與那嶺 優樹

鈴木  洋介 山根 浩作

303 1
ステラリンク福島大好きチーム

1:13:19
越尾 さくら 矢吹 純 永峰 恵 今田 実里

伊藤 意吹 大島 健太郎 中尾 拓人

302 180
SFDC A

1:13:19
前川 洋平 道下 和良 小川  潤一

301 8
GMOクラウド

1:13:17
金山 良太 松井 信弥
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:13:22 (224) 0:28:43 (272) 0:44:03 (296) 1:01:04 (385) 1:13:48 (326)
一般の部 (77) 13:22 (224) 15:21 (378) 15:20 (396) 17:01 (561) 12:44 (155)

0:15:07 (461) 0:29:16 (316) 0:42:39 (216) 0:59:21 (310) 1:13:51 (327)
IT企業の部 (251) 15:07 (461) 14:09 (242) 13:23 (147) 16:42 (535) 14:30 (423)

0:12:12 (98) 0:30:14 (403) 0:45:25 (386) 1:02:22 (445) 1:13:51 (328)
IT企業の部 (250) 12:12 (98) 18:02 (615) 15:11 (372) 16:57 (556) 11:29 (43)

0:14:02 (324) 0:30:39 (437) 0:46:35 (455) 1:02:51 (471) 1:13:54 (329)
IT企業の部 (252) 14:02 (324) 16:37 (516) 15:56 (464) 16:16 (492) 11:03 (24)

0:15:12 (478) 0:31:01 (463) 0:43:10 (240) 1:01:05 (388) 1:13:56 (330)
一般の部 (78) 15:12 (478) 15:49 (432) 12:09 (43) 17:55 (617) 12:51 (175)

0:13:42 (276) 0:31:22 (486) 0:47:30 (505) 1:00:17 (350) 1:13:59 (331)
IT企業の部 (253) 13:42 (276) 17:40 (601) 16:08 (487) 12:47 (92) 13:42 (304)

0:14:51 (433) 0:31:30 (496) 0:45:50 (408) 0:58:55 (294) 1:14:02 (332)
IT企業の部 (254) 14:51 (433) 16:39 (520) 14:20 (273) 13:05 (118) 15:07 (484)

0:13:50 (300) 0:30:45 (443) 0:47:17 (494) 1:01:43 (408) 1:14:04 (333)
IT企業の部 (255) 13:50 (300) 16:55 (541) 16:32 (523) 14:26 (279) 12:21 (105)

0:13:59 (319) 0:26:31 (123) 0:45:07 (362) 0:59:53 (335) 1:14:05 (334)
IT企業の部 (256) 13:59 (319) 12:32 (70) 18:36 (645) 14:46 (326) 14:12 (383)

0:15:08 (462) 0:29:13 (310) 0:46:10 (429) 1:01:05 (386) 1:14:06 (335)
IT企業の部 (257) 15:08 (462) 14:05 (226) 16:57 (555) 14:55 (344) 13:01 (199)

0:11:38 (54) 0:30:16 (408) 0:44:48 (344) 1:00:37 (359) 1:14:09 (336)
一般の部 (79) 11:38 (54) 18:38 (643) 14:32 (296) 15:49 (448) 13:32 (274)

0:12:32 (125) 0:25:42 (92) 0:43:11 (243) 0:58:23 (268) 1:14:11 (337)
IT企業の部 (258) 12:32 (125) 13:10 (130) 17:29 (596) 15:12 (376) 15:48 (545)

0:13:51 (301) 0:28:23 (244) 0:43:08 (237) 0:59:51 (333) 1:14:12 (338)
IT企業の部 (259) 13:51 (301) 14:32 (289) 14:45 (327) 16:43 (536) 14:21 (405)

0:12:47 (149) 0:27:10 (158) 0:44:21 (319) 0:58:52 (289) 1:14:14 (339)
IT企業の部 (260) 12:47 (149) 14:23 (268) 17:11 (573) 14:31 (292) 15:22 (506)

0:16:35 (586) 0:29:13 (311) 0:42:38 (215) 0:57:04 (200) 1:14:14 (340)
IT企業の部 (261) 16:35 (586) 12:38 (76) 13:25 (153) 14:26 (278) 17:10 (618)

0:16:48 (596) 0:31:27 (491) 0:45:42 (404) 1:00:33 (357) 1:14:15 (341)
IT企業の部 (262) 16:48 (596) 14:39 (302) 14:15 (256) 14:51 (337) 13:42 (305)

0:15:27 (501) 0:31:12 (475) 0:46:56 (479) 0:59:19 (307) 1:14:18 (342)
一般の部 (80) 15:27 (501) 15:45 (418) 15:44 (449) 12:23 (69) 14:59 (472)

0:17:07 (620) 0:33:21 (582) 0:47:14 (490) 1:02:08 (433) 1:14:20 (343)
IT企業の部 (263) 17:07 (620) 16:14 (476) 13:53 (201) 14:54 (341) 12:12 (93)

0:15:07 (460) 0:29:30 (336) 0:46:34 (454) 1:02:12 (437) 1:14:21 (344)
IT企業の部 (264) 15:07 (460) 14:23 (267) 17:04 (565) 15:38 (435) 12:09 (87)

0:15:06 (459) 0:29:13 (312) 0:45:55 (415) 1:01:34 (406) 1:14:25 (345)
IT企業の部 (265) 15:06 (459) 14:07 (232) 16:42 (538) 15:39 (436) 12:51 (174)

0:14:11 (343) 0:27:47 (208) 0:42:48 (220) 0:58:42 (284) 1:14:25 (346)
IT企業の部 (266) 14:11 (343) 13:36 (165) 15:01 (355) 15:54 (457) 15:43 (536)

0:14:14 (349) 0:31:23 (487) 0:46:41 (467) 1:01:00 (380) 1:14:25 (347)
IT企業の部 (267) 14:14 (349) 17:09 (565) 15:18 (388) 14:19 (267) 13:25 (250)

0:12:51 (156) 0:27:42 (196) 0:46:53 (472) 1:01:13 (393) 1:14:32 (348)
一般の部 (81) 12:51 (156) 14:51 (326) 19:11 (663) 14:20 (269) 13:19 (232)

0:13:14 (204) 0:26:26 (121) 0:40:24 (111) 0:56:37 (176) 1:14:32 (349)
IT企業の部 (268) 13:14 (204) 13:12 (134) 13:58 (214) 16:13 (486) 17:55 (642)

0:13:54 (304) 0:28:59 (292) 0:43:09 (238) 1:00:57 (377) 1:14:33 (350)
IT企業の部 (269) 13:54 (304) 15:05 (354) 14:10 (242) 17:48 (608) 13:36 (287)

澤田 恵 小原 健児

金野 勉 牧野 達也 森嶋 修平

350 307
UOSロボラボ

1:14:33
道下 秀世 永沼 徳之 石井 裕之

349 73
DELL リーマンフェイク チーム

1:14:32
高橋 明 高橋 政弘

加治屋 輝

348 606
セアラ逗子駅伝同好会

1:14:32
石川 尚樹 加藤 誠裕 五十嵐 美恵子 早瀬 拓人 柳田 悠介

安河内 裕之 宮負 貴匡

347 555
Team　クボナオ軍団

1:14:25
荒木 杏久里 李 旭沢 久保 菜穂 永田 麻美

谷 淳史 増田 尚行 石﨑 洋

346 203
HCX

1:14:25
清水 陽平 佐々木 拓音 中村 寛治

345 387
IPI野球リーグ選抜The監督

1:14:25
宮寺 誠 伊藤 博之

西田 健吾

344 552
Team　山田匡

1:14:21
鈴木 正志 外山 正広 小髙 一成 田村 宏 田村 文彦

源川 真成 平良 俊

343 15
FUNUK

1:14:20
梅村 友正 植松 万紀子 輿 友浩 藤井 亮介

岸 拓実 渡邉 友貴 西澤 義雄

342 495
駿チームG大我

1:14:18
根井 征輝 谷内 拓人 岡田 大我

341 166
クレオ　Wonderful Friends

1:14:15
李 増科 佐藤 文哉

齋藤 維斗

340 628
ミライトRUNURN丸

1:14:14
今野 武行 加賀美 公一 安達 信男 濱川 将史 山崎 勇輝

奥田 宗夫 増井 伸昭

339 127
FCSランナーズ②

1:14:14
前川 敦士 若松 伸幸 芥子 大樹 出原 雄介

小西 博和 金子 洋平 藤田 久豊

338 72
快速CFI

1:14:12
中島 正幸 大島 亜希久 岩田 大輔

337 665
チームIndigo

1:14:11
辻 直樹 榎本 章

古澤 成聖

336 147
チームMM

1:14:09
山下 昂介 野口 桃子 栃堀 晶彦 平田 武司 野口 慎一郎

内田 和人 近藤 英樹

335 358
FCSL-C

1:14:06
佐藤 強 嶋津 集太 藤井 正子 藤井 威一郎

大立目 慶太郎 大角 晋也 宮本 望

334 645
デキンちゃん

1:14:05
佐藤 航 薮下 武 田中 淳代

333 271
ソウッ!

1:14:04
稲垣 徹 堀 一彦

長谷 樹

332 237
LA-RUNNERS

1:14:02
畑 朋宏 山﨑 安佳里 筒田 剛 水島 一哉 関根 秀一

中村 承子 大塚 恭平

331 133
Pモンスターズ

1:13:59
大岡 隆 坂口 勝輝 近谷 敦司 川浦 孝之

田部井 利治 渡邊 隆之 山下 博稔

330 455
オーストラリア代表

1:13:56
木山 大輔 津輕 佐和子 藤川 圭太

329 561
Team Vitals 2

1:13:54
永瀬 貴祥 加藤 正博

大草 辰也

328 480
シュナイダーエレクトリックTeam
R 1:13:51

廣瀬 佳久 今井 真理子 藤田 直裕 村田 奈美 昆 潤一郎

小塚 千秋 西條 文雄

327 394
えどむらさき３

1:13:51
高波 明 増田 隆幸 太田 朋克 山田 慶行

326 220
Cebutans

1:13:48
高平 潤一 守田 和晃 石田 ゆり
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:07 (336) 0:28:25 (246) 0:43:02 (230) 0:58:38 (281) 1:14:34 (351)
一般の部 (82) 14:07 (336) 14:18 (254) 14:37 (308) 15:36 (432) 15:56 (552)

0:12:16 (107) 0:29:27 (331) 0:45:41 (402) 1:02:11 (435) 1:14:34 (352)
一般の部 (83) 12:16 (107) 17:11 (569) 16:14 (497) 16:30 (514) 12:23 (109)

0:17:05 (617) 0:36:12 (666) 0:49:47 (577) 1:01:57 (426) 1:14:35 (353)
IT企業の部 (270) 17:05 (617) 19:07 (658) 13:35 (171) 12:10 (55) 12:38 (137)

0:14:23 (372) 0:28:52 (282) 0:44:27 (324) 1:01:12 (392) 1:14:38 (354)
IT企業の部 (271) 14:23 (372) 14:29 (285) 15:35 (432) 16:45 (540) 13:26 (251)

0:15:56 (545) 0:30:31 (430) 0:44:31 (328) 0:58:34 (276) 1:14:38 (355)
IT企業の部 (272) 15:56 (545) 14:35 (293) 14:00 (221) 14:03 (235) 16:04 (558)

0:14:17 (356) 0:30:14 (406) 0:44:18 (315) 0:57:27 (222) 1:14:39 (356)
IT企業の部 (273) 14:17 (356) 15:57 (449) 14:04 (229) 13:09 (126) 17:12 (620)

0:13:50 (298) 0:28:27 (254) 0:40:57 (131) 1:00:38 (361) 1:14:39 (357)
IT企業の部 (274) 13:50 (298) 14:37 (297) 12:30 (65) 19:41 (671) 14:01 (352)

0:13:21 (221) 0:28:54 (285) 0:47:03 (483) 1:01:06 (390) 1:14:41 (358)
一般の部 (84) 13:21 (221) 15:33 (400) 18:09 (630) 14:03 (236) 13:35 (281)

0:13:23 (226) 0:30:59 (460) 0:46:14 (435) 1:00:52 (370) 1:14:44 (359)
IT企業の部 (275) 13:23 (226) 17:36 (597) 15:15 (380) 14:38 (304) 13:52 (337)

0:13:59 (320) 0:30:31 (429) 0:45:14 (370) 1:03:42 (507) 1:14:48 (360)
一般の部 (85) 13:59 (320) 16:32 (510) 14:43 (321) 18:28 (639) 11:06 (25)

0:13:21 (220) 0:27:06 (154) 0:44:19 (316) 1:01:02 (382) 1:14:50 (361)
IT企業の部 (276) 13:21 (220) 13:45 (184) 17:13 (574) 16:43 (537) 13:48 (325)

0:13:42 (278) 0:30:11 (398) 0:45:58 (417) 1:00:17 (349) 1:14:51 (362)
IT企業の部 (277) 13:42 (278) 16:29 (505) 15:47 (454) 14:19 (266) 14:34 (430)

0:15:10 (470) 0:31:30 (497) 0:46:16 (438) 1:00:55 (374) 1:14:52 (363)
IT企業の部 (278) 15:10 (470) 16:20 (491) 14:46 (329) 14:39 (308) 13:57 (345)

0:16:32 (581) 0:30:20 (416) 0:44:42 (336) 0:59:49 (331) 1:14:53 (364)
IT企業の部 (279) 16:32 (581) 13:48 (188) 14:22 (278) 15:07 (367) 15:04 (481)

0:11:45 (62) 0:31:15 (477) 0:45:19 (375) 1:02:45 (468) 1:14:54 (365)
一般の部 (86) 11:45 (62) 19:30 (670) 14:04 (228) 17:26 (588) 12:09 (83)

0:18:06 (649) 0:34:14 (613) 0:47:55 (520) 1:03:20 (487) 1:14:54 (366)
一般の部 (87) 18:06 (649) 16:08 (466) 13:41 (179) 15:25 (405) 11:34 (47)

0:12:54 (164) 0:28:26 (251) 0:45:47 (407) 0:59:58 (339) 1:14:56 (367)
IT企業の部 (280) 12:54 (164) 15:32 (397) 17:21 (584) 14:11 (252) 14:58 (471)

0:14:44 (425) 0:31:01 (462) 0:45:52 (410) 1:02:04 (431) 1:14:56 (368)
IT企業の部 (281) 14:44 (425) 16:17 (482) 14:51 (339) 16:12 (483) 12:52 (178)

0:14:39 (411) 0:29:48 (371) 0:45:56 (416) 1:00:50 (369) 1:14:58 (369)
IT企業の部 (282) 14:39 (411) 15:09 (364) 16:08 (486) 14:54 (342) 14:08 (372)

0:15:26 (499) 0:32:58 (564) 0:47:30 (506) 1:01:12 (391) 1:14:58 (370)
IT企業の部 (283) 15:26 (499) 17:32 (593) 14:32 (297) 13:42 (189) 13:46 (317)

0:14:28 (387) 0:31:09 (469) 0:45:16 (373) 1:03:27 (493) 1:14:58 (371)
一般の部 (88) 14:28 (387) 16:41 (524) 14:07 (234) 18:11 (628) 11:31 (46)

0:12:51 (155) 0:27:26 (177) 0:42:57 (225) 1:00:48 (367) 1:14:59 (372)
IT企業の部 (284) 12:51 (155) 14:35 (292) 15:31 (420) 17:51 (613) 14:11 (382)

0:13:35 (252) 0:29:27 (332) 0:43:10 (241) 0:57:57 (242) 1:15:02 (373)
IT企業の部 (285) 13:35 (252) 15:52 (441) 13:43 (182) 14:47 (329) 17:05 (615)

0:14:58 (441) 0:30:49 (449) 0:46:21 (442) 1:02:24 (447) 1:15:02 (374)
IT企業の部 (286) 14:58 (441) 15:51 (436) 15:32 (428) 16:03 (471) 12:38 (136)

0:12:55 (165) 0:29:37 (351) 0:44:12 (305) 0:58:03 (249) 1:15:05 (375)
IT企業の部 (287) 12:55 (165) 16:42 (526) 14:35 (303) 13:51 (213) 17:02 (613)

平野 洋一郎

大内 裕史 今井 良一

375 28
Infoteria A

1:15:05
Clement Teule Audrey Hank 森竹 翔 田代 友城

鈴木 隆之 藤田 訓義 本田 崇継

374 298
ミツイワ）事業推進部チーム

1:15:02
橋本 真一 大木 基史 大木 亜希子

373 663
TAKT B

1:15:02
後藤 祐太 畠山 慎也

黒瀬 秀樹

372 361
Elastic DevSupport3

1:14:59
宇都 修平 松川 由里 堤 亜紀子 七條 泰志 越野 昌平

Brian Hooper 田村 雄気

371 586
チームＪＰＢ

1:14:58
山本 一之進 山田 真理 森田 裕喜 深瀬 恵美

玉川 東祐 中島 一哉 加藤 幸弘

370 473
M5 D

1:14:58
甲 浩子 森 俊彦 特手 大輔

369 673
チームKY

1:14:58
小林 一樹 齋藤 健太郎

近藤 淳

368 59
シュナイダーエレクトリック
Team L 1:14:56

韓 哲洙 安西 出 石川 幸 橘高 英雄 城 剛史

馬場 桂子 三浦 ミゲル

367 311
UOSヤング

1:14:56
佐藤 慎之介 桑原 翔人 福田 ゆみ 栃内 勇紀

有賀 丈晶 髙梨 真衣 原野 諒

366 289
ペンスタ介護援助隊

1:14:54
福田 正樹 賀川 走馬 小川 泰子

365 769
スペイン代表

1:14:54
金子 大輔 三友 佐江子

吉崎 正

364 297
ミツイワ）管理・業務チーム

1:14:53
堀口 和昭 四方 章生 清水 光雄 嶋崎 純彦 菊地 節男

藤原 義則 鈴木 宏征

363 678
山田三号

1:14:52
山田 晃久 藤尾 征範 曾谷 修二 堀 慎太郎

村上 詩織 増原 幸男 青柳 貴大

362 356
Team さくら '87 Special

1:14:51
浅間 良太 金屋 由紀子 吉山 貴夫

361 91
Variosecure_Sales

1:14:50
篠原 永年 中森 翔太

岩田 晃

360 668
免役 arrest

1:14:48
小林 秀作 勝又 美菜子 西沢 太朗 菊池 夏実 池田 航太

東 加奈子 高見澤 智

359 509
ランニングスロー

1:14:44
清水 俊晴 高田 航平 仲村渠 滉一 岡村 孝太

熊谷 カオル 石井 ゆり恵 小泉 篤

358 224
チーム「ウーロンハイ飲みたい」

1:14:41
長谷川 健博 手嶋 真也 角田 典之

357 340
JTSチームQ

1:14:39
谷川 裕 秋村 俊介

井上 章次

356 528
FTEC-A

1:14:39
高津 健一 竹本 祐二 杉山 昭 天野 正彦 三里 輝

鈴木 甫 山浦 博和

355 505
アイサイトＢチーム　ギリギリＦＩＶ
Ｅ 1:14:38

岡村 峠 菅 彰博 岡田 尚夫 中谷 瑞希

長谷川 奈緒 町 大輔 土元 克則

354 159
オレンジアーチ チームC

1:14:38
金子 健太 井上 晃一 鈴木 祐司

353 439
かっちゃん15

1:14:35
村田 和弥 中島 潤子

溝田 雄介

352 718
世界の山ちゃん

1:14:34
山崎 功嗣 越智 一成 横井 利果 堀内 健太郎 山口 城弘

351 419
やすあきと仲間達

1:14:34
酒井 輝幸 市川 康明 福室 匠 石井 緑
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:45 (427) 0:32:00 (524) 0:45:19 (376) 0:58:09 (260) 1:15:05 (376)
IT企業の部 (288) 14:45 (427) 17:15 (576) 13:19 (143) 12:50 (97) 16:56 (606)

