
上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

0:08:56 (1) 0:17:51 (1) 0:27:03 (1) 0:36:20 (1) 0:46:14 (1)
一般の部 (1) ○ 8:56 (1) ○ 8:55 (1) ○ 9:12 (1) ○ 9:17 (1) 9:54 (4)

0:09:15 (3) 0:19:02 (3) 0:29:15 (3) 0:39:11 (2) 0:49:04 (2)
一般の部 (2) 9:15 (3) 9:47 (3) 10:13 (3) 9:56 (2) 9:53 (3)

0:09:31 (8) 0:18:57 (2) 0:29:04 (2) 0:39:50 (3) 0:50:38 (3)
一般の部 (3) 9:31 (8) 9:26 (2) 10:07 (2) 10:46 (3) 10:48 (12)

0:09:24 (4) 0:19:20 (4) 0:29:59 (5) 0:40:50 (4) 0:51:21 (4)
一般の部 (4) 9:24 (4) 9:56 (4) 10:39 (7) 10:51 (4) 10:31 (7)

0:09:13 (2) 0:19:22 (5) 0:29:54 (4) 0:41:26 (5) 0:52:38 (5)
一般の部 (5) 9:13 (2) 10:09 (5) 10:32 (5) 11:32 (20) 11:12 (22)

0:10:14 (14) 0:21:33 (12) 0:32:23 (8) 0:43:25 (6) 0:54:10 (6)
IT企業の部 (1) 10:14 (14) 11:19 (14) 10:50 (9) 11:02 (7) 10:45 (10)

0:09:38 (9) 0:20:49 (7) 0:31:35 (6) 0:43:46 (9) 0:54:40 (7)
IT企業の部 (2) 9:38 (9) 11:11 (10) 10:46 (8) 12:11 (44) 10:54 (15)

0:09:27 (5) 0:19:49 (6) 0:32:08 (7) 0:43:29 (7) 0:54:46 (8)
IT企業の部 (3) 9:27 (5) 10:22 (6) 12:19 (55) 11:21 (13) 11:17 (28)

0:10:13 (12) 0:21:09 (10) 0:32:30 (9) 0:43:45 (8) 0:54:57 (9)
IT企業の部 (4) 10:13 (12) 10:56 (8) 11:21 (21) 11:15 (11) 11:12 (22)

0:10:28 (17) 0:21:39 (13) 0:32:41 (10) 0:44:11 (10) 0:55:29 (10)
IT企業の部 (5) 10:28 (17) 11:11 (10) 11:02 (14) 11:30 (19) 11:18 (31)

0:11:35 (59) 0:23:16 (25) 0:35:16 (23) 0:46:29 (18) 0:55:29 (11)
一般の部 (6) 11:35 (59) 11:41 (25) 12:00 (36) 11:13 (10) ○ 9:00 (1)

0:10:36 (19) 0:21:47 (14) 0:32:53 (11) 0:45:03 (12) 0:55:50 (12)
一般の部 (7) 10:36 (19) 11:11 (10) 11:06 (15) 12:10 (43) 10:47 (11)

0:09:41 (10) 0:21:08 (9) 0:33:08 (12) 0:44:19 (11) 0:55:59 (13)
IT企業の部 (6) 9:41 (10) 11:27 (15) 12:00 (36) 11:11 (9) 11:40 (50)

0:10:13 (13) 0:21:28 (11) 0:33:33 (14) 0:46:06 (15) 0:56:47 (14)
IT企業の部 (7) 10:13 (13) 11:15 (13) 12:05 (44) 12:33 (70) 10:41 (9)

0:11:37 (61) 0:22:09 (16) 0:33:09 (13) 0:45:10 (13) 0:56:52 (15)
一般の部 (8) 11:37 (61) 10:32 (7) 11:00 (12) 12:01 (34) 11:42 (51)

0:11:44 (68) 0:23:11 (23) 0:34:36 (19) 0:46:24 (17) 0:57:23 (16)
IT企業の部 (8) 11:44 (68) 11:27 (15) 11:25 (24) 11:48 (26) 10:59 (16)

0:12:22 (111) 0:24:34 (49) 0:35:06 (21) 0:46:34 (19) 0:57:53 (17)
IT企業の部 (9) 12:22 (111) 12:12 (47) 10:32 (5) 11:28 (18) 11:19 (32)