0:14:37 (408) 0:29:49 (374) 0:41:03 (133) 0:57:50 (236) 1:15:08 (377)
IT企業の部 (289) 14:37 (408) 15:12 (367) 11:14 (10) 16:47 (543) 17:18 (624)

0:13:49 (294) 0:28:02 (224) 0:43:36 (267) 0:57:22 (218) 1:15:08 (378)
一般の部 (89) 13:49 (294) 14:13 (247) 15:34 (431) 13:46 (203) 17:46 (637)

0:15:52 (537) 0:30:45 (444) 0:44:16 (311) 0:59:46 (330) 1:15:09 (379)
IT企業の部 (290) 15:52 (537) 14:53 (333) 13:31 (162) 15:30 (418) 15:23 (509)

0:14:34 (398) 0:29:32 (341) 0:45:54 (412) 1:01:20 (400) 1:15:09 (380)
IT企業の部 (291) 14:34 (398) 14:58 (342) 16:22 (509) 15:26 (410) 13:49 (329)

0:15:54 (540) 0:29:38 (353) 0:44:44 (339) 0:59:03 (296) 1:15:14 (381)
一般の部 (90) 15:54 (540) 13:44 (180) 15:06 (364) 14:19 (268) 16:11 (565)

0:11:50 (66) 0:28:30 (259) 0:45:06 (359) 1:01:53 (424) 1:15:16 (382)
IT企業の部 (292) 11:50 (66) 16:40 (521) 16:36 (526) 16:47 (544) 13:23 (242)

0:15:31 (507) 0:30:12 (400) 0:46:04 (425) 1:02:40 (464) 1:15:18 (383)
IT企業の部 (293) 15:31 (507) 14:41 (306) 15:52 (459) 16:36 (524) 12:38 (140)

0:16:53 (602) 0:31:44 (506) 0:49:00 (551) 1:01:59 (429) 1:15:20 (384)
IT企業の部 (294) 16:53 (602) 14:51 (325) 17:16 (578) 12:59 (112) 13:21 (237)

0:13:46 (286) 0:33:49 (597) 0:46:09 (427) 1:01:30 (403) 1:15:20 (385)
IT企業の部 (295) 13:46 (286) 20:03 (679) 12:20 (57) 15:21 (395) 13:50 (331)

0:15:29 (505) 0:30:44 (439) 0:45:02 (355) 1:01:14 (394) 1:15:20 (386)
IT企業の部 (296) 15:29 (505) 15:15 (370) 14:18 (265) 16:12 (485) 14:06 (368)

0:16:54 (603) 0:30:35 (435) 0:45:40 (399) 1:01:47 (417) 1:15:22 (387)
一般の部 (91) 16:54 (603) 13:41 (171) 15:05 (360) 16:07 (478) 13:35 (278)

0:13:39 (269) 0:29:14 (313) 0:43:45 (273) 0:58:48 (287) 1:15:24 (388)
IT企業の部 (297) 13:39 (269) 15:35 (403) 14:31 (293) 15:03 (361) 16:36 (587)

0:13:38 (266) 0:28:29 (258) 0:44:26 (323) 1:01:53 (423) 1:15:25 (389)
IT企業の部 (298) 13:38 (266) 14:51 (327) 15:57 (469) 17:27 (591) 13:32 (273)

0:14:17 (359) 0:29:36 (350) 0:46:00 (421) 1:00:45 (365) 1:15:26 (390)
IT企業の部 (299) 14:17 (359) 15:19 (376) 16:24 (514) 14:45 (325) 14:41 (443)

0:12:31 (123) 0:29:51 (378) 0:46:00 (420) 1:00:57 (378) 1:15:26 (391)
IT企業の部 (300) 12:31 (123) 17:20 (579) 16:09 (490) 14:57 (349) 14:29 (418)

0:13:24 (228) 0:30:31 (428) 0:45:08 (363) 1:01:19 (399) 1:15:26 (392)
一般の部 (92) 13:24 (228) 17:07 (561) 14:37 (309) 16:11 (481) 14:07 (369)

0:14:39 (412) 0:28:43 (273) 0:48:00 (526) 1:02:29 (454) 1:15:34 (393)
IT企業の部 (301) 14:39 (412) 14:04 (224) 19:17 (667) 14:29 (288) 13:05 (209)

0:16:07 (554) 0:31:16 (480) 0:45:37 (395) 0:58:02 (248) 1:15:35 (394)
IT企業の部 (302) 16:07 (554) 15:09 (362) 14:21 (274) 12:25 (70) 17:33 (631)

0:14:26 (377) 0:29:38 (354) 0:44:29 (326) 1:02:18 (442) 1:15:36 (395)
一般の部 (93) 14:26 (377) 15:12 (366) 14:51 (338) 17:49 (610) 13:18 (230)

0:14:18 (361) 0:28:42 (271) 0:46:54 (473) 1:01:03 (383) 1:15:39 (396)
IT企業の部 (303) 14:18 (361) 14:24 (274) 18:12 (633) 14:09 (243) 14:36 (432)

0:14:25 (375) 0:30:14 (402) 0:46:34 (453) 1:00:10 (345) 1:15:39 (397)
一般の部 (94) 14:25 (375) 15:49 (430) 16:20 (507) 13:36 (172) 15:29 (520)

0:14:59 (444) 0:32:42 (554) 0:43:59 (293) 1:02:45 (467) 1:15:43 (398)
IT企業の部 (304) 14:59 (444) 17:43 (603) 11:17 (13) 18:46 (651) 12:58 (188)

0:19:17 (680) 0:31:42 (502) 0:43:59 (292) 1:00:54 (373) 1:15:44 (399)
一般の部 (95) 19:17 (680) 12:25 (60) 12:17 (52) 16:55 (552) 14:50 (453)

0:14:41 (415) 0:27:14 (164) 0:44:37 (331) 0:59:08 (299) 1:15:44 (400)
IT企業の部 (305) 14:41 (415) 12:33 (72) 17:23 (589) 14:31 (291) 16:36 (588)

牟田 裕章

400 626
ジオン

1:15:44
北野 裕介 糸数 補 兼元 佳子 大島 寛 中森 隆仁

山本 賢拓 金山 智治

399 4
Aチーム

1:15:44
猪爪 博 塚田 隆 伊藤 孝一 木村 亮太

中野 慎之介 畠山 慎平 横溝 純弥

398 186
テラスカイ陸上競技部 Bチーム

1:15:43
河野 宏明 佐々木 忍 川口 真毅

397 585
総管RC

1:15:39
櫻井 重行 小田嶋 真一

鈴木 康太

396 18
とにかく明るいSEたち

1:15:39
ジャネット ステファン 田中 淳 梅林 大紀 岡田 智樹 神島 雄太郎

丸山 健一 川口 弘美

395 601
コータ’N

1:15:36
竹下 典子 小林 由香 鈴木 瑠果 白井 瑠人

澤井 拓也 斎藤 謙太郎 國吉 健一

394 460
＠Tｏｋｙｏ チーム営

1:15:35
齋藤 彬 大内 功 上田 一成

393 329
SITUS ACE

1:15:34
齋藤 貴文 堀井 康友

岩瀬 雄二

392 50
進撃のヤングファイブ

1:15:26
井桁 将俊 越水 三菜実 大塩 朝美 中山 義明 大瀬戸 渉

岡本 栄治 中村 祐也

391 241
team ワイナイナ

1:15:26
川久保 雅文 田中 翠 大高 聡士 大澤 俊介

中嶌 悠 湯川 一誠 岩井 直樹

390 653
パソナテック翔

1:15:26
平野 恭祐 関 真幸 廣田 真里

389 781
チーム　全力疾走！！

1:15:25
木寺 大樹 福田 和彦

内田 元太

388 149
営業本部チーム

1:15:24
小野 康瑛 梅津 寛仁 石野 大輔 高松 秀行 千葉 由之

本間 理沙 岡田 義弘

387 228
team M (from SCM)

1:15:22
岩下 沙織 森山 寛将 小林 恭平 湯田 奈津美

橋場 雅 雨宮 恵子 中山 義人

386 444
ミラクル・リナックスチーム

1:15:20
石井 大貴 青山 雄一 小島 英樹

385 2
イントラマート本店

1:15:20
佐藤 裕門 有泉 美咲

濱倉 結花

384 474
M5 E

1:15:20
杉本 大輔 根本 卓 澤合 恵 斎藤 郁美 今岡 尊宏

布川 知佳子 永田 隆士

383 435
TSH　C

1:15:18
石橋 直樹 宮本 慶治 上野 啓二 植村 泰樹

橋本 英一 中尾 政記 臼井 亜沙子

382 363
密林ず

1:15:16
河原田 仁 太田 亮 岡 弦太郎

381 636
東京エリアA

1:15:14
杉森 次郎 小瀬澤 一彦

平本 貴之

380 637
チームＺ

1:15:09
中川 学 竹中 久司 山口 由希子 神谷 薫紀 柴垣 剛志

永野 正剛 丸山 悠由

379 263
りょうよう

1:15:09
岡本 悠 橋本 純一 古屋 健介 柴崎 啓吾

桐山 茂 斉藤 昭久 城戸 功

378 5
Gチーム

1:15:08
廣渡 嘉秀 井口 知宙 吉田 圭吾

377 64
Dell GenNext

1:15:08
八木 孝宜 渋谷 美和

376 729
焼きのオニーサン

1:15:05
竹内 靖史 加藤 睦 福田 智史 西谷 岳 齋藤 勉
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:15:21 (485) 0:32:11 (533) 0:46:19 (440) 1:03:22 (491) 1:15:48 (401)
IT企業の部 (306) 15:21 (485) 16:50 (534) 14:08 (238) 17:03 (564) 12:26 (117)

0:14:57 (440) 0:29:06 (300) 0:45:22 (381) 1:01:47 (416) 1:15:52 (402)
IT企業の部 (307) 14:57 (440) 14:09 (236) 16:16 (499) 16:25 (508) 14:05 (366)

0:13:15 (207) 0:33:19 (579) 0:47:17 (492) 1:03:54 (513) 1:15:53 (403)
一般の部 (96) 13:15 (207) 20:04 (680) 13:58 (215) 16:37 (526) 11:59 (74)

0:13:46 (287) 0:29:33 (343) 0:44:04 (299) 1:01:46 (412) 1:16:00 (404)
IT企業の部 (308) 13:46 (287) 15:47 (423) 14:31 (295) 17:42 (601) 14:14 (388)

0:14:17 (358) 0:32:01 (526) 0:46:53 (471) 1:02:03 (430) 1:16:02 (405)
IT企業の部 (309) 14:17 (358) 17:44 (604) 14:52 (340) 15:10 (372) 13:59 (348)

0:17:04 (615) 0:30:05 (394) 0:45:34 (392) 0:59:50 (332) 1:16:02 (406)
IT企業の部 (310) 17:04 (615) 13:01 (115) 15:29 (416) 14:16 (261) 16:12 (568)

0:13:09 (194) 0:27:00 (151) 0:44:22 (320) 1:02:28 (453) 1:16:05 (407)
IT企業の部 (311) 13:09 (194) 13:51 (198) 17:22 (585) 18:06 (624) 13:37 (289)

0:14:09 (340) 0:27:43 (201) 0:44:14 (307) 1:01:05 (387) 1:16:11 (408)
一般の部 (97) 14:09 (340) 13:34 (160) 16:31 (521) 16:51 (547) 15:06 (482)

0:13:48 (292) 0:32:00 (525) 0:47:41 (511) 1:02:25 (449) 1:16:11 (409)
一般の部 (98) 13:48 (292) 18:12 (623) 15:41 (440) 14:44 (323) 13:46 (318)

0:13:42 (279) 0:31:06 (465) 0:44:56 (349) 1:01:34 (405) 1:16:13 (410)
一般の部 (99) 13:42 (279) 17:24 (585) 13:50 (193) 16:38 (527) 14:39 (438)

0:10:57 (25) 0:30:44 (441) 0:47:47 (517) 1:02:43 (466) 1:16:14 (411)
IT企業の部 (312) 10:57 (25) 19:47 (675) 17:03 (564) 14:56 (345) 13:31 (265)

0:14:03 (327) 0:30:22 (421) 0:47:27 (502) 1:02:30 (455) 1:16:15 (412)
IT企業の部 (313) 14:03 (327) 16:19 (487) 17:05 (566) 15:03 (359) 13:45 (315)

0:12:41 (137) 0:31:58 (522) 0:49:48 (578) 1:02:54 (472) 1:16:17 (413)
IT企業の部 (314) 12:41 (137) 19:17 (662) 17:50 (614) 13:06 (122) 13:23 (241)

0:14:27 (383) 0:29:51 (377) 0:45:23 (382) 1:00:11 (346) 1:16:18 (414)
IT企業の部 (315) 14:27 (383) 15:24 (385) 15:32 (427) 14:48 (331) 16:07 (563)

0:13:17 (211) 0:29:35 (346) 0:47:57 (523) 1:02:11 (436) 1:16:20 (415)
IT企業の部 (316) 13:17 (211) 16:18 (485) 18:22 (636) 14:14 (257) 14:09 (376)

0:15:22 (486) 0:31:42 (504) 0:47:42 (512) 1:02:21 (444) 1:16:21 (416)
IT企業の部 (317) 15:22 (486) 16:20 (492) 16:00 (471) 14:39 (309) 14:00 (350)

0:14:53 (435) 0:29:20 (321) 0:45:22 (380) 0:59:52 (334) 1:16:21 (417)
IT企業の部 (318) 14:53 (435) 14:27 (279) 16:02 (476) 14:30 (290) 16:29 (582)

0:15:19 (484) 0:30:44 (440) 0:45:14 (369) 1:00:41 (363) 1:16:22 (418)
IT企業の部 (319) 15:19 (484) 15:25 (386) 14:30 (291) 15:27 (411) 15:41 (535)

0:13:57 (313) 0:29:51 (376) 0:47:39 (508) 1:01:00 (381) 1:16:28 (419)
IT企業の部 (320) 13:57 (313) 15:54 (445) 17:48 (610) 13:21 (145) 15:28 (517)

0:13:02 (182) 0:27:42 (198) 0:43:01 (228) 1:00:30 (356) 1:16:28 (420)
IT企業の部 (321) 13:02 (182) 14:40 (304) 15:19 (391) 17:29 (592) 15:58 (553)

0:14:27 (381) 0:28:55 (288) 0:46:29 (451) 1:03:30 (496) 1:16:30 (421)
IT企業の部 (322) 14:27 (381) 14:28 (282) 17:34 (599) 17:01 (559) 13:00 (192)

0:15:48 (532) 0:27:54 (221) 0:44:06 (302) 1:03:30 (497) 1:16:31 (422)
一般の部 (100) 15:48 (532) 12:06 (40) 16:12 (495) 19:24 (661) 13:01 (200)

0:17:05 (619) 0:30:35 (434) 0:48:23 (536) 1:03:48 (510) 1:16:31 (423)
一般の部 (101) 17:05 (619) 13:30 (156) 17:48 (612) 15:25 (404) 12:43 (150)

0:12:09 (89) 0:29:11 (306) 0:43:51 (284) 1:02:24 (448) 1:16:31 (424)
一般の部 (102) 12:09 (89) 17:02 (554) 14:40 (313) 18:33 (643) 14:07 (371)

0:15:04 (450) 0:29:52 (379) 0:47:18 (496) 1:03:30 (495) 1:16:32 (425)
IT企業の部 (323) 15:04 (450) 14:48 (318) 17:26 (595) 16:12 (484) 13:02 (202)

横田 美恵子 岡崎 桃子 塩澤 栄一
425 77

DELL しおしお
1:16:32

高杉 潤 後藤 和美

幅 大輔

424 770
ニュージーランド代表

1:16:31
青木 大地 丹 沙都子 大森 寛和 堀江 彩佳 白井 寛之

CHO HYUNBUM KIM SUNJUNE

423 225
WHP

1:16:31
小島 豪洋 柳澤 俊輔 藤原 綾乃 藤山 奈緒香

上原 榛奈 玉田 宏一 関根 俊一

422 108
福祉館★1

1:16:31
PARK SANGHO LEE JI HYE LEE SEUNG HYUN

421 788
アタック２５

1:16:30
望月 真貴子 亀岡 勇佑

井上 佳央里

420 469
Lazybonesマラソン部

1:16:28
佐藤 大策 林 由也 平尾 匡弘 鵜川 健太郎 長瀬 雅之

加藤 靖則 千速 瑶平

419 37
チームエキサイト

1:16:28
沼田 心 丸川 由希子 髙田 倫矢 古川 慧

榊原 結希 堀 紗矢香 徳山 実

418 334
KEL Aチーム

1:16:22
高木 悠喜 新井 李奈 佐々木 久

417 345
ハイ仮装担当

1:16:21
鎌野 孝志 榊原 晃太

鈴木 啓嗣

416 211
ミライトレジェンド

1:16:21
瀬尾 真二 吉村 辰久 松土 倫子 波賀 英則 中崎 司

河上 正昭 安達 大介

415 174
なかざわロケット

1:16:20
前田 直之 菅野 共孝 関 亜沙美 青山 甚一

大川 渉 野上 竜 福島 久史

414 494
バグじゃありません。仕様です！

1:16:18
上田 智史 赤木 絵美 田崎 正亮

413 60
シュナイダーエレクトリック
Team U 1:16:17

中澤 吾一 安守 桂子

高橋 武尊

412 640
ポテカラ

1:16:15
藤井 崇文 安藤 真輝子 林 和子 本澤 京子 鈴木 悌正

安藤 真美 大志野 孝紀

411 510
comnet１

1:16:14
武川 佳暉 山﨑 智弘 森谷 貴光 仲嶺 守澄

加藤 心太郎 荻野 由麻 横山 健人

410 766
スコットランド代表

1:16:13
土屋 嘉廣 水野 淳 上野 佑太

409 773
アルゼンチン代表

1:16:11
柳澤 徳孝 渡邉 真梨

田坂 洸成

408 221
ゆったり世界最速

1:16:11
黄 イケン 劉 天暁 恩田 歩 服部 貴之 野村 修平

瀬山 千絵 瀬山 稔哉

407 503
チームまこと

1:16:05
森居 久雄 田坂 美佐 田坂 成淑 森居 昂太郎

鈴木 裕美 小曽根 みどり 北沢 将幸

406 704
はよ走らん会 with ROCKCUT

1:16:02
岩切 博 大平 隆志 柳瀬 賢治

405 605
ぐるなび チームB

1:16:02
田中 泰博 庄野 幸子

玉井 龍馬

404 288
team まる２

1:16:00
木根渕 真人 山下 隆宏 関 利麿 岡本 英樹 川合 直樹

中田 健司 百鳥 雅浩

403 456
ドイツ代表

1:15:53
神原 真人 香田 可奈恵 安田 凌平 鬼形 麻子

森野邊 和広 高橋 麻美 穴見 弘則

402 699
FessチームB

1:15:52
鈴木 浩一 長谷川 秀樹 長間 将司

401 735
ぐるなびチームD

1:15:48
横山 兼人 冨士越 あゆみ
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:16:04 (552) 0:32:20 (542) 0:47:01 (481) 1:01:49 (418) 1:16:32 (426)
一般の部 (103) 16:04 (552) 16:16 (481) 14:41 (315) 14:48 (332) 14:43 (446)

0:13:35 (254) 0:29:38 (355) 0:44:54 (347) 1:03:32 (500) 1:16:32 (427)
IT企業の部 (324) 13:35 (254) 16:03 (459) 15:16 (382) 18:38 (646) 13:00 (197)

0:17:57 (647) 0:34:11 (612) 0:47:09 (488) 1:02:54 (473) 1:16:33 (428)
IT企業の部 (325) 17:57 (647) 16:14 (477) 12:58 (112) 15:45 (444) 13:39 (293)

0:14:41 (414) 0:30:20 (417) 0:43:43 (271) 1:01:54 (425) 1:16:33 (429)
IT企業の部 (326) 14:41 (414) 15:39 (411) 13:23 (145) 18:11 (630) 14:39 (436)

0:13:29 (243) 0:29:52 (380) 0:45:34 (391) 1:00:55 (375) 1:16:34 (430)
IT企業の部 (327) 13:29 (243) 16:23 (495) 15:42 (444) 15:21 (397) 15:39 (534)

0:17:25 (634) 0:31:29 (493) 0:46:40 (463) 1:03:06 (480) 1:16:35 (431)
IT企業の部 (328) 17:25 (634) 14:04 (223) 15:11 (371) 16:26 (511) 13:29 (261)

0:16:46 (594) 0:33:15 (576) 0:47:42 (513) 1:02:24 (446) 1:16:37 (432)
IT企業の部 (329) 16:46 (594) 16:29 (507) 14:27 (286) 14:42 (315) 14:13 (385)

0:14:23 (373) 0:29:08 (303) 0:44:04 (298) 1:01:47 (415) 1:16:37 (433)
IT企業の部 (330) 14:23 (373) 14:45 (314) 14:56 (345) 17:43 (603) 14:50 (456)

0:13:40 (271) 0:26:51 (145) 0:41:51 (171) 0:59:29 (316) 1:16:45 (434)
IT企業の部 (331) 13:40 (271) 13:11 (131) 15:00 (352) 17:38 (596) 17:16 (622)

0:12:42 (139) 0:29:42 (360) 0:43:38 (268) 1:00:23 (354) 1:16:45 (435)
IT企業の部 (332) 12:42 (139) 17:00 (550) 13:56 (212) 16:45 (539) 16:22 (573)

0:13:57 (312) 0:29:36 (349) 0:44:24 (321) 0:58:13 (263) 1:16:46 (436)
IT企業の部 (333) 13:57 (312) 15:39 (410) 14:48 (333) 13:49 (209) 18:33 (660)

0:14:34 (399) 0:28:51 (281) 0:45:53 (411) 1:01:52 (420) 1:16:50 (437)
IT企業の部 (334) 14:34 (399) 14:17 (252) 17:02 (563) 15:59 (463) 14:58 (470)

0:14:16 (355) 0:30:21 (418) 0:45:06 (358) 0:59:39 (325) 1:16:50 (438)
IT企業の部 (335) 14:16 (355) 16:05 (462) 14:45 (326) 14:33 (295) 17:11 (619)

0:13:30 (248) 0:30:04 (391) 0:46:56 (478) 1:02:26 (450) 1:16:50 (439)
IT企業の部 (336) 13:30 (248) 16:34 (511) 16:52 (547) 15:30 (419) 14:24 (410)

0:10:52 (21) 0:32:29 (547) 0:47:04 (486) 1:03:22 (489) 1:16:50 (440)
IT企業の部 (337) 10:52 (21) 21:37 (695) 14:35 (302) 16:18 (497) 13:28 (259)

0:11:45 (60) 0:27:41 (195) 0:46:40 (465) 1:01:58 (427) 1:16:51 (441)
一般の部 (104) 11:45 (60) 15:56 (448) 18:59 (656) 15:18 (390) 14:53 (461)

0:13:07 (191) 0:29:14 (314) 0:47:42 (514) 1:01:30 (404) 1:16:53 (442)
一般の部 (105) 13:07 (191) 16:07 (464) 18:28 (639) 13:48 (207) 15:23 (507)

0:11:45 (61) 0:26:45 (140) 0:44:39 (335) 0:59:53 (336) 1:16:53 (443)
IT企業の部 (338) 11:45 (61) 15:00 (345) 17:54 (617) 15:14 (380) 17:00 (611)

0:15:08 (466) 0:30:01 (389) 0:46:10 (431) 1:01:45 (411) 1:16:56 (444)
IT企業の部 (339) 15:08 (466) 14:53 (331) 16:09 (492) 15:35 (431) 15:11 (489)

0:14:05 (332) 0:30:54 (451) 0:46:23 (444) 1:03:19 (485) 1:16:57 (445)
IT企業の部 (340) 14:05 (332) 16:49 (532) 15:29 (417) 16:56 (553) 13:38 (292)

0:15:14 (479) 0:32:46 (556) 0:46:55 (475) 1:04:16 (527) 1:16:59 (446)
一般の部 (106) 15:14 (479) 17:32 (595) 14:09 (239) 17:21 (582) 12:43 (153)

0:15:23 (490) 0:33:39 (593) 0:48:06 (530) 1:03:12 (482) 1:17:02 (447)
一般の部 (107) 15:23 (490) 18:16 (627) 14:27 (285) 15:06 (365) 13:50 (332)

0:16:59 (609) 0:31:10 (473) 0:47:04 (487) 1:03:05 (479) 1:17:04 (448)
IT企業の部 (341) 16:59 (609) 14:11 (245) 15:54 (463) 16:01 (466) 13:59 (349)

0:16:56 (605) 0:30:36 (436) 0:46:45 (469) 1:01:36 (407) 1:17:04 (449)
IT企業の部 (342) 16:56 (605) 13:40 (169) 16:09 (491) 14:51 (338) 15:28 (519)

0:18:47 (672) 0:34:44 (633) 0:48:49 (545) 1:02:34 (461) 1:17:05 (450)
一般の部 (108) 18:47 (672) 15:57 (450) 14:05 (232) 13:45 (200) 14:31 (426)

西野 和宏 執行 一央

鶴見 麻弥 田村 彰浩 福田 雄樹

450 519
特２－２

1:17:05
鷹木 純一 長澤 暁子 鈴木 隆浩

449 179
鷹の爪団

1:17:04
東野 翼 名手 啓太

三浦 雄太

448 408
だいりゅ～しょん！

1:17:04
幸坂 健史 市村 英二 小牧 由一 只川 美央 小宮 勇貴

白川 都 川内 伸夫

447 292
ペンスタ表なし裏なし隊

1:17:02
渡邉 カズノリ 岡崎 清美 水本 誠 竹尾 周子

明吉 征人 田村 季之 鈴木 久美子

446 373
田園調布代表

1:16:59
尾崎 善行 田中 萌 八巻 登

445 282
TJKランナーズＣ

1:16:57
和田 安弘 佐々木 敬一

梅木 勇歩

444 572
ＴＳＯＬ－巧み

1:16:56
三浦 光明 西 祐介 満田 貴昭 問谷 富美男 丸山 俊顕

寺岡 佑輔 桂川 和典

443 425
チームわかば

1:16:53
田山 慶 冨宇賀 洋子 梅木 里佳 中野 由美子

石渡 真由子 堀 慶子 渡邉 賢治

442 188
NATEC

1:16:53
黒澤 和明 山岸 智一 清水 琴那

441 772
イタリア代表

1:16:51
田中 慎二朗 北原 玲伊子

見木 武人

440 632
ボールド

1:16:50
渡辺 智也 松本 明日香 新崎 辰二 風間 圭太 川口 順之

安藤 鷹晃 矢野隆一

439 433
TSH　A

1:16:50
猪股 一行 山西 洋一 藤田 健二 八重尾 俊壽

村越 円 水上 瞳 大楽 恭平

438 169
クレオ ランナーズハイ☆

1:16:50
老沼 正樹 大筆 信二 八重樫 清昌

437 255
渋谷109

1:16:50
中原 充 渋谷 和弘

堀 雅博

436 128
FCSランナーズ③

1:16:46
松山 忠敬 小山 烈矢 小松 亮太 内山 一紀 奥 憲太

堀込 由美子 渡部 浩子

435 3
イントラマート本舗

1:16:45
梅内 彩香 栗原 ゆか 小菅 俊幸 尾崎 克生

根本 賢作 後藤 綾子 後藤 大輔

434 468
チーム　hiroko

1:16:45
佐々木 優介 佐藤 健 児玉 寿美恵

433 328
ダイスケ＆アヤコとカームの仲
間たち 1:16:37

五十嵐 遼太朗 亀田 涼介

鈴木 雅之

432 500
中原ＩＴチーム

1:16:37
熊田 勝 鶴 義伸 鈴木 良幸 長谷川 祐之 遠藤 知彦

伊藤 弘喜 長沼 史宏

431 366
さくらATG＋M

1:16:35
池尻 和生 岩元 則晃 小林 哲雄 吉岡 美央

久保 陽平 関 晶子 今西 了一

430 29
Infoteria B

1:16:34
岸本 秀和 永田 知和 岸本 拓也

429 549
ナウウエスト

1:16:33
藤本 裕子 荒川 真美

小島 工

428 160
オレンジアーチ チームD

1:16:33
的場 麻希 北島 尚 福井 和敬 伊澤 知治 梅津 義昭

川島 拓弥 藤森 宏人

427 748
運管ランナーズB

1:16:32
吉川 雄祐 岡野 広昭 夏目 豊和 臺 友樹

426 719
トリプルペイ（PPP）

1:16:32
河南 允康 日下部 慎一 三瓶 健介
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:13:38 (262) 0:29:53 (381) 0:44:16 (312) 1:03:29 (494) 1:17:06 (451)
一般の部 (109) 13:38 (262) 16:15 (480) 14:23 (279) 19:13 (657) 13:37 (291)

0:17:09 (624) 0:32:01 (527) 0:49:14 (562) 1:03:15 (484) 1:17:07 (452)
IT企業の部 (343) 17:09 (624) 14:52 (328) 17:13 (575) 14:01 (233) 13:52 (336)

0:14:05 (333) 0:30:59 (458) 0:49:55 (581) 1:03:37 (505) 1:17:08 (453)
IT企業の部 (344) 14:05 (333) 16:54 (540) 18:56 (654) 13:42 (190) 13:31 (267)

0:14:03 (326) 0:32:09 (532) 0:48:08 (531) 1:02:50 (470) 1:17:09 (454)
IT企業の部 (345) 14:03 (326) 18:06 (617) 15:59 (470) 14:42 (317) 14:19 (401)

0:18:36 (669) 0:30:17 (409) 0:46:11 (432) 1:00:23 (352) 1:17:11 (455)
IT企業の部 (346) 18:36 (669) 11:41 (31) 15:54 (462) 14:12 (253) 16:48 (597)

0:16:53 (600) 0:32:25 (545) 0:48:09 (532) 1:04:04 (519) 1:17:19 (456)
IT企業の部 (347) 16:53 (600) 15:32 (398) 15:44 (448) 15:55 (460) 13:15 (224)

0:15:24 (495) 0:29:46 (368) 0:46:28 (450) 1:04:26 (537) 1:17:21 (457)
IT企業の部 (348) 15:24 (495) 14:22 (262) 16:42 (537) 17:58 (620) 12:55 (182)

0:12:57 (172) 0:29:35 (347) 0:46:25 (446) 1:02:58 (476) 1:17:22 (458)
IT企業の部 (349) 12:57 (172) 16:38 (519) 16:50 (545) 16:33 (520) 14:24 (411)

0:15:50 (535) 0:32:14 (534) 0:46:26 (448) 1:03:35 (503) 1:17:23 (459)
IT企業の部 (350) 15:50 (535) 16:24 (498) 14:12 (247) 17:09 (571) 13:48 (322)

0:14:41 (417) 0:27:50 (213) 0:43:13 (244) 1:00:33 (358) 1:17:24 (460)
IT企業の部 (351) 14:41 (417) 13:09 (126) 15:23 (402) 17:20 (581) 16:51 (600)

0:12:42 (138) 0:29:04 (297) 0:45:28 (388) 1:03:12 (483) 1:17:25 (461)
一般の部 (110) 12:42 (138) 16:22 (494) 16:24 (512) 17:44 (604) 14:13 (387)

0:16:36 (588) 0:33:01 (567) 0:47:02 (482) 1:02:19 (443) 1:17:33 (462)
一般の部 (111) 16:36 (588) 16:25 (500) 14:01 (223) 15:17 (387) 15:14 (496)

0:13:31 (249) 0:27:44 (203) 0:46:09 (428) 1:03:22 (488) 1:17:34 (463)
一般の部 (112) 13:31 (249) 14:13 (246) 18:25 (638) 17:13 (576) 14:12 (384)

0:16:16 (565) 0:31:58 (521) 0:46:56 (477) 1:02:33 (460) 1:17:34 (464)
IT企業の部 (352) 16:16 (565) 15:42 (417) 14:58 (351) 15:37 (434) 15:01 (477)

0:13:38 (264) 0:32:22 (544) 0:47:04 (485) 1:03:34 (502) 1:17:38 (465)
IT企業の部 (353) 13:38 (264) 18:44 (647) 14:42 (317) 16:30 (515) 14:04 (362)

0:15:50 (534) 0:29:26 (328) 0:42:45 (217) 1:02:06 (432) 1:17:41 (466)
一般の部 (113) 15:50 (534) 13:36 (164) 13:19 (142) 19:21 (658) 15:35 (529)

0:11:29 (49) 0:29:24 (326) 0:48:28 (538) 1:02:14 (438) 1:17:45 (467)
IT企業の部 (354) 11:29 (49) 17:55 (611) 19:04 (659) 13:46 (204) 15:31 (523)

0:16:59 (610) 0:32:37 (552) 0:47:58 (524) 1:04:19 (531) 1:17:53 (468)
IT企業の部 (355) 16:59 (610) 15:38 (408) 15:21 (398) 16:21 (502) 13:34 (277)

0:12:14 (104) 0:25:59 (106) 0:41:27 (148) 1:04:53 (552) 1:17:53 (469)
IT企業の部 (356) 12:14 (104) 13:45 (183) 15:28 (415) 23:26 (698) 13:00 (196)

0:13:47 (291) 0:29:45 (364) 0:49:56 (583) 1:03:47 (509) 1:17:56 (470)
IT企業の部 (357) 13:47 (291) 15:58 (451) 20:11 (683) 13:51 (215) 14:09 (374)

0:13:59 (318) 0:37:14 (681) 0:51:02 (623) 1:02:30 (457) 1:17:56 (471)
IT企業の部 (358) 13:59 (318) 23:15 (702) 13:48 (190) 11:28 (20) 15:26 (514)

0:17:31 (637) 0:31:08 (467) 0:45:38 (397) 1:04:00 (516) 1:17:58 (472)
IT企業の部 (359) 17:31 (637) 13:37 (166) 14:30 (292) 18:22 (638) 13:58 (347)

0:16:31 (578) 0:32:18 (540) 0:48:37 (541) 1:04:02 (518) 1:18:06 (473)
IT企業の部 (360) 16:31 (578) 15:47 (425) 16:19 (506) 15:25 (403) 14:04 (360)

0:14:18 (362) 0:33:31 (589) 0:47:29 (503) 1:03:36 (504) 1:18:06 (474)
IT企業の部 (361) 14:18 (362) 19:13 (660) 13:58 (218) 16:07 (477) 14:30 (422)

0:18:07 (651) 0:33:20 (580) 0:47:40 (509) 1:03:34 (501) 1:18:07 (475)
一般の部 (114) 18:07 (651) 15:13 (368) 14:20 (272) 15:54 (454) 14:33 (427)