0:09:27 (6) 0:21:05 (8) 0:33:43 (15) 0:45:59 (14) 0:58:41 (18)
IT企業の部 (10) 9:27 (6) 11:38 (24) 12:38 (79) 12:16 (49) 12:42 (147)

0:11:25 (52) 0:23:50 (35) 0:34:51 (20) 0:47:14 (20) 0:58:42 (19)
IT企業の部 (11) 11:25 (52) 12:25 (60) 11:01 (13) 12:23 (55) 11:28 (36)

0:10:39 (20) 0:21:48 (15) 0:33:54 (16) 0:46:22 (16) 0:58:49 (20)
IT企業の部 (12) 10:39 (20) 11:09 (9) 12:06 (48) 12:28 (62) 12:27 (111)

0:10:46 (23) 0:22:55 (19) 0:35:57 (28) 0:47:59 (23) 0:59:13 (21)
IT企業の部 (13) 10:46 (23) 12:09 (44) 13:02 (119) 12:02 (35) 11:14 (25)

0:10:55 (29) 0:22:59 (20) 0:36:51 (38) 0:48:15 (24) 0:59:31 (22)
IT企業の部 (14) 10:55 (29) 12:04 (37) 13:52 (206) 11:24 (16) 11:16 (26)

0:11:58 (82) 0:23:47 (33) 0:35:57 (29) 0:48:26 (26) 0:59:38 (23)
IT企業の部 (15) 11:58 (82) 11:49 (27) 12:10 (50) 12:29 (64) 11:12 (22)

0:11:01 (32) 0:24:36 (54) 0:37:37 (50) 0:49:21 (32) 0:59:39 (24)
IT企業の部 (16) 11:01 (32) 13:35 (164) 13:01 (118) 11:44 (23) 10:18 (6)

0:11:19 (45) 0:23:22 (27) 0:37:03 (41) 0:48:30 (27) 1:00:14 (25)
IT企業の部 (17) 11:19 (45) 12:03 (35) 13:41 (184) 11:27 (17) 11:44 (55)