酒井 園実

林 慎二 横塚 晃明

475 752
ラルティザン

1:18:07
藤田 裕梨 清水 一弘 岸 大地 嶋谷 彰一郎

神部 雅則 田中 裕也 林 光人

474 270
そして輝く

1:18:06
曽根 昂一郎 齋藤 秀行 佐居 宜久

473 655
パソナテック翼

1:18:06
栗原 史明 窪田 沙里

坂本 拓也

472 137
UMA

1:17:58
宮谷 司郎 上野 俊彦 浅井 健吾 増本 葵 増本 仁

鈴木 智大 石橋 亮

471 661
エメラルズ

1:17:56
鈴木 大輔 佐藤 裕二 熊谷 公輝 佐藤 真裕

ユソフ　ザムフリー 福山 孝子 小林 正典

470 701
FessチームD

1:17:56
豊澤 武史 大澤 陽介 内田 雅哉

469 65
DELL 60ミニッツ

1:17:53
服部 亮 望月 洋

和田 誠

468 791
チーム39.8

1:17:53
藤井 貴浩 及川 優一 星野 靖 吉年 祥子 茂木 康弘

岡田 康豊 深井 幹雄

467 339
intra-mart CSI

1:17:45
金田 茂樹 南 義模 鈴木 あゆち 平野 辰也

寺師 正明 曺 炳泰 滝藤 忍

466 42
パパチーム

1:17:41
渡部 和弘 木暮 成士 沼山 祥史

465 477
シュナイダーエレクトリックTeam
J 1:17:38

藤谷 直樹 Ｙｕ Ｊｅｎｎｉｆｅｒ

高橋 孝太

464 578
TACT　マイタ

1:17:34
深田 未来人 川井 成治 根岸 昌浩 古田 亮介 石塚 亮

塩冶 恵子 武内 愛

463 670
三徳商事若草倶楽部

1:17:34
保科 冬彦 鈴木 崇史 荒木 大輔 水野 健

藤原 走太 服部 直美 佐藤 八千代

462 612
チームエン太

1:17:33
水野 亜美 小野 加純 坪倉 愛

461 291
ペンスタ朝まで飲み隊

1:17:25
内藤 忍 大塚 素子

佐藤 啓輔

460 359
FCSL-S

1:17:24
吉田 在 飯室 昭一 小林 健一 高橋 良子 別府 俊康

熊谷 小百実 西原 亮太

459 623
Opera Express

1:17:23
山根 勇気 中西 健 飯田 祐一 芦野 裕之

カダカヒラ クマル シュレスタウッタム クマル 仲條 航

458 16
SGA5

1:17:22
原田 佑一 花形 一樹 高橋 愛美

457 323
SCI陸連2

1:17:21
伊藤 雅治 マハルジャン アミル

宮崎 信一

456 94
チーム スリー

1:17:19
水谷 善幸 前田 祐貴 廣瀬 美緒 奥田 佳祐 三島 勉

小宮 剛 三浦 彩子

455 764
ケアMSチーム

1:17:11
才津 正義 串橋 徳昭 坂本 航 森本 直樹

式地 美樹 三嶌 秀三 鎌田 伊織

454 428
みんな仲良し7期生

1:17:09
阿武 元 石田 耕一 筧 隆太

453 732
SBT5 ～2015～

1:17:08
魵澤 光晃 柴田 奈穂子

新原 稔貴

452 471
M5 B

1:17:07
本田 ナナ 堀内 咲季 久保 恒太 槌屋 英二 大須賀 渉

451 613
スナックやすこ

1:17:06
松尾 祐太郎 名取 暁子 千葉 泰子 池嶋 由佳
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:16:39 (590) 0:29:54 (383) 0:42:48 (221) 0:57:18 (211) 1:18:11 (476)
IT企業の部 (362) 16:39 (590) 13:15 (139) 12:54 (108) 14:30 (289) 20:53 (686)

0:19:21 (682) 0:34:00 (604) 0:50:45 (613) 1:04:16 (528) 1:18:13 (477)
一般の部 (115) 19:21 (682) 14:39 (301) 16:45 (541) 13:31 (161) 13:57 (343)

0:13:02 (181) 0:30:28 (424) 0:48:32 (539) 1:04:31 (542) 1:18:14 (478)
IT企業の部 (363) 13:02 (181) 17:26 (588) 18:04 (625) 15:59 (464) 13:43 (310)

0:13:29 (244) 0:28:08 (229) 0:43:46 (276) 1:03:25 (492) 1:18:15 (479)
IT企業の部 (364) 13:29 (244) 14:39 (300) 15:38 (436) 19:39 (670) 14:50 (452)

0:15:34 (513) 0:31:21 (484) 0:50:04 (588) 1:04:13 (525) 1:18:17 (480)
IT企業の部 (365) 15:34 (513) 15:47 (424) 18:43 (647) 14:09 (247) 14:04 (364)

0:13:14 (205) 0:33:23 (583) 0:49:27 (564) 1:04:48 (549) 1:18:23 (481)
一般の部 (116) 13:14 (205) 20:09 (684) 16:04 (481) 15:21 (396) 13:35 (282)

0:17:08 (622) 0:31:51 (513) 0:49:43 (573) 1:02:41 (465) 1:18:25 (482)
一般の部 (117) 17:08 (622) 14:43 (310) 17:52 (616) 12:58 (111) 15:44 (539)

0:15:03 (449) 0:29:00 (293) 0:44:16 (310) 1:02:27 (452) 1:18:29 (483)
IT企業の部 (366) 15:03 (449) 13:57 (206) 15:16 (381) 18:11 (629) 16:02 (557)

0:13:00 (180) 0:30:02 (390) 0:49:13 (561) 1:04:26 (536) 1:18:29 (484)
一般の部 (118) 13:00 (180) 17:02 (553) 19:11 (662) 15:13 (379) 14:03 (357)

0:16:22 (572) 0:30:47 (448) 0:49:38 (571) 1:02:30 (456) 1:18:30 (485)
IT企業の部 (367) 16:22 (572) 14:25 (276) 18:51 (650) 12:52 (99) 16:00 (556)

0:19:08 (675) 0:35:45 (653) 0:51:58 (638) 1:06:22 (593) 1:18:31 (486)
IT企業の部 (368) 19:08 (675) 16:37 (517) 16:13 (496) 14:24 (275) 12:09 (85)

0:16:52 (599) 0:34:43 (630) 0:52:04 (643) 1:05:40 (566) 1:18:31 (487)
IT企業の部 (369) 16:52 (599) 17:51 (608) 17:21 (583) 13:36 (168) 12:51 (177)

0:15:48 (531) 0:34:37 (627) 0:53:18 (665) 1:07:11 (609) 1:18:34 (488)
IT企業の部 (370) 15:48 (531) 18:49 (651) 18:41 (646) 13:53 (217) 11:23 (35)

0:18:12 (653) 0:35:35 (650) 0:50:22 (600) 1:04:34 (544) 1:18:35 (489)
IT企業の部 (371) 18:12 (653) 17:23 (583) 14:47 (332) 14:12 (254) 14:01 (354)

0:14:41 (419) 0:30:21 (419) 0:46:25 (445) 1:02:31 (458) 1:18:36 (490)
一般の部 (119) 14:41 (419) 15:40 (415) 16:04 (480) 16:06 (476) 16:05 (559)

0:14:55 (437) 0:30:31 (432) 0:47:23 (501) 1:04:29 (540) 1:18:38 (491)
IT企業の部 (372) 14:55 (437) 15:36 (406) 16:52 (549) 17:06 (567) 14:09 (375)

0:14:18 (360) 0:31:49 (510) 0:47:50 (518) 1:03:22 (490) 1:18:39 (492)
一般の部 (120) 14:18 (360) 17:31 (592) 16:01 (475) 15:32 (425) 15:17 (499)

0:17:03 (614) 0:31:48 (509) 0:47:57 (522) 1:01:52 (422) 1:18:43 (493)
一般の部 (121) 17:03 (614) 14:45 (313) 16:09 (489) 13:55 (220) 16:51 (601)

0:14:21 (369) 0:27:34 (185) 0:45:42 (403) 1:01:46 (414) 1:18:45 (494)
IT企業の部 (373) 14:21 (369) 13:13 (136) 18:08 (628) 16:04 (473) 16:59 (608)

0:14:06 (334) 0:30:05 (392) 0:44:04 (300) 0:59:22 (312) 1:18:45 (495)
IT企業の部 (374) 14:06 (334) 15:59 (452) 13:59 (219) 15:18 (388) 19:23 (672)

0:14:40 (413) 0:29:35 (348) 0:44:55 (348) 1:02:37 (463) 1:18:48 (496)
IT企業の部 (375) 14:40 (413) 14:55 (338) 15:20 (395) 17:42 (602) 16:11 (566)

0:16:42 (592) 0:31:09 (470) 0:45:27 (387) 1:01:51 (419) 1:18:50 (497)
一般の部 (122) 16:42 (592) 14:27 (280) 14:18 (266) 16:24 (504) 16:59 (609)

0:13:32 (250) 0:31:21 (485) 0:46:03 (423) 1:04:10 (521) 1:18:51 (498)
IT企業の部 (376) 13:32 (250) 17:49 (605) 14:42 (319) 18:07 (625) 14:41 (442)

0:15:48 (530) 0:31:56 (518) 0:48:42 (542) 1:04:12 (523) 1:18:53 (499)
IT企業の部 (377) 15:48 (530) 16:08 (468) 16:46 (542) 15:30 (420) 14:41 (441)

0:12:10 (94) 0:27:28 (178) 0:44:25 (322) 0:59:26 (314) 1:18:58 (500)
IT企業の部 (378) 12:10 (94) 15:18 (373) 16:57 (557) 15:01 (352) 19:32 (674)

松本 裕志

500 327
ベテラン軍団＠カームコンピュー
タ東京 1:18:58

小林 正典 奥山 恭範 中野 克 森本 仁 太田 博之

Leelachaikul Pornravee 吉住 英一

499 67
DELL ETS TEAM

1:18:53
木村 亮介 山田 知則 中尾 行宏 佐藤 芳彦

加古 幸子 殿岡 明子 水野 香

498 481
シュナイダーエレクトリックTeam
C 1:18:51

山村 喜一 江波戸 敦子 佐藤 晴彦

497 410
はじける巨峰

1:18:50
井上 夏実 大坂 恵子

松本 理

496 657
チームとらちゃん

1:18:48
佐々木 翔太 平田 優子 山中 彩 松崎 夢歩 江口 浩一郎

紫藤 泰至 谷口 賢吾

495 751
チャンドニ

1:18:45
狩野 哲郎 古賀 正嗣 齊藤 浩介 辻林 良

青 太郎 緑 太郎 黄 太郎

494 393
えどむらさき２

1:18:45
阿部 悠 鈴木 高嶺 東 真琴

493 491
美んちゃん

1:18:43
赤 太郎 白 太郎

松浦 克久

492 422
BarNエンジョイ１

1:18:39
前田 和樹 井上 等 原 美奈子 董 一丁 神保 賢一

山中 和裕 大森 誠

491 437
TEAM道上

1:18:38
新井 智宏 長島 ちえみ 小安 しのぶ 小島 利貴

速水 宏子 岩沢  克彦 石佐喜  孝臣

490 101
ワタミフードシステムズ株式会社
(外食) 1:18:36

山内 一成 小柳 知子 小林 直人

489 56
ごちゃまぜーず

1:18:35
中尾 かおり 桑山  昌幸

池端 健太郎

488 234
A5

1:18:34
児玉  暢明 太田 真由美 前田 菜摘 松岡 二千翔 茶ノ木  雄大

工藤 勉 和田 和加子

487 388
チームゆれくる

1:18:31
佐々木 秀平 鈴木 理那 内田 悠也 保刈 祐希彦

秋元 洋太 宮下 恒太郎 伊東 達雄

486 281
TJKランナーズＢ

1:18:31
真下 拓也 石川 達也 中川 昭弘

485 445
伊東達雄チーム

1:18:30
井上 雅人 中谷 達哉

春木 雄太

484 778
フランス

1:18:29
柳川 隆典 長島 郁 安田 朋史 原田 利菜 村田 真章

大野 徹也 森 康之

483 233
チームKTC

1:18:29
桑木 健介 西海 泰弘 谷坂 俊輔 鈴木 健太

松本 峰子 柏原 英行 虫本 正志

482 621
風会　南

1:18:25
河内 智哉 菅田 敦司 肥後 睦子

481 404
アブナイカモＢチーム

1:18:23
佐藤 優樹 山下 貴生

横田 修司

480 89
トレンドマイクロ9

1:18:17
橋爪 雅和 本田 聡 園田 多恵 高橋 真幸 馬田 拓治

萩嵜 誕生 平野 創

479 209
ミライトLadys&Gentlemen1

1:18:15
田浦 進 関矢 崇宏 井上 裕三郎 加藤 幸枝

新実 洋介 川口 伸也 藤田 裕靖

478 165
オン・アンド・オン

1:18:14
飯塚 奈央 岡本 英利 田村 ゆうか

477 683
サイバーランド

1:18:13
香月 由宜子 鈴木 秀男

476 707
精いっぱいがんばる

1:18:11
神林 志帆 稲田 翔 安井 正聡 鴨田 典明 磯 康夫

20/29



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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:13:44 (281) 0:33:06 (571) 0:50:15 (595) 1:04:18 (530) 1:18:59 (501)
IT企業の部 (379) 13:44 (281) 19:22 (665) 17:09 (569) 14:03 (237) 14:41 (444)

0:13:56 (309) 0:27:15 (165) 0:45:45 (405) 1:02:48 (469) 1:18:59 (502)
IT企業の部 (380) 13:56 (309) 13:19 (149) 18:30 (641) 17:03 (563) 16:11 (567)

0:14:01 (321) 0:28:41 (270) 0:45:00 (351) 1:00:54 (372) 1:19:02 (503)
IT企業の部 (381) 14:01 (321) 14:40 (305) 16:19 (505) 15:54 (456) 18:08 (646)

0:17:13 (627) 0:34:22 (618) 0:48:57 (548) 1:04:00 (515) 1:19:03 (504)
IT企業の部 (382) 17:13 (627) 17:09 (564) 14:35 (305) 15:03 (360) 15:03 (480)

0:14:04 (329) 0:33:17 (577) 0:47:46 (516) 1:04:04 (520) 1:19:06 (505)
IT企業の部 (383) 14:04 (329) 19:13 (661) 14:29 (289) 16:18 (498) 15:02 (478)

0:15:57 (546) 0:32:53 (559) 0:47:22 (499) 1:06:07 (581) 1:19:08 (506)
一般の部 (123) 15:57 (546) 16:56 (542) 14:29 (288) 18:45 (650) 13:01 (198)

0:13:46 (288) 0:31:47 (508) 0:45:40 (401) 1:02:08 (434) 1:19:08 (507)
IT企業の部 (384) 13:46 (288) 18:01 (614) 13:53 (200) 16:28 (513) 17:00 (610)

0:16:53 (601) 0:31:52 (516) 0:51:17 (628) 1:06:19 (590) 1:19:08 (508)
IT企業の部 (385) 16:53 (601) 14:59 (343) 19:25 (669) 15:02 (356) 12:49 (167)

0:12:23 (114) 0:30:59 (459) 0:46:29 (452) 1:03:52 (511) 1:19:09 (509)
一般の部 (124) 12:23 (114) 18:36 (641) 15:30 (418) 17:23 (586) 15:17 (500)

0:15:08 (463) 0:29:44 (361) 0:46:37 (458) 1:01:18 (398) 1:19:10 (510)
IT企業の部 (386) 15:08 (463) 14:36 (294) 16:53 (551) 14:41 (314) 17:52 (640)

0:19:18 (681) 0:37:33 (686) 0:52:46 (654) 1:08:19 (629) 1:19:17 (511)
IT企業の部 (387) 19:18 (681) 18:15 (626) 15:13 (375) 15:33 (427) 10:58 (21)

0:15:35 (516) 0:32:36 (551) 0:48:02 (528) 1:03:30 (499) 1:19:18 (512)
一般の部 (125) 15:35 (516) 17:01 (552) 15:26 (411) 15:28 (414) 15:48 (547)

0:15:47 (529) 0:30:13 (401) 0:45:37 (396) 1:02:15 (439) 1:19:20 (513)
IT企業の部 (388) 15:47 (529) 14:26 (278) 15:24 (407) 16:38 (528) 17:05 (617)

0:16:34 (582) 0:32:54 (561) 0:49:37 (570) 1:02:54 (474) 1:19:21 (514)
IT企業の部 (389) 16:34 (582) 16:20 (489) 16:43 (539) 13:17 (139) 16:27 (580)

0:19:15 (679) 0:36:12 (667) 0:52:15 (646) 1:05:51 (572) 1:19:22 (515)
一般の部 (126) 19:15 (679) 16:57 (545) 16:03 (477) 13:36 (174) 13:31 (271)

0:16:02 (548) 0:35:19 (647) 0:52:00 (640) 1:05:09 (555) 1:19:22 (516)
IT企業の部 (390) 16:02 (548) 19:17 (663) 16:41 (535) 13:09 (129) 14:13 (386)

0:14:55 (438) 0:27:21 (172) 0:43:02 (231) 0:58:03 (251) 1:19:27 (517)
IT企業の部 (391) 14:55 (438) 12:26 (61) 15:41 (442) 15:01 (355) 21:24 (693)

0:18:06 (650) 0:32:17 (539) 0:47:10 (489) 1:02:16 (440) 1:19:31 (518)
IT企業の部 (392) 18:06 (650) 14:11 (244) 14:53 (342) 15:06 (366) 17:15 (621)

0:18:08 (652) 0:37:30 (685) 0:51:46 (634) 1:07:04 (608) 1:19:33 (519)
IT企業の部 (393) 18:08 (652) 19:22 (666) 14:16 (260) 15:18 (389) 12:29 (122)

0:12:55 (167) 0:29:40 (357) 0:46:55 (476) 1:03:52 (512) 1:19:35 (520)
IT企業の部 (394) 12:55 (167) 16:45 (530) 17:15 (577) 16:57 (555) 15:43 (538)

0:15:52 (536) 0:33:24 (585) 0:48:56 (547) 1:05:12 (556) 1:19:37 (521)
IT企業の部 (395) 15:52 (536) 17:32 (594) 15:32 (423) 16:16 (493) 14:25 (412)

0:16:07 (555) 0:31:28 (492) 0:50:38 (608) 1:06:10 (585) 1:19:38 (522)
IT企業の部 (396) 16:07 (555) 15:21 (380) 19:10 (661) 15:32 (424) 13:28 (255)

0:13:38 (263) 0:27:46 (207) 0:46:37 (460) 1:03:02 (477) 1:19:41 (523)
IT企業の部 (397) 13:38 (263) 14:08 (235) 18:51 (651) 16:25 (506) 16:39 (589)

0:18:55 (674) 0:32:56 (562) 0:50:34 (606) 1:06:14 (588) 1:19:45 (524)
IT企業の部 (398) 18:55 (674) 14:01 (219) 17:38 (601) 15:40 (437) 13:31 (269)

0:20:11 (692) 0:33:59 (603) 0:48:34 (540) 1:05:26 (562) 1:19:46 (525)
IT企業の部 (399) 20:11 (692) 13:48 (192) 14:35 (304) 16:52 (549) 14:20 (404)

石川 拓未 飯沼 克哲 三村 泰平
525 49

GxP(5)
1:19:46

阿部 照久 北村 武明

中島 けい

524 442
ビナサンダルズ

1:19:45
堤 清 吉田 浩 高橋 千香 石坂 和彦 今中 徹也

上代 陽太 小林 裕介

523 321
メルコム陸連1

1:19:41
西川 仁 柳 浩市 松野 佳紀 荒井 栄治

八木 司 木戸 裕 栗秋 正基

522 557
Team ビジネスシステム部

1:19:38
和知 研介 小島 拓人 髙橋 誠志

521 758
ビープレイス株式会社

1:19:37
久松 泰治 今井 和美

栗田 英嗣

520 287
エスコEGUCHI5

1:19:35
清水 花菜 黒岩 桃子 江口 英則 池田 有花 久保 紀子

鈴木 悠悟 稲生 旭

519 335
KEL Bチーム

1:19:33
杉原 知樹 松本 寿弥 和田 恵里奈 菅野 麻理子

飯塚 美和 安木 宏昌 林 宏明

518 382
チームV

1:19:31
梶原 雅臣 寺西 亘 永戸 孝祉

517 392
えどむらさき１

1:19:27
椎熊 裕一 石井 裕貴

笹部 明博

516 579
TACT　ズイブントオクカラ

1:19:22
安藤 貴 大野 真之 志原 祐太 阿久澤 和彦 後藤 陽二

菅沼 亮 海川 ユタカ

515 187
ナテック

1:19:22
久米 克弘 小波津 幸治 小貫 未裕 園田 涼太郎

山本 雄太 金子 浩 橘高 哲哉

514 342
JTSチームQ3

1:19:21
堀田 肇雄 大竹 寿美礼 門 祐太

513 124
チーム第二ITS

1:19:20
長澤 実奈子 江藤 史隆

石野 真史

512 726
エンバサ

1:19:18
石津 陽太 織戸 和也 金子 シンジ 遠藤 浩史 野村 勇気

柏木 健太 長谷川 直樹

511 479
シュナイダーエレクトリックTeam
N 1:19:17

水口 浩之 青砥 理恵 飯村 泰幸 蕨 桂一

冨田 貴恵 大野 圭代 梅原 達彦

510 95
チーム ロック

1:19:10
石倉 浩紀 高橋 正明 岩永 隆樹

509 765
ウェールズ代表

1:19:09
中村 翔 柏倉 真梨奈

竹内 庸浩

508 21
アド_VETERAN

1:19:08
谷口 智彦 畠山 信一 池内 治 森井 貴夫 工藤 直樹

髙野 朱加 吉岡 友弥

507 523
チームマルゴシ

1:19:08
青木 倫宏 安藤 浩二 北波 裕司 松下 伸一

市田 毅 千野 貴司 小山 哲司

506 767
日本代表

1:19:08
田中 裕大 池田 桂子 久保 昭仁

505 515
comnet６

1:19:06
勝部 学 西山 将寛

内田 翔

504 785
HPN(HP 5900AF)

1:19:03
高宮 理紗子 酒井 麻衣 松本 光太郎 五十嵐 拓人 今井 太郎

藤井 さゆり 中林 達哉

503 162
オレンジアーチ チームF

1:19:02
宮森 貴史 今野 昌弘 星野 淳 芦田 祥吾

鈴木 雅人 富田 誉 中村 学

502 465
Ｊ＆Ｍ（人事・企画・林ファンラン
チーム） 1:18:59

林 豊 宮田 亜希 橋本 和也

501 120
理経のKEI

1:18:59
寺尾 圭太 竹田 さつき
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:17:29 (635) 0:35:07 (643) 0:50:19 (598) 1:06:09 (584) 1:19:48 (526)
一般の部 (127) 17:29 (635) 17:38 (598) 15:12 (374) 15:50 (449) 13:39 (299)

0:15:45 (528) 0:31:50 (511) 0:43:40 (269) 0:58:15 (264) 1:19:49 (527)
IT企業の部 (400) 15:45 (528) 16:05 (461) 11:50 (27) 14:35 (298) 21:34 (694)

0:15:03 (448) 0:32:08 (531) 0:49:29 (565) 1:05:49 (571) 1:19:50 (528)
IT企業の部 (401) 15:03 (448) 17:05 (559) 17:21 (582) 16:20 (501) 14:01 (353)

0:14:45 (429) 0:29:46 (366) 0:46:38 (461) 1:04:27 (538) 1:19:51 (529)
一般の部 (128) 14:45 (429) 15:01 (349) 16:52 (550) 17:49 (609) 15:24 (511)

0:14:11 (342) 0:27:54 (220) 0:49:29 (566) 1:03:20 (486) 1:19:53 (530)
IT企業の部 (402) 14:11 (342) 13:43 (178) 21:35 (696) 13:51 (214) 16:33 (586)

0:15:06 (457) 0:34:46 (634) 0:50:16 (596) 1:07:55 (621) 1:19:54 (531)
IT企業の部 (403) 15:06 (457) 19:40 (674) 15:30 (419) 17:39 (600) 11:59 (73)

0:17:13 (626) 0:35:43 (652) 0:49:57 (585) 1:06:21 (592) 1:19:56 (532)
一般の部 (129) 17:13 (626) 18:30 (639) 14:14 (255) 16:24 (505) 13:35 (280)

0:13:54 (305) 0:32:34 (550) 0:48:28 (537) 1:05:49 (569) 1:19:56 (533)
IT企業の部 (404) 13:54 (305) 18:40 (645) 15:54 (461) 17:21 (583) 14:07 (370)

0:17:15 (628) 0:33:28 (587) 0:50:06 (591) 1:06:50 (601) 1:19:58 (534)
IT企業の部 (405) 17:15 (628) 16:13 (475) 16:38 (530) 16:44 (538) 13:08 (213)

0:15:32 (511) 0:31:52 (515) 0:46:35 (456) 1:05:12 (557) 1:19:58 (535)
IT企業の部 (406) 15:32 (511) 16:20 (488) 14:43 (323) 18:37 (644) 14:46 (448)

0:16:37 (589) 0:34:53 (637) 0:50:12 (594) 1:04:27 (539) 1:19:59 (536)
IT企業の部 (407) 16:37 (589) 18:16 (629) 15:19 (394) 14:15 (260) 15:32 (525)

0:16:55 (604) 0:33:58 (601) 0:46:21 (441) 1:04:32 (543) 1:20:03 (537)
IT企業の部 (408) 16:55 (604) 17:03 (556) 12:23 (59) 18:11 (631) 15:31 (524)

0:15:44 (526) 0:28:16 (237) 0:46:39 (462) 1:03:02 (478) 1:20:04 (538)
IT企業の部 (409) 15:44 (526) 12:32 (69) 18:23 (637) 16:23 (503) 17:02 (612)

0:15:42 (520) 0:34:07 (608) 0:49:57 (584) 1:05:26 (563) 1:20:04 (539)
一般の部 (130) 15:42 (520) 18:25 (636) 15:50 (458) 15:29 (417) 14:38 (435)

0:14:43 (423) 0:35:35 (649) 0:51:13 (627) 1:05:38 (564) 1:20:05 (540)
一般の部 (131) 14:43 (423) 20:52 (689) 15:38 (435) 14:25 (277) 14:27 (414)

0:19:24 (683) 0:34:30 (624) 0:48:58 (550) 1:03:38 (506) 1:20:05 (541)
IT企業の部 (410) 19:24 (683) 15:06 (355) 14:28 (287) 14:40 (311) 16:27 (581)

0:17:31 (638) 0:34:30 (625) 0:47:40 (510) 1:00:37 (360) 1:20:05 (542)
IT企業の部 (411) 17:31 (638) 16:59 (548) 13:10 (132) 12:57 (108) 19:28 (673)

0:13:09 (195) 0:34:19 (615) 0:49:52 (580) 1:06:31 (596) 1:20:06 (543)
IT企業の部 (412) 13:09 (195) 21:10 (694) 15:33 (429) 16:39 (532) 13:35 (279)

0:17:02 (612) 0:35:08 (644) 0:51:08 (625) 1:07:19 (610) 1:20:08 (544)
一般の部 (132) 17:02 (612) 18:06 (618) 16:00 (473) 16:11 (482) 12:49 (164)

0:15:44 (525) 0:32:57 (563) 0:49:35 (567) 1:04:26 (535) 1:20:09 (545)
一般の部 (133) 15:44 (525) 17:13 (573) 16:38 (531) 14:51 (335) 15:43 (537)

0:13:26 (234) 0:27:35 (187) 0:41:36 (157) 0:57:10 (207) 1:20:20 (546)
IT企業の部 (413) 13:26 (234) 14:09 (241) 14:01 (225) 15:34 (429) 23:10 (699)

0:15:22 (488) 0:34:04 (606) 0:49:21 (563) 1:05:23 (560) 1:20:24 (547)
IT企業の部 (414) 15:22 (488) 18:42 (646) 15:17 (387) 16:02 (468) 15:01 (476)

0:14:35 (400) 0:31:44 (507) 0:49:56 (582) 1:08:17 (627) 1:20:25 (548)
一般の部 (134) 14:35 (400) 17:09 (566) 18:12 (634) 18:21 (637) 12:08 (80)

0:14:07 (335) 0:30:00 (388) 0:46:14 (436) 1:06:04 (577) 1:20:27 (549)
IT企業の部 (415) 14:07 (335) 15:53 (442) 16:14 (498) 19:50 (674) 14:23 (409)

0:13:18 (215) 0:35:16 (646) 0:49:36 (568) 1:06:09 (583) 1:20:28 (550)
IT企業の部 (416) 13:18 (215) 21:58 (698) 14:20 (270) 16:33 (517) 14:19 (399)

大久保 修一 小見 祐哉

青木 賢成 武市 慎太郎 上岡 正和

550 84
トレンドマイクロ8

1:20:28
秋保 陽介 片山 誠也 中村 龍進

549 738
RAINBOW  CHASERS

1:20:27
加藤 寛 アブラーマン ハフィズ

鯨岡 功一郎

548 622
風会　北

1:20:25
水島 将蔵 野元 三夏 槐島 麻子 定岡 澄恵 高橋 諒

矢子 拓也 横田 正弘

547 34
チームはむちゃんず

1:20:24
清水 俊之 小野 智士 高木 宏利 小野 郁美

山田 章博 磯本 弘之 井上 大亮

546 134
PFU TeamCS with ポンコツ

1:20:20
井沼 亮平 矢島 和幸 藤田 侑春

545 141
UMC Calpis

1:20:09
内田  剛 半澤 雄二郎

管野 則幸

544 347
チーム町高

1:20:08
玉利 義明 鈴木 岳夫 小根澤 玲子 猪俣 直彦 内山 信隆

工藤 聡 高橋 覚

543 325
メルコム陸連3

1:20:06
住谷 祐司 澁谷 育男 福原 拓弥 高橋 仁志

千葉 史 西村 俊哉 篠崎 正継

542 677
ファストランナーズ＃2

1:20:05
鈴木 正明 片岡 潤 久保田 大地

541 723
銀盤SAKURA-MAN

1:20:05
西沢 悠花 錦谷 未津樹

尾崎 隆

540 268
認定NPO法人キーパーソン21

1:20:05
中村 竹夫 南 絵真 ルアン グエン 朝山 高至 菊地 向日葵

茂木 則幸 小柳 直也

539 214
賃金構造基本統計調査票

1:20:04
高橋 研 加藤 みなみ 細渕 真幸 眞柴 亮

大城  祐介 沼上  弦一郎 横尾  克久

538 646
TEAM　NS－１

1:20:04
藤橋 智文 中馬 剛 大森 将司

537 183
SFDC B

1:20:03
佐藤   美織 河出  ゆかり

矢島 祐樹

536 341
JTSチームQ2

1:19:59
戸高 駿太 桂川 いずみ 山川 豊 中村 貴明 佐藤 翔平

西村 あすか 林 公恵

535 441
チーム　GOゼミ

1:19:58
木田 剛士 斉藤 睦美 徳 琢磨 石川 英樹

花形 祐美子 山本 果穂 山梨 琢弥

534 642
チームはじまるくんＢ

1:19:58
中谷 一也 川島 宏史 石木 裕子

533 461
@Tｏｋｙｏ　チームフレッシュ

1:19:56
渡邉 宗成 渡邉 亜耶

谷地田 紀仁

532 305
チーム横浜

1:19:56
嘉藤 英樹 矢澤 裕 高畑 慎一郎 宮澤 信吾 渡邉 勇也

藁谷 正樹 免田 鉄也

531 591
やっチーム

1:19:54
岸本 京平 岩谷 恵理子 菅谷 美幸 西川 美沢

細沼 めぐみ 金子 穂高 高見澤 章

530 512
comnet３

1:19:53
髙橋 一成 山中 俊夫 森下 千晶

529 417
よ～しよしよし！

1:19:51
田村 雅幸 小嶋 洋輔

勝田 径代

528 153
碇★ネットワークサービス

1:19:50
水口 雄太 島 太陽 佐藤 大雅 越村 紀子 山口 健太郎

百足 靖 後藤 賢一

527 123
チーム第一ITS

1:19:49
佐々木 現興 茗原 将 川上 峻 石井 裕

526 51
Oide-Toukatsu

1:19:48
中村 睦朗 池上 真輔 小嶋 智己
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:15:19 (483) 0:32:29 (548) 0:47:14 (491) 1:03:30 (498) 1:20:28 (551)
IT企業の部 (417) 15:19 (483) 17:10 (568) 14:45 (328) 16:16 (491) 16:58 (607)

0:15:32 (509) 0:32:01 (528) 0:49:08 (558) 1:05:25 (561) 1:20:33 (552)
IT企業の部 (418) 15:32 (509) 16:29 (506) 17:07 (567) 16:17 (496) 15:08 (485)

0:16:18 (567) 0:33:39 (594) 0:50:31 (605) 1:05:38 (565) 1:20:33 (553)
一般の部 (135) 16:18 (567) 17:21 (580) 16:52 (548) 15:07 (368) 14:55 (463)

0:13:41 (275) 0:29:20 (323) 0:46:22 (443) 1:05:55 (573) 1:20:34 (554)
一般の部 (136) 13:41 (275) 15:39 (412) 17:02 (562) 19:33 (667) 14:39 (437)

0:15:04 (451) 0:30:56 (453) 0:48:58 (549) 1:04:53 (550) 1:20:38 (555)
IT企業の部 (419) 15:04 (451) 15:52 (440) 18:02 (621) 15:55 (458) 15:45 (542)

0:15:10 (471) 0:33:03 (569) 0:46:26 (449) 0:59:38 (324) 1:20:39 (556)
IT企業の部 (420) 15:10 (471) 17:53 (609) 13:23 (150) 13:12 (133) 21:01 (689)

0:14:03 (328) 0:29:30 (337) 0:45:15 (372) 1:03:08 (481) 1:20:39 (557)
一般の部 (137) 14:03 (328) 15:27 (391) 15:45 (450) 17:53 (615) 17:31 (629)

0:15:02 (447) 0:29:09 (305) 0:45:46 (406) 1:01:59 (428) 1:20:41 (558)
IT企業の部 (421) 15:02 (447) 14:07 (230) 16:37 (527) 16:13 (487) 18:42 (664)

0:12:00 (78) 0:25:42 (91) 0:41:14 (138) 1:02:33 (459) 1:20:42 (559)
一般の部 (138) 12:00 (78) 13:42 (174) 15:32 (425) 21:19 (688) 18:09 (647)

0:15:30 (506) 0:31:42 (503) 0:45:36 (394) 1:02:16 (441) 1:20:44 (560)
IT企業の部 (422) 15:30 (506) 16:12 (474) 13:54 (204) 16:40 (534) 18:28 (657)

0:13:30 (247) 0:30:07 (396) 0:44:33 (329) 1:04:01 (517) 1:20:45 (561)
IT企業の部 (423) 13:30 (247) 16:37 (518) 14:26 (283) 19:28 (663) 16:44 (592)

0:14:11 (341) 0:28:48 (278) 0:48:01 (527) 1:06:16 (589) 1:20:47 (562)
IT企業の部 (424) 14:11 (341) 14:37 (296) 19:13 (664) 18:15 (636) 14:31 (425)

0:18:31 (663) 0:34:01 (605) 0:47:35 (507) 1:05:21 (559) 1:20:49 (563)
IT企業の部 (425) 18:31 (663) 15:30 (394) 13:34 (169) 17:46 (606) 15:28 (515)

0:19:52 (689) 0:33:51 (598) 0:49:06 (555) 1:04:35 (545) 1:20:49 (564)
IT企業の部 (426) 19:52 (689) 13:59 (210) 15:15 (379) 15:29 (416) 16:14 (569)

0:17:16 (629) 0:29:55 (384) 0:45:04 (356) 1:02:27 (451) 1:20:50 (565)
IT企業の部 (427) 17:16 (629) 12:39 (79) 15:09 (366) 17:23 (585) 18:23 (652)

0:18:16 (657) 0:32:17 (538) 0:46:26 (447) 1:06:03 (576) 1:20:50 (566)
IT企業の部 (428) 18:16 (657) 14:01 (218) 14:09 (240) 19:37 (669) 14:47 (450)

0:20:33 (696) 0:35:04 (642) 0:50:38 (609) 1:06:12 (587) 1:20:52 (567)
IT企業の部 (429) 20:33 (696) 14:31 (288) 15:34 (430) 15:34 (428) 14:40 (439)

0:13:26 (236) 0:30:30 (427) 0:48:18 (535) 1:06:25 (594) 1:20:59 (568)
IT企業の部 (430) 13:26 (236) 17:04 (557) 17:48 (611) 18:07 (626) 14:34 (428)

0:13:06 (188) 0:29:48 (370) 0:46:15 (437) 1:04:11 (522) 1:21:01 (569)
一般の部 (139) 13:06 (188) 16:42 (525) 16:27 (518) 17:56 (619) 16:50 (599)

0:14:41 (416) 0:32:53 (560) 0:54:05 (671) 1:07:36 (616) 1:21:03 (570)
IT企業の部 (431) 14:41 (416) 18:12 (624) 21:12 (693) 13:31 (162) 13:27 (253)

0:16:12 (563) 0:35:00 (641) 0:50:53 (618) 1:08:01 (623) 1:21:04 (571)
IT企業の部 (432) 16:12 (563) 18:48 (650) 15:53 (460) 17:08 (570) 13:03 (206)

0:15:22 (487) 0:28:16 (239) 0:44:12 (306) 1:06:50 (600) 1:21:04 (572)
IT企業の部 (433) 15:22 (487) 12:54 (101) 15:56 (467) 22:38 (695) 14:14 (390)

0:15:23 (491) 0:29:26 (329) 0:46:04 (426) 1:04:43 (546) 1:21:08 (573)
IT企業の部 (434) 15:23 (491) 14:03 (222) 16:38 (532) 18:39 (647) 16:25 (575)

0:18:12 (654) 0:32:18 (541) 0:45:24 (383) 1:01:52 (421) 1:21:08 (574)
IT企業の部 (435) 18:12 (654) 14:06 (229) 13:06 (123) 16:28 (512) 19:16 (671)

0:12:56 (171) 0:28:57 (290) 0:46:37 (459) 1:03:44 (508) 1:21:09 (575)
一般の部 (140) 12:56 (171) 16:01 (457) 17:40 (603) 17:07 (568) 17:25 (627)

川口 祥世

白坂 仁 佐藤 史隆

575 411
すっきりピーチ

1:21:09
赤沼 美波 本多 絵理 北脇 佳代子 田中 奈央子

渡邉 麻友 鈴木 伸良 鴻野 亮

574 511
comnet２

1:21:08
安倍 芳樹 前原 正彦 原田 翔太

573 654
パソナテック嵐

1:21:08
堀越 凌 沖野 恵理

堺 麻希

572 31
SVF Cloud

1:21:04
田中 豪隼 三輪 真史 関口 太郎 佐竹 祐史 清水 貞治

平井 将大 奥山 伸二

571 280
TJKランナーズＡ

1:21:04
大野 真吾 寺尾 隆彦 鈴木 鋼太郎 高木 咲緒里

野中 効 平尾 美菜子 安村 亮彦

570 759
ITSコア

1:21:03
川﨑 智彦 高橋 春奈 小笠原 正也

569 777
南アフリカ

1:21:01
塩田 将貴 古井 玲名

北郷 大輔

568 17
netX☆ファイブスターズ

1:20:59
梶村 正治 内田 洋 望月 夏季 髙城 典男 板井 哲哉

渡部 和也 佐藤 導吉

567 279
パーソナル情報システムB

1:20:52
西村 信也 宋 宏宇 水谷 俊介 長谷川 史彦

水島 申二 堀越 益雄 塚原 和美

566 434
TSH　B

1:20:50
林 知之 鎌田 佳宏 北爪 繭子

565 138
不知火

1:20:50
唐木 雅文 白坂 孝司

四十万 陽子

564 57
BJ Fairies 2015

1:20:49
富永 有美 西村 佳保里 尾籠 早妃 渡辺 律子 小林 光子

宮原 康成 瀧田 裕一

563 130
Olive

1:20:49
渡部 陽子 目代 直也 伊藤 悟 森下 峻輔

杉山 浩 吉田 彩乃 神田 光悟

562 23
アド_YOUNG

1:20:47
吉村 昌泰 田﨑 隼斗 大井川 千瑛

561 676
ネクシスwith杉山

1:20:45
藤田 純一 坂本 俊也

新谷 円香

560 69
Dell Mgmt Team

1:20:44
平手 智行 諸原 祐二 渡邊 義成 デイヴィッド・キャンベル 松本 光吉

杉森 淳一 小林 幸雄

559 337
どえすRC

1:20:42
足立 卓也 森 千鶴 小野 良 横小路 祥仁

住田 由紀子 重川 美穂 高橋 洋子

558 44
QNDチーム

1:20:41
大塚 祐輔 小山  裕輔 久保田 桂子

557 659
リスブランナーズ

1:20:39
長岡 裕美 中山 泉

吉田 光

556 545
勃つ！

1:20:39
市川 義史 齋藤 之博 藤井 英史 鎌田 昌 須田 渉士

岩田 光司 吉村 浩太

555 558
Team　新横浜S2部

1:20:38
安 在伯 下向 博勝 渡部 絢 小俣 翔

秋山 司 丸山 明彦 橋本 靖子

554 717
なべしこジャパンZ

1:20:34
石橋 朋也 渡辺 敬介 近藤 聖奈

553 667
養命酒アスリートクラブB

1:20:33
東尾 佑一 今鉾 和宏

山崎 亘

552 459
コビレゴンドウクジラ

1:20:33
山本 希 平岡 あゆみ 濱田 恭子 祗園 奈緒 神谷 貴子

551 590
チームだらラン

1:20:28
野口 仁 服巻 裕子 臼坂 浩 サンタガタ 麻美子
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:38 (410) 0:31:57 (520) 0:50:49 (615) 1:06:51 (602) 1:21:09 (576)
一般の部 (141) 14:38 (410) 17:19 (578) 18:52 (652) 16:02 (469) 14:18 (397)

0:15:05 (453) 0:34:44 (631) 0:50:55 (619) 1:06:06 (579) 1:21:12 (577)
IT企業の部 (436) 15:05 (453) 19:39 (673) 16:11 (494) 15:11 (375) 15:06 (483)

0:15:27 (503) 0:34:28 (623) 0:51:50 (636) 1:05:49 (570) 1:21:13 (578)
IT企業の部 (438) 15:27 (503) 19:01 (654) 17:22 (588) 13:59 (227) 15:24 (510)

0:15:26 (498) 0:31:43 (505) 0:51:30 (629) 1:06:58 (605) 1:21:13 (579)
IT企業の部 (437) 15:26 (498) 16:17 (483) 19:47 (677) 15:28 (412) 14:15 (392)

0:14:47 (430) 0:33:08 (573) 0:47:30 (504) 1:05:08 (554) 1:21:13 (580)
IT企業の部 (439) 14:47 (430) 18:21 (634) 14:22 (277) 17:38 (597) 16:05 (562)

0:19:35 (685) 0:35:58 (659) 0:50:45 (612) 1:06:07 (580) 1:21:18 (581)
IT企業の部 (440) 19:35 (685) 16:23 (497) 14:47 (331) 15:22 (399) 15:11 (488)

0:20:48 (698) 0:36:28 (671) 0:51:37 (630) 1:05:59 (574) 1:21:24 (582)
IT企業の部 (441) 20:48 (698) 15:40 (414) 15:09 (365) 14:22 (274) 15:25 (513)

0:15:35 (515) 0:31:27 (488) 0:49:10 (560) 1:06:21 (591) 1:21:33 (583)
一般の部 (142) 15:35 (515) 15:52 (439) 17:43 (606) 17:11 (573) 15:12 (492)

0:14:37 (407) 0:29:46 (365) 0:45:13 (366) 1:01:46 (413) 1:21:38 (584)
IT企業の部 (442) 14:37 (407) 15:09 (361) 15:27 (412) 16:33 (519) 19:52 (676)

0:19:46 (686) 0:36:15 (669) 0:51:05 (624) 1:06:31 (597) 1:21:43 (585)
IT企業の部 (443) 19:46 (686) 16:29 (504) 14:50 (337) 15:26 (409) 15:12 (491)

0:17:52 (645) 0:31:57 (519) 0:50:05 (590) 1:06:31 (595) 1:21:46 (586)
IT企業の部 (444) 17:52 (645) 14:05 (227) 18:08 (629) 16:26 (509) 15:15 (497)

0:20:16 (694) 0:37:28 (684) 0:54:59 (680) 1:08:23 (630) 1:21:47 (587)
一般の部 (143) 20:16 (694) 17:12 (570) 17:31 (597) 13:24 (148) 13:24 (247)

0:13:44 (282) 0:30:54 (452) 0:50:08 (593) 1:04:55 (553) 1:21:50 (588)
IT企業の部 (445) 13:44 (282) 17:10 (567) 19:14 (665) 14:47 (330) 16:55 (605)

0:20:47 (697) 0:37:52 (690) 0:54:27 (675) 1:09:05 (636) 1:21:53 (589)
IT企業の部 (446) 20:47 (697) 17:05 (558) 16:35 (524) 14:38 (305) 12:48 (162)

0:15:32 (510) 0:29:06 (301) 0:49:43 (574) 1:04:44 (548) 1:22:03 (590)
IT企業の部 (447) 15:32 (510) 13:34 (162) 20:37 (689) 15:01 (354) 17:19 (625)

0:15:24 (496) 0:29:08 (304) 0:45:39 (398) 1:05:46 (568) 1:22:05 (591)
IT企業の部 (448) 15:24 (496) 13:44 (182) 16:31 (522) 20:07 (676) 16:19 (572)

0:20:29 (695) 0:37:09 (680) 0:52:06 (644) 1:08:11 (626) 1:22:05 (592)
一般の部 (144) 20:29 (695) 16:40 (523) 14:57 (348) 16:05 (474) 13:54 (340)

0:14:51 (434) 0:33:58 (602) 0:53:38 (669) 1:09:11 (638) 1:22:13 (593)
IT企業の部 (449) 14:51 (434) 19:07 (659) 19:40 (674) 15:33 (426) 13:02 (204)

0:15:40 (518) 0:31:27 (490) 0:47:17 (493) 1:04:43 (547) 1:22:16 (594)
IT企業の部 (450) 15:40 (518) 15:47 (426) 15:50 (457) 17:26 (589) 17:33 (632)

0:13:21 (222) 0:29:45 (362) 0:46:40 (466) 1:05:45 (567) 1:22:16 (595)
一般の部 (145) 13:21 (222) 16:24 (499) 16:55 (554) 19:05 (656) 16:31 (585)

0:14:22 (371) 0:31:04 (464) 0:44:36 (330) 1:01:44 (409) 1:22:21 (596)
IT企業の部 (451) 14:22 (371) 16:42 (527) 13:32 (164) 17:08 (569) 20:37 (683)

0:13:00 (178) 0:30:39 (438) 0:46:11 (433) 1:04:22 (533) 1:22:24 (597)
一般の部 (146) 13:00 (178) 17:39 (600) 15:32 (422) 18:11 (627) 18:02 (644)

0:17:05 (618) 0:32:05 (530) 0:46:44 (468) 1:03:56 (514) 1:22:36 (598)
IT企業の部 (452) 17:05 (618) 15:00 (347) 14:39 (310) 17:12 (574) 18:40 (662)

0:17:20 (632) 0:36:05 (663) 0:50:00 (586) 1:04:29 (541) 1:22:37 (599)
IT企業の部 (453) 17:20 (632) 18:45 (649) 13:55 (205) 14:29 (283) 18:08 (645)

0:17:07 (621) 0:37:52 (691) 0:53:17 (664) 1:06:58 (604) 1:22:42 (600)
IT企業の部 (454) 17:07 (621) 20:45 (688) 15:25 (408) 13:41 (187) 15:44 (541)

加藤 鶴羽

600 192
べ

1:22:42
天野 辰宣 園部 美咲 深沢 浩平 松田 匡平 田中 淳也

前田 英樹 松井 拓未

599 402
株式会社ワンオールシステム

1:22:37
西山 裕泰 北島 慶介 林 耕平 佐々木 匠

石川 洋次郎 白石 沙織 妹尾 拓哉

598 714
チーム松井

1:22:36
武知 元輝 青木 悠 福間 敏紘

597 776
イングランド

1:22:24
石川 陽太 豊田 実里

相澤 駿

596 53
ウサギとカメ

1:22:21
栗原 貴之 長谷川 求 丸山 達哉 山口 聡子 丸山 樹子

菅 誠 山口 威彦

595 771
アメリカ代表

1:22:16
沼尻 渉 林 陽子 山本 晴香 土成 実穂

大嶋 英生 波木井 孝則 宮崎 順

594 580
TACT　ヨリスグリ

1:22:16
松田 学 荻野 敬太 細川 一樹

593 639
A40's

1:22:13
斉藤 秀明 小川 裕子

泉 昂太郎

592 423
BarNエンジョイ２

1:22:05
国松 俊郎 郷原 優里 前田 卓志 中村 あや 原田 賢

筆本 太志 泉谷 正幸

591 170
櫻井コバート

1:22:05
櫻井 啓太郎 成田 光太郎 刈谷 喜太郎 大岩 岩太郎

町田 諒 松本 健太 涌井 崇行

590 161
オレンジアーチ チームE

1:22:03
江本 彩乃 福田 智史 泉谷 美友紀

589 70
DELL LE CA2 SR

1:21:53
三部 将史 濱尾 麻衣

新祖 史也

588 322
SCI陸連1

1:21:50
佐藤 義典 バズラチャルヤ スレス オサ レオナルド 大田 ひかる 大橋 一生

市村 拓也 松沼 高嶺

587 355
財閥ＲＣ

1:21:47
岩崎 正 下村 正嗣 諸岡 薫 山ノ内 優里

古舘 樹 小宮山 剛史 信田 学

586 115
AIS(Hey「勢」チーム)

1:21:46
神野 龍一 石月 裕昭 深山 幸司

585 577
TACT　ダイモン

1:21:43
小田島 大輔 足立 卓久

飯森 栄治

584 204
◆FBS@RUN

1:21:38
安達 真人 岡部 利夫 岡本 悦弘 菅沼 和仁 吉田 超

下川原 章仁 御座 健

583 148
チームEddy

1:21:33
仁平 泰代 新井 智加 大谷 徹 細貝 康高

都築 慎治 木戸 正仁 駒井 博行

582 570
テラスカイ陸上競技部 Cチーム

1:21:24
吉田 寛 讃岐 行 大澤 龍光

581 259
植栗チーム

1:21:18
植栗  彩子 柴田 久

三保 大地

580 464
Ｊ＆Ｍ（営業・営総ファンランチー
ム） 1:21:13

桑原 雅之 安田 麻衣子 森本 一男 高柳 文恵 永野 嘉廣

木村 仁美 松原 崇文

579 22
アド_MIDDLE

1:21:13
岡村 涼平 西村 晃典 佐藤 裕子 望月 研吾

長友 武士 筧 和郎 丹羽 雄太

578 262
H&MEL

1:21:13
浜岡 和輝 重富 紗希 早川 隆志

577 502
KMS2(チームＢ)

1:21:12
成瀬 祐貴 栗栖 遼平

576 650
おがちゃん

1:21:09
竹下 貴恵 田中 絵里 片岡 華織 小笠原 寛二 奥田 雄大
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:15:10 (473) 0:31:13 (476) 0:47:20 (497) 1:04:16 (529) 1:22:43 (601)
IT企業の部 (455) 15:10 (473) 16:03 (460) 16:07 (485) 16:56 (554) 18:27 (655)

0:12:58 (173) 0:33:05 (570) 0:52:01 (641) 1:09:56 (645) 1:22:45 (602)
IT企業の部 (456) 12:58 (173) 20:07 (682) 18:56 (653) 17:55 (618) 12:49 (166)

0:14:48 (431) 0:33:07 (572) 0:53:51 (670) 1:09:17 (641) 1:22:47 (603)
IT企業の部 (457) 14:48 (431) 18:19 (633) 20:44 (690) 15:26 (407) 13:30 (262)

0:18:14 (655) 0:35:38 (651) 0:51:02 (622) 1:07:36 (615) 1:22:47 (604)
IT企業の部 (458) 18:14 (655) 17:24 (584) 15:24 (406) 16:34 (521) 15:11 (487)

0:17:37 (641) 0:34:50 (635) 0:50:27 (603) 1:06:08 (582) 1:22:52 (605)
IT企業の部 (459) 17:37 (641) 17:13 (574) 15:37 (434) 15:41 (439) 16:44 (593)

0:16:21 (569) 0:32:38 (553) 0:47:55 (519) 1:04:12 (524) 1:22:53 (606)
IT企業の部 (460) 16:21 (569) 16:17 (484) 15:17 (386) 16:17 (494) 18:41 (663)

0:19:10 (678) 0:36:11 (665) 0:52:17 (648) 1:09:04 (635) 1:22:54 (607)
IT企業の部 (461) 19:10 (678) 17:01 (551) 16:06 (483) 16:47 (542) 13:50 (330)

0:18:43 (671) 0:37:22 (683) 0:57:30 (693) 1:11:06 (665) 1:22:55 (608)
一般の部 (147) 18:43 (671) 18:39 (644) 20:08 (682) 13:36 (171) 11:49 (58)

0:14:12 (345) 0:31:35 (500) 0:48:54 (546) 1:07:37 (618) 1:22:56 (609)
一般の部 (148) 14:12 (345) 17:23 (581) 17:19 (580) 18:43 (648) 15:19 (503)

0:13:40 (273) 0:31:16 (478) 0:44:51 (345) 1:06:59 (606) 1:22:59 (610)
IT企業の部 (462) 13:40 (273) 17:36 (596) 13:35 (170) 22:08 (693) 16:00 (555)

0:15:04 (452) 0:33:55 (600) 0:50:34 (607) 1:05:20 (558) 1:23:00 (611)
IT企業の部 (463) 15:04 (452) 18:51 (652) 16:39 (533) 14:46 (327) 17:40 (635)

0:15:23 (493) 0:33:33 (590) 0:50:57 (621) 1:07:37 (617) 1:23:05 (612)
IT企業の部 (464) 15:23 (493) 18:10 (621) 17:24 (592) 16:40 (533) 15:28 (516)

0:17:30 (636) 0:38:00 (692) 0:52:55 (658) 1:09:09 (637) 1:23:07 (613)
一般の部 (149) 17:30 (636) 20:30 (687) 14:55 (343) 16:14 (488) 13:58 (346)

0:16:03 (549) 0:34:18 (614) 0:52:17 (647) 1:08:02 (624) 1:23:13 (614)
一般の部 (150) 16:03 (549) 18:15 (625) 17:59 (620) 15:45 (443) 15:11 (490)

0:14:36 (406) 0:32:33 (549) 0:50:05 (589) 1:08:17 (628) 1:23:13 (615)
一般の部 (151) 14:36 (406) 17:57 (612) 17:32 (598) 18:12 (633) 14:56 (466)

0:13:13 (202) 0:30:09 (397) 0:49:07 (557) 1:04:21 (532) 1:23:14 (616)
IT企業の部 (465) 13:13 (202) 16:56 (544) 18:58 (655) 15:14 (381) 18:53 (667)

0:18:35 (666) 0:36:04 (662) 0:51:50 (635) 1:10:34 (659) 1:23:15 (617)
一般の部 (152) 18:35 (666) 17:29 (590) 15:46 (453) 18:44 (649) 12:41 (147)

0:16:34 (584) 0:30:56 (454) 0:52:22 (650) 1:07:44 (619) 1:23:19 (618)
IT企業の部 (466) 16:34 (584) 14:22 (263) 21:26 (694) 15:22 (398) 15:35 (528)

0:13:24 (229) 0:28:18 (241) 0:44:43 (337) 1:02:36 (462) 1:23:23 (619)
一般の部 (153) 13:24 (229) 14:54 (337) 16:25 (515) 17:53 (614) 20:47 (685)

0:16:27 (575) 0:34:37 (626) 0:49:50 (579) 1:09:11 (639) 1:23:25 (620)
一般の部 (154) 16:27 (575) 18:10 (620) 15:13 (376) 19:21 (659) 14:14 (391)

0:19:49 (688) 0:33:43 (595) 0:48:00 (525) 1:10:33 (658) 1:23:27 (621)
IT企業の部 (467) 19:49 (688) 13:54 (201) 14:17 (263) 22:33 (694) 12:54 (180)

0:16:31 (577) 0:33:20 (581) 0:48:10 (533) 1:06:01 (575) 1:23:27 (622)
IT企業の部 (468) 16:31 (577) 16:49 (533) 14:50 (336) 17:51 (612) 17:26 (628)

0:17:41 (642) 0:34:08 (610) 0:55:06 (683) 1:09:35 (643) 1:23:32 (623)
IT企業の部 (469) 17:41 (642) 16:27 (501) 20:58 (692) 14:29 (284) 13:57 (344)

0:16:01 (547) 0:31:29 (495) 0:44:47 (343) 1:10:30 (655) 1:23:38 (624)
IT企業の部 (470) 16:01 (547) 15:28 (392) 13:18 (140) 25:43 (700) 13:08 (214)

0:15:17 (482) 0:30:07 (395) 0:45:10 (364) 1:00:07 (344) 1:23:42 (625)
IT企業の部 (471) 15:17 (482) 14:50 (322) 15:03 (358) 14:57 (350) 23:35 (700)

前田 晶子 小原 裕弥 市川 忠良
625 25

イッツコム チームテキーラ
1:23:42

石井 一博 武部 雄一郎

髙岡 暁人

624 189
ハイパー花ちゃん

1:23:38
道正 誠 上田 隼人 木村 誠 渡辺 久記 洞口 貴司

鈴木 一郎 人見 能弘

623 409
俺（本庄）の屍を越えてゆけ

1:23:32
古賀 達士 門馬 由紀 本庄 孝行 稲見 璃々子

増田 竜也 野崎 淳史 徳本 和真

622 446
Asianux35チーム

1:23:27
熊谷 理那 椎名 麻美子 林 勝賢

621 747
株式会社　アジルコア　A

1:23:27
安島 徹 中山 亮

小林 信吾

620 432
京都監査法人２

1:23:25
高橋 俊 富田 一太郎 立花 奈奈 西 奈奈 西 志剛

梁井 直樹 伊藤 真一郎

619 602
SHIN GO GO!!

1:23:23
鈴木 真純 岡田 文華 竹下 ゆづ 鎌田 慈英

水口 孟 木村 智彦 海老原 彬紘

618 93
チーム PCA

1:23:19
杉本 剛 大島 幹也 加藤 梨乃

617 10
めっちゃ走るねん!

1:23:15
山内 修一郎 関口 ひとみ

須谷 紗代子

616 310
UOSフレッシュ

1:23:14
赤石 充聡 阿部 哲夫 米田 悦雄 宮崎 秀司 吉永 裕之

小林 洸輝 鎌田 諭史

615 607
チーム人事・評価

1:23:13
鵜篭 俊 橋口 綾子 石崎 梓 小森 陽介

諸岡 薫 大石 亜矢子 加藤 佑弥

614 603
亀凛

1:23:13
白井 圭子 植竹 梨乃 鈴木 璃生

613 789
明日があるさ

1:23:07
沼澤 信也 南川 元美

安松 研吾

612 331
SITUS　第２チーム

1:23:05
小田切 浩二 伊勢 勝也 木村 和樹 嶽石 智大 岡田 光治

室屋 俊裕 齋藤 知彦

611 129
Popeye

1:23:00
四十万 邦夫 飯島 敏子 井上 豊 中野 純子

川野 千登世 笠原 祥子 皿山 優

610 501
KMS2(チームＡ)

1:22:59
佐藤 誠良 足立 広之 金成 健

609 102
ワタミフードシステムズ株式会社
(宅食) 1:22:56

金尾 和輝 永田 豊二

佐近 大介

608 374
ビバリーヒルズ代表

1:22:55
三宅 浩之 稲垣 文隆 石川 季里子 吉本 行広 堀江 斉

Ruttan Jennifer 布川 久美子

607 529
FTEC-國

1:22:54
國武 正巳 篠山 拓実 篠山 定忠 松本 博之

丹羽 いずみ 白川 博之 牛島 直紀

606 364
AtoZ

1:22:53
岩崎 光子 Krishna Sivaranjan 佐藤 紗央里

605 9
GMOグローバルサイン&GMOク
ラウド 1:22:52

勝又 深雪 永田 裕之

ウン ブンチュン

604 686
ちーむバッシー1

1:22:47
脇村 登士紀 三島 浩一 坪田 光世 野村 達也 田川 泰章

守興 利尚 Massot Jean-Francois

603 74
Team DELL SakaB

1:22:47
坂部 俊明 川上 紀子 田中 陽子 澤井 修二

西川 宗男 吉岡 由紀 松田 真一

602 61
シュナイダーエレクトリック
Team B 1:22:45

冨田 哲理 有本 一 岩澤 純子

601 360
FCSL-L

1:22:43
菊地 祐介 堤 昭夫
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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 (384) 0:32:28 (546) 0:51:38 (632) 1:06:56 (603) 1:23:42 (626)
一般の部 (155) 14:27 (384) 18:01 (613) 19:10 (660) 15:18 (391) 16:46 (595)

0:13:45 (284) 0:32:02 (529) 0:51:57 (637) 1:10:02 (648) 1:23:45 (627)
一般の部 (156) 13:45 (284) 18:17 (630) 19:55 (678) 18:05 (623) 13:43 (307)

0:14:45 (428) 0:29:30 (335) 0:43:52 (285) 1:02:56 (475) 1:24:18 (628)
IT企業の部 (472) 14:45 (428) 14:45 (312) 14:22 (276) 19:04 (655) 21:22 (692)

0:21:36 (701) 0:36:58 (678) 0:54:07 (672) 1:08:51 (633) 1:24:23 (629)
一般の部 (157) 21:36 (701) 15:22 (383) 17:09 (570) 14:44 (322) 15:32 (526)

0:15:12 (477) 0:34:40 (629) 0:49:38 (572) 1:11:29 (672) 1:24:28 (630)
IT企業の部 (473) 15:12 (477) 19:28 (669) 14:58 (350) 21:51 (691) 12:59 (191)

0:18:36 (668) 0:34:11 (611) 0:50:07 (592) 1:04:24 (534) 1:24:30 (631)
IT企業の部 (474) 18:36 (668) 15:35 (404) 15:56 (466) 14:17 (263) 20:06 (680)

0:17:05 (616) 0:34:23 (620) 0:49:46 (576) 1:06:11 (586) 1:24:33 (632)
IT企業の部 (475) 17:05 (616) 17:18 (577) 15:23 (403) 16:25 (507) 18:22 (651)

0:15:40 (519) 0:36:44 (675) 0:52:53 (657) 1:10:06 (651) 1:24:36 (633)
IT企業の部 (476) 15:40 (519) 21:04 (692) 16:09 (493) 17:13 (578) 14:30 (421)

0:17:34 (639) 0:37:39 (687) 0:54:34 (676) 1:11:23 (668) 1:24:47 (634)
一般の部 (158) 17:34 (639) 20:05 (681) 16:55 (553) 16:49 (545) 13:24 (246)

0:16:52 (598) 0:34:06 (607) 0:50:22 (601) 1:10:32 (657) 1:24:52 (635)
IT企業の部 (477) 16:52 (598) 17:14 (575) 16:16 (500) 20:10 (677) 14:20 (403)

0:15:23 (492) 0:33:13 (575) 0:47:56 (521) 1:08:35 (631) 1:24:57 (636)
IT企業の部 (478) 15:23 (492) 17:50 (606) 14:43 (322) 20:39 (681) 16:22 (574)

0:15:11 (474) 0:35:09 (645) 0:54:11 (673) 1:10:04 (649) 1:25:01 (637)
IT企業の部 (479) 15:11 (474) 19:58 (678) 19:02 (658) 15:53 (452) 14:57 (469)

0:15:43 (524) 0:32:15 (535) 0:49:08 (559) 1:12:50 (678) 1:25:08 (638)
IT企業の部 (480) 15:43 (524) 16:32 (509) 16:53 (552) 23:42 (699) 12:18 (100)

0:22:06 (702) 0:38:06 (693) 0:55:15 (687) 1:10:59 (662) 1:25:10 (639)
IT企業の部 (481) 22:06 (702) 16:00 (454) 17:09 (571) 15:44 (442) 14:11 (381)

0:14:15 (354) 0:30:57 (457) 0:48:46 (543) 1:09:03 (634) 1:25:12 (640)
一般の部 (159) 14:15 (354) 16:42 (528) 17:49 (613) 20:17 (678) 16:09 (564)

0:14:36 (402) 0:31:27 (489) 0:52:12 (645) 1:08:42 (632) 1:25:13 (641)
一般の部 (160) 14:36 (402) 16:51 (538) 20:45 (691) 16:30 (516) 16:31 (584)

0:18:00 (648) 0:34:23 (619) 0:50:46 (614) 1:10:19 (653) 1:25:19 (642)
IT企業の部 (482) 18:00 (648) 16:23 (496) 16:23 (510) 19:33 (668) 15:00 (473)

0:18:32 (664) 0:33:53 (599) 0:50:17 (597) 1:08:07 (625) 1:25:24 (643)
IT企業の部 (483) 18:32 (664) 15:21 (381) 16:24 (513) 17:50 (611) 17:17 (623)

0:18:16 (656) 0:33:23 (584) 0:55:04 (682) 1:11:00 (663) 1:25:26 (644)
IT企業の部 (484) 18:16 (656) 15:07 (359) 21:41 (697) 15:56 (461) 14:26 (413)

0:15:09 (469) 0:34:44 (632) 0:51:43 (633) 1:06:44 (599) 1:25:29 (645)
IT企業の部 (485) 15:09 (469) 19:35 (672) 16:59 (559) 15:01 (353) 18:45 (666)

0:19:08 (676) 0:34:56 (639) 0:52:18 (649) 1:07:44 (620) 1:25:31 (646)
IT企業の部 (486) 19:08 (676) 15:48 (427) 17:22 (586) 15:26 (408) 17:47 (638)

0:15:55 (542) 0:34:40 (628) 0:50:29 (604) 1:07:21 (611) 1:25:32 (647)
IT企業の部 (487) 15:55 (542) 18:45 (648) 15:49 (455) 16:52 (548) 18:11 (648)

0:14:12 (346) 0:26:45 (142) 0:49:02 (553) 1:07:02 (607) 1:25:35 (648)
IT企業の部 (488) 14:12 (346) 12:33 (74) 22:17 (698) 18:00 (622) 18:33 (659)

0:16:42 (591) 0:39:54 (696) 0:54:59 (681) 1:12:52 (679) 1:25:39 (649)
IT企業の部 (489) 16:42 (591) 23:12 (701) 15:05 (361) 17:53 (616) 12:47 (160)

0:16:11 (560) 0:33:35 (591) 0:50:56 (620) 1:06:05 (578) 1:25:44 (650)
IT企業の部 (490) 16:11 (560) 17:24 (586) 17:21 (581) 15:09 (369) 19:39 (675)

北 真樹 田中 友佳子

小泉 洪毅 大久保 泰伸 中嶋 恵

650 711
ＯＷＬ４８　チーム フォ～

1:25:44
秋元 卓也 鶴田 康裕 馬場 朋美

649 296
JRA　ユル

1:25:39
沼澤 幸代 赤羽 里子

井崎 麻美

648 609
アクシオRC2

1:25:35
井口 新太郎 杉村 淳一 高野 瞭太 高根 篤史 畑谷 淳樹

志田 稔 田中 智崇

647 664
TAKT C

1:25:32
角田 洋人 加藤 恭平 二正寺 章 豊嶋 俊

千頭 烈之 宮口 英治 福原 友美

646 158
オレンジアーチ チームB

1:25:31
小管 淳矢 長峯 和俊 髙橋 由美

645 476
シュナイダーエレクトリックTeam
E 1:25:29

長田 豊之 成田 奈緒子

高 広樹

644 242
team ヌデレバ

1:25:26
船木 信博 小松 愛子 高橋 樹貴也 鈴木 章仁 藤元 悠人

岡田 香織 宮崎 斐子

643 647
TEAM　NS－２

1:25:24
若川 裕史 堀田 典 伊藤 秀和 松井 峰宣

北條 義樹 太田 勇也 吉井 大起

642 426
ガラパゴスA30

1:25:19
山田 裕子 内田 瑛子 南 さつき

641 145
PHN RUNNING CLUB C

1:25:13
笠原 衛 後藤 大輔

星野 洋平

640 103
ワタミ株式会社

1:25:12
吉田 良二 松井 大介 久保田 佐智子 深水 藍 亀本 伸彦

原 豊彦 三歩一 良隆

639 312
KTS-A (TEAM星野)

1:25:10
庄司 章弘 坂井 圭昌 荒木 俊介 内藤 慎

林 昌子 清宮 麻紀 長尾 達也

638 336
KEL Cチーム

1:25:08
梶浦 洋史 梶浦 志織 加藤 永里子

637 202
BBS Bチーム

1:25:01
阿部 比佐人 川口 葉子

市村 健

636 569
雑走集団 2.0

1:24:57
水野 隆弘 伊藤 泰洋 松倉 未奈 中島 千佳子 本田 真之

寺内 薫 長谷川 孝ニ

635 478
シュナイダーエレクトリックTeam
P 1:24:52

吉田 明正 原 晃子 内野 邦郎 越前 暢子

堀切 祐介 井口 雄太 大川 庄一郎

634 379
ＴＥＡＭ 岡本

1:24:47
三澤 裕輔 杉山 義浩 岡本 元

633 79
DELL Service Sales

1:24:36
ジョン ロボトム 小名木 弘次

松下 広知

632 679
山田２号

1:24:33
樫原 恵美 丹下 怜 大高 健司 高井 晴由 樫原 真治

NGUYENGIA PHU 綿引 俊平

631 562
Team Vitals 3

1:24:30
松田 羊史 江戸谷 悟史 椿 真輝 田原 杏奈

菅原 堅太 村上 拓也 山本 敏雄

630 483
ちゃんそーま

1:24:28
相馬 寿 田中 明美 冨谷 直輝

629 496
駿チームラピュタ

1:24:23
長利 銀二 杉山 佳介

五番 五番

628 78
デル風来坊

1:24:18
田尻 祥一 横塚 知子 岩淵 清美 大前 瑤佑子 斉藤 真紀

間部 直也 中村 尚

627 693
下町頂点会　２

1:23:45
一番 一番 二番 二番 三番 三番 四番 四番

626 424
BarNロートル

1:23:42
馬場 和幸 中山 宏 高畑 諭
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:14:54 (436) 0:31:52 (517) 0:48:10 (534) 1:04:15 (526) 1:25:59 (651)
IT企業の部 (491) 14:54 (436) 16:58 (546) 16:18 (501) 16:05 (475) 21:44 (696)

0:15:53 (539) 0:31:10 (472) 0:51:37 (631) 1:10:07 (652) 1:26:00 (652)
IT企業の部 (492) 15:53 (539) 15:17 (372) 20:27 (688) 18:30 (641) 15:53 (551)

0:17:08 (623) 0:32:15 (536) 0:50:22 (602) 1:07:35 (614) 1:26:00 (653)
IT企業の部 (493) 17:08 (623) 15:07 (357) 18:07 (627) 17:13 (577) 18:25 (653)

0:17:02 (613) 0:35:25 (648) 0:52:48 (655) 1:11:17 (667) 1:26:05 (654)
IT企業の部 (494) 17:02 (613) 18:23 (635) 17:23 (590) 18:29 (640) 14:48 (451)

0:15:23 (494) 0:30:16 (407) 0:49:06 (556) 1:10:06 (650) 1:26:05 (655)
IT企業の部 (495) 15:23 (494) 14:53 (332) 18:50 (649) 21:00 (685) 15:59 (554)

0:15:42 (522) 0:38:30 (695) 0:53:10 (660) 1:09:12 (640) 1:26:17 (656)
IT企業の部 (496) 15:42 (522) 22:48 (700) 14:40 (312) 16:02 (470) 17:05 (614)

0:16:45 (593) 0:33:37 (592) 0:53:11 (662) 1:10:40 (660) 1:26:19 (657)
IT企業の部 (497) 16:45 (593) 16:52 (539) 19:34 (671) 17:29 (594) 15:39 (533)

0:16:34 (583) 0:36:53 (677) 0:52:34 (652) 1:07:23 (612) 1:26:32 (658)
一般の部 (161) 16:34 (583) 20:19 (686) 15:41 (441) 14:49 (333) 19:09 (670)

0:18:20 (659) 0:32:49 (557) 0:46:40 (464) 1:04:53 (551) 1:26:43 (659)
IT企業の部 (498) 18:20 (659) 14:29 (286) 13:51 (197) 18:13 (634) 21:50 (698)

0:14:27 (382) 0:33:29 (588) 0:53:08 (659) 1:11:23 (669) 1:26:47 (660)
一般の部 (162) 14:27 (382) 19:02 (655) 19:39 (673) 18:15 (635) 15:24 (512)

0:15:39 (517) 0:32:45 (555) 0:52:45 (653) 1:11:17 (666) 1:26:54 (661)
IT企業の部 (499) 15:39 (517) 17:06 (560) 20:00 (679) 18:32 (642) 15:37 (532)

0:27:39 (703) 0:43:05 (700) 1:01:21 (699) 1:13:50 (684) 1:27:21 (662)
IT企業の部 (500) 27:39 (703) 15:26 (389) 18:16 (635) 12:29 (73) 13:31 (272)

0:13:36 (257) 0:33:11 (574) 0:50:20 (599) 1:09:48 (644) 1:27:27 (663)
IT企業の部 (501) 13:36 (257) 19:35 (671) 17:09 (568) 19:28 (664) 17:39 (634)

0:18:22 (660) 0:32:21 (543) 0:48:49 (544) 1:06:35 (598) 1:27:32 (664)
IT企業の部 (502) 18:22 (660) 13:59 (209) 16:28 (519) 17:46 (605) 20:57 (688)

0:17:18 (630) 0:37:06 (679) 0:52:04 (642) 1:12:30 (677) 1:27:39 (665)
IT企業の部 (503) 17:18 (630) 19:48 (676) 14:58 (349) 20:26 (679) 15:09 (486)

0:11:53 (69) 0:30:30 (425) 0:51:59 (639) 1:13:02 (682) 1:27:54 (666)
IT企業の部 (504) 11:53 (69) 18:37 (642) 21:29 (695) 21:03 (686) 14:52 (459)

0:16:18 (566) 0:33:18 (578) 0:50:52 (617) 1:09:30 (642) 1:28:09 (667)
IT企業の部 (505) 16:18 (566) 17:00 (549) 17:34 (600) 18:38 (645) 18:39 (661)

0:18:29 (662) 0:35:56 (658) 0:53:21 (666) 1:12:22 (674) 1:28:10 (668)
IT企業の部 (506) 18:29 (662) 17:27 (589) 17:25 (594) 19:01 (654) 15:48 (546)

0:15:44 (527) 0:35:55 (657) 0:54:25 (674) 1:11:25 (670) 1:28:20 (669)
一般の部 (163) 15:44 (527) 20:11 (685) 18:30 (642) 17:00 (558) 16:55 (604)

0:16:12 (562) 0:37:15 (682) 0:56:54 (692) 1:09:57 (646) 1:28:23 (670)
IT企業の部 (507) 16:12 (562) 21:03 (691) 19:39 (672) 13:03 (116) 18:26 (654)

0:15:08 (464) 0:32:59 (566) 0:49:02 (552) 1:07:59 (622) 1:28:37 (671)
IT企業の部 (508) 15:08 (464) 17:51 (607) 16:03 (478) 18:57 (653) 20:38 (684)

0:16:04 (551) 0:34:07 (609) 0:51:09 (626) 1:11:01 (664) 1:28:49 (672)
IT企業の部 (509) 16:04 (551) 18:03 (616) 17:02 (561) 19:52 (675) 17:48 (639)

0:19:54 (690) 0:38:27 (694) 0:56:08 (691) 1:12:23 (676) 1:28:49 (673)
IT企業の部 (510) 19:54 (690) 18:33 (640) 17:41 (604) 16:15 (489) 16:26 (579)

0:18:19 (658) 0:40:26 (698) 0:55:09 (684) 1:10:32 (656) 1:28:52 (674)
IT企業の部 (511) 18:19 (658) 22:07 (699) 14:43 (324) 15:23 (400) 18:20 (649)

0:15:56 (544) 0:34:54 (638) 0:52:51 (656) 1:12:22 (675) 1:29:04 (675)
IT企業の部 (512) 15:56 (544) 18:58 (653) 17:57 (619) 19:31 (666) 16:42 (591)

五味 英作

趙 堅 坂口 隆史

675 136
TeamR

1:29:04
矢口 孝彦 増田 りか 大河内 誠 脇谷 有人

溝口 紘子 牛久 友利恵 八巻 大輔

674 46
GxP(2)

1:28:52
西 隆次 千野 佳穂 田中 拓也

673 458
ぐるなび チームC

1:28:49
山本 昇平 佐藤 佳奈

渡邉 伸一

672 746
ぐるなび team E

1:28:49
森本 泰之 飯尾 綾乃 大橋 麻里 坂井 美子 疋田 麻美

冨沢 利紀 田中 智己

671 48
GxP(4)

1:28:37
広瀬 琢也 関 満徳 三木 玲児 保坂 好紀

鈴木 慶 五十嵐 奈菜 佐橋 隆行

670 782
チーム　全力完走！！

1:28:23
海老 洋平 神田 靖久 岡村 亮祐

669 150
グローバルチーム

1:28:20
川崎 志織 宋 書源

秋子 英明

668 47
GxP(3)

1:28:10
千野 まみち 清水 正史 パック 高弘 雨宮 竜希 鎌田 悟

鈴木 愛 松崎 耕介

667 43
ISMチーム

1:28:09
薮内 智志 里見 啓太 浅野 智恵美 田中 太助

福島 彩花 青木 里奈 今枝 房実

666 475
シュナイダーエレクトリックTeam
S 1:27:54

西川 幸秀 木村 宏美 朝蔭 幸信

665 575
ケア女の子チーム

1:27:39
鈴木 三厳 内間 健士

阿蘇品 彩

664 702
FessチームE

1:27:32
竹内 秀仁 谷口 純一郎 鈴木 祐一 山下 浩幸 田畑 大輔

横田 良 佐伯 泰斗

663 466
BCN Bチーム

1:27:27
阿部 雅人 新井 由美子 但野 智昭 渡辺 潤二

山浦 菜穂子 関 昌明 久保田 善之

662 375
Team PTQL

1:27:21
芳賀 怜史 大谷 祐介 山本 若菜

661 440
久保関　菜菜太

1:26:54
小松 桂太 横田 菜緒

中尾 健太郎

660 354
新宿ハイホー

1:26:47
西條 雅美 田中 万里子 海保 祐子 西田 佳子 真山 理栄

鈴木 泉 板倉 大樹

659 787
チーム・駅伝・チーム

1:26:43
松丸 佑介 瀧ヶ平 絵里 草野 亜美 新行内 俊

山口 夕希代 坂本 幸 苅辺 直人

658 222
せこせこ世界征服

1:26:32
大崎 健太郎 ブレイン 神敬 是松 詩乃

657 176
ショッカー団

1:26:19
長沢 博輝 浜辺 啓佑

金井 俊樹

656 451
CLINKSランニング部B

1:26:17
高山 純一 照屋 大地 塩尻 圭介 川原田 凌 吉山 健太

小原 美香 安倍 香

655 324
メルコム陸連2

1:26:05
小野 浩照 立林 亜貴 砂岡 歩季 本土 雄大

高尾 早紀 大嶋 里美 小林 ひかる

654 438
NOS女性

1:26:05
角元 英里香 金 珉華 本間 佳子

653 256
神☆5

1:26:00
矢作 幸那 増山 陽介

藤田 有香

652 26
インテルの深い沖

1:26:00
舟生 実由基 勝又 知恵子 コン インジン 小倉 絵理名 北浦 みなみ

651 755
LBW

1:25:59
前田 充宏 水本 悠 松岡 良典 鈴木 俊成
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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）

0:16:58 (608) 0:31:11 (474) 0:49:43 (575) 1:10:41 (661) 1:29:09 (676)
IT企業の部 (513) 16:58 (608) 14:13 (248) 18:32 (643) 20:58 (684) 18:28 (656)

0:18:42 (670) 0:37:44 (688) 0:53:15 (663) 1:11:27 (671) 1:29:09 (677)
IT企業の部 (514) 18:42 (670) 19:02 (656) 15:31 (421) 18:12 (632) 17:42 (636)

0:13:38 (265) 0:30:51 (450) 0:50:52 (616) 1:07:26 (613) 1:29:11 (678)
IT企業の部 (515) 13:38 (265) 17:13 (572) 20:01 (680) 16:34 (523) 21:45 (697)

0:20:16 (693) 0:36:36 (674) 0:55:11 (685) 1:14:36 (687) 1:29:29 (679)
IT企業の部 (516) 20:16 (693) 16:20 (490) 18:35 (644) 19:25 (662) 14:53 (462)

0:15:02 (446) 0:30:21 (420) 0:53:10 (661) 1:09:59 (647) 1:30:03 (680)
IT企業の部 (517) 15:02 (446) 15:19 (374) 22:49 (699) 16:49 (546) 20:04 (679)

0:18:48 (673) 0:37:51 (689) 0:55:15 (686) 1:14:36 (686) 1:30:10 (681)
IT企業の部 (518) 18:48 (673) 19:03 (657) 17:24 (591) 19:21 (660) 15:34 (527)

0:18:36 (667) 0:36:07 (664) 0:55:25 (688) 1:11:42 (673) 1:30:43 (682)
IT企業の部 (519) 18:36 (667) 17:31 (591) 19:18 (668) 16:17 (495) 19:01 (669)

0:21:08 (699) 0:36:29 (673) 1:00:12 (695) 1:16:51 (693) 1:30:54 (683)
IT企業の部 (520) 21:08 (699) 15:21 (379) 23:43 (701) 16:39 (530) 14:03 (356)

0:19:24 (684) 0:43:42 (702) 1:01:45 (700) 1:16:31 (691) 1:31:21 (684)
IT企業の部 (521) 19:24 (684) 24:18 (704) 18:03 (623) 14:46 (328) 14:50 (457)

0:16:28 (576) 0:35:46 (654) 0:52:30 (651) 1:14:10 (685) 1:31:42 (685)
一般の部 (164) 16:28 (576) 19:18 (664) 16:44 (540) 21:40 (690) 17:32 (630)

0:16:51 (597) 0:33:27 (586) 0:50:41 (610) 1:10:26 (654) 1:32:02 (686)
IT企業の部 (522) 16:51 (597) 16:36 (514) 17:14 (576) 19:45 (673) 21:36 (695)

0:18:34 (665) 0:36:28 (672) 0:54:35 (677) 1:13:26 (683) 1:32:09 (687)
IT企業の部 (523) 18:34 (665) 17:54 (610) 18:07 (626) 18:51 (652) 18:43 (665)

0:18:24 (661) 0:34:19 (616) 0:58:06 (694) 1:15:35 (690) 1:32:25 (688)
IT企業の部 (524) 18:24 (661) 15:55 (447) 23:47 (702) 17:29 (593) 16:50 (598)

0:16:24 (574) 0:35:48 (656) 0:50:02 (587) 1:13:01 (681) 1:32:56 (689)
IT企業の部 (525) 16:24 (574) 19:24 (668) 14:14 (253) 22:59 (696) 19:55 (677)

0:16:35 (587) 0:34:53 (636) 0:54:37 (678) 1:15:04 (688) 1:32:57 (690)
IT企業の部 (526) 16:35 (587) 18:18 (631) 19:44 (676) 20:27 (680) 17:53 (641)

0:16:24 (573) 0:35:47 (655) 0:53:30 (668) 1:13:01 (680) 1:32:57 (691)
一般の部 (165) 16:24 (573) 19:23 (667) 17:43 (607) 19:31 (665) 19:56 (678)

0:12:43 (141) 0:34:25 (622) 0:50:43 (611) 1:17:38 (696) 1:33:43 (692)
IT企業の部 (527) 12:43 (141) 21:42 (696) 16:18 (502) 26:55 (702) 16:05 (561)

0:20:07 (691) 0:35:58 (660) 0:55:39 (689) 1:16:54 (695) 1:35:25 (693)
IT企業の部 (528) 20:07 (691) 15:51 (438) 19:41 (675) 21:15 (687) 18:31 (658)

0:16:10 (559) 0:34:21 (617) 0:54:42 (679) 1:15:35 (689) 1:36:31 (694)
IT企業の部 (529) 16:10 (559) 18:11 (622) 20:21 (686) 20:53 (682) 20:56 (687)

0:17:45 (643) 0:36:13 (668) 0:55:44 (690) 1:16:41 (692) 1:36:59 (695)
IT企業の部 (530) 17:45 (643) 18:28 (638) 19:31 (670) 20:57 (683) 20:18 (682)

0:19:10 (677) 0:43:22 (701) 1:03:48 (701) 1:21:46 (699) 1:37:32 (696)
一般の部 (166) 19:10 (677) 24:12 (703) 20:26 (687) 17:58 (621) 15:46 (543)

0:17:20 (631) 0:34:59 (640) 0:53:29 (667) 1:16:52 (694) 1:38:06 (697)
IT企業の部 (531) 17:20 (631) 17:39 (599) 18:30 (640) 23:23 (697) 21:14 (691)

0:21:25 (700) 0:41:19 (699) 1:07:42 (702) 1:23:10 (701) 1:39:54 (698)
IT企業の部 (532) 21:25 (700) 19:54 (677) 26:23 (704) 15:28 (413) 16:44 (594)

0:17:49 (644) 0:36:17 (670) 1:00:32 (698) 1:18:11 (697) 1:42:08 (699)
一般の部 (167) 17:49 (644) 18:28 (637) 24:15 (703) 17:39 (598) 23:57 (701)

0:19:48 (687) 0:39:56 (697) 1:00:14 (696) 1:22:08 (700) 1:42:17 (700)
一般の部 (168) 19:48 (687) 20:08 (683) 20:18 (685) 21:54 (692) 20:09 (681)

成田 修司

700 627
NPO法人ぱお

1:42:17
小林 大輔 小池 純一 木屋 英二 野本 奈津子 千葉 裕樹

西村 歩 坂田 浩次

699 625
サバーズ２

1:42:08
内田 大賀 知念 健一 萩原 隆顕 伊藤 拓磨

柴田 かおり 白鳥 菜穂子 吉田 佑奈

698 11
フューチャーランナーズ

1:39:54
成澤 俊輔 鈴木 勝洋 島 佳代子

697 33
MB Cloud

1:38:06
堀川 茅夏 伊藤 沙耶佳

真下 太郎

696 109
福祉館★2

1:37:32
KIM JEWONG KIM YOUNG HYEON KIM SEHWAN KIM SUN UK KIM YEONG SUN

知名 歩 氏川 崇

695 618
BNC 新入社員チーム

1:36:59
安里 美那 長谷川 彩瑛 田村 恵 秦野 太一

成富 元樹 高見 彩 坂 文彦

694 563
Team Vitals 4

1:36:31
福田 真尚 神澤 沙央里 名取 真央

693 715
チーム坂

1:35:25
相川 広樹 大野 綾香

野田 幸子

692 737
SPRING  FLOWERS

1:33:43
クリスチャン グレイアム ウィンウィン ニエイ クリスチャン 花音 小作 春歌 クリスチャン 来音

市来 真弓 田中 哲朗

691 272
明走会♪マリオ

1:32:57
松岡 まり 唐澤 明良 野澤 朋子 丸山 智世

松尾 真美子 岩村 俊毅 野田 寿人

690 754
走り隊

1:32:57
五江渕 篤志 三浦 功司 本間 さゆり

689 163
明走会♪ルイージ

1:32:56
稲葉 佳孝 吉川 知宏

若田部 徹

688 116
AIS(Show「輪」チーム)

1:32:25
鈴木 浩 坂庭 亮介 古川 和明 岩島 佳世 中 哲夫

飯塚 マッスル 伊藤 アニオータ

687 762
徹頭徹尾

1:32:09
鈴木 徹 清水 誠 佐藤 紀彦 広瀬 康行

川本 充裕 小原 健志 正木 剛

686 171
久保田アッタス

1:32:02
久保田 ツトムクルーズ 秋場 マナーブ 田邊 ヤッシー

685 431
京都監査法人１

1:31:42
高田 佳和 齋藤 勝彦

荏原 光誠

684 722
PSakura Girl's

1:31:21
谷 幸子 西村 麗美 夫津木 瑠里 小林 千明 高倉 映三子

實村 佳奈枝 河口 奈緒

683 30
Evr.Children

1:30:54
三谷 晶子 山野辺 史久 桑江 孝則 池 知典

今井 菜津子 深野 友里 冨田 壮一郎

682 733
ふれっしゃーず！

1:30:43
馬崎 美穂 岡村 麗 見目 紗貴

681 36
新世紀★ミニオン5

1:30:10
丸山 彩莉紗 米村 祐菜

安川 知志

680 753
見守り隊

1:30:03
中山 北斗 伊藤 圭二 元村 里恵 深代 麻里 川辺 祐樹

寺嶋 孝夫 中島 ゆう子

679 573
ALSIヤドカリ

1:29:29
半田 あづ美 小島 順子 田記 由希子 一瀬 文珠香

山岸 浩二 稲川 依里 南 恭平

678 547
Fビッチ

1:29:11
小柳 勝美 清水 隆太 伊藤 隼

677 680
山田１号

1:29:09
糸川 紘平 重川 知数

676 177
マリオカート

1:29:09
金山 萌海 川又 洋輝 岩永 篤実 村田 宗保 田所 夏美
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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6回NIPPON ITチャリティ駅伝
2015年11月15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 (543) 0:36:48 (676) 1:00:20 (697) 1:26:42 (702) 1:47:49 (701)
IT企業の部 (533) 15:55 (543) 20:53 (690) 23:32 (700) 26:22 (701) 21:07 (690)

0:36:53 (704) 0:50:54 (704) 1:08:10 (703) 1:20:56 (698)
IT企業の部 36:53 (704) 14:01 (217) 17:16 (579) 12:46 (90)

0:14:31 (392) 0:28:38 (267) 0:41:42 (162)
一般の部 14:31 (392) 14:07 (231) 13:04 (119)

0:12:53 (160) 1:05:28 (705) 1:19:19 (704)
一般の部 12:53 (160) 52:35 (705) 13:51 (195)

0:39:44 (705) 0:49:33 (703)
IT企業の部 39:44 (705) 9:49 (3)

中原 歩 川上 裕司 中林 俊介
DNF 533

チームまりこ
佐野 雄一 柳澤 孝衣

野村 明男

DNF 768
ウルグアイ代表

栄藤 徹平 青木 茉裕子 武部 知波 吉田 実緒 村田 祥隆

阿部 パイセン 杉山 育代

DNF 144
PHN RUNNING CLUB B

三浦 怜 瀬戸 晃 横尾 和希 露峰 美奈

柴沼 修作 上地 裕太 神尾 陸

DNF 249
S杉山さんとM男達

村林 祐弥 小沼 健人 中里 大地

701 734
アイエスエフネット高等学院

1:47:49
舩木 鉄 宇田川 達哉
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