4 307
特車RC

0:51:21
榎戸 健一 市川 哲也

大熊 啓史 田代 明 鈴木 護弘

2 347
WindRun

0:49:04
田島 光紀 斎藤 湧歩 須藤 剛

1 356 0:46:14
KEIEI

斉藤 雄基 家高 晋吾

津野 千鶴

小野 泰 櫻井 淳一 藤田 優悟

勝丸 真至 松田 拓朗

3 578
おーけー２

0:50:38
岡久 峻一 河田 健太郎 中崎 正大 横松 丈周

山本 吉信 相原 弘一

7 430
ち～むがっちゃんこアップグ
レード 0:54:40

鈴木 裕也 高橋 寿恵 小山 貴史 飯塚 友紀子

岡田 健吾 長島 亮太 玉井 秀明

6 431
ち～むがっちゃんこニュー
バージョン 0:54:10

飯塚 俊一 伊藤 智章 高橋 豊

5 577
おーけー１

0:52:38
門出 康孝 濱松 主臣

薙野 圭史 三宅 文彦 梅川 博輝

10 271
森川徹治を超える会

0:55:29
古野 雅大 柴野 健 村田 雄希

9 208
トレンドマイクロ@A-1

0:54:57
岡田 崇寛 石川 徹治

島田 和幸

8 367
CYBERNET RC

0:54:46
益谷 逸平 生井 健介 矢野 雄介 中本 伸吾 石川 龍太郎

0:55:59
小西 宏侑 角田 然

服部 俊

12 309
チーム小池

0:55:50
北田 惠士 金田 翔太 峠 佳志 村上 翔悟 戸嶋 將人

平原 玲 中村 光希

11 636
ビール飲みたい

0:55:29
須貝 友和 高井 秀彰 坂田 瑞希 村越 海斗

田崎 浩平

0:57:53
岡部 靖 浅見 忠宏

佐藤 まさひろ

16 571
微女と珍獣 走らん会

0:57:23
茂呂 親利 川崎 貴章 岸本 孝治 永渕 和夫 山口 和也

早坂 俊平 佐藤 孝行

15 490
ASHIRUN

0:56:52
岸端 勇太 玉田 智紀 細井 大輝 前田 幸星

14 646
東北学院榴ヶ岡30代の部

0:56:47
桑原 崇 七宮 史崇 植松 裕樹

17 368

0:59:13
西村 高志 本山 功

原 正輝

20 42
NEXT-A

0:58:49
小野原 学 平山 広太郎 武田 将 宮前 亮二 岡田 祐磨

室中 洋陽 須山 洋輔

19 759
USE・sisis

0:58:42
杉村 直樹 穴井 聖也 佐々木 寿輝 橋本 拓磨

18 44
テラスカイ陸上競技部Aチー
ム 0:58:41

溝口 大地 川口 真毅 渡辺 一弘

1:00:14
山本 将史 今野 尊之

佐々木 健二

24 108
夢大和

0:59:39
横山 浩之 船木 康平 國分 憲太 西嶋 優人 清水 孝哲

青山 貴志 本山 功

23 458
アプレッソ

0:59:38
尾作 浩司 脇野 寛洋 小野 和俊 吉田 哲也

22 188
オレンジアーチ チームA

0:59:31
吉田 昌玄 下園 弘史 山浦 博和

5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

13 177
ミライトAチーム

久保 公則 太田 信彦

SCSKパーフェクトヒューマン
西村 怜央 正木 圭 宗形 淳史

21 194
明走会♪がち

横山 菊勝 田中 雄一郎 唐澤 明良

25 217
トレンドマイクロ@走れシャバ
ダバー

中村 学 野田 規仁 河合 康太朗

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

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

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:11:48 (73) 0:23:53 (37) 0:35:46 (27) 0:48:23 (25) 1:00:39 (26)
IT企業の部 (18) 11:48 (73) 12:05 (40) 11:53 (33) 12:37 (77) 12:16 (96)

0:11:42 (64) 0:23:34 (29) 0:34:29 (18) 0:47:47 (22) 1:00:49 (27)
IT企業の部 (19) 11:42 (64) 11:52 (30) 10:55 (10) 13:18 (144) 13:02 (189)

0:11:35 (58) 0:23:50 (36) 0:35:13 (22) 0:47:25 (21) 1:00:57 (28)
IT企業の部 (20) 11:35 (58) 12:15 (49) 11:23 (22) 12:12 (45) 13:32 (268)

0:11:58 (84) 0:23:32 (28) 0:36:41 (35) 0:49:10 (30) 1:01:06 (29)
IT企業の部 (21) 11:58 (84) 11:34 (22) 13:09 (127) 12:29 (64) 11:56 (67)

0:12:46 (157) 0:25:06 (62) 0:35:26 (25) 0:49:26 (33) 1:01:14 (30)
一般の部 (9) 12:46 (157) 12:20 (58) 10:20 (4) 14:00 (233) 11:48 (56)

0:12:25 (116) 0:24:42 (56) 0:37:08 (44) 0:49:35 (34) 1:01:17 (31)
IT企業の部 (22) 12:25 (116) 12:17 (52) 12:26 (61) 12:27 (61) 11:42 (51)

0:11:21 (46) 0:23:40 (31) 0:35:23 (24) 0:49:53 (38) 1:01:28 (32)
一般の部 (10) 11:21 (46) 12:19 (55) 11:43 (28) 14:30 (313) 11:35 (43)

0:10:56 (30) 0:23:38 (30) 0:37:06 (43) 0:50:43 (45) 1:01:43 (33)
IT企業の部 (23) 10:56 (30) 12:42 (76) 13:28 (160) 13:37 (182) 11:00 (17)

0:13:38 (277) 0:26:52 (146) 0:39:45 (99) 0:51:50 (63) 1:02:07 (34)
IT企業の部 (24) 13:38 (277) 13:14 (130) 12:53 (100) 12:05 (38) 10:17 (5)

0:13:12 (209) 0:26:03 (103) 0:37:56 (55) 0:50:56 (47) 1:02:07 (35)
IT企業の部 (25) 13:12 (209) 12:51 (89) 11:53 (33) 13:00 (112) 11:11 (20)

0:13:04 (188) 0:25:44 (93) 0:37:18 (46) 0:51:25 (55) 1:02:18 (36)
一般の部 (11) 13:04 (188) 12:40 (74) 11:34 (26) 14:07 (253) 10:53 (14)

0:10:49 (25) 0:24:27 (46) 0:36:48 (37) 0:49:58 (40) 1:02:27 (37)
IT企業の部 (26) 10:49 (25) 13:38 (170) 12:21 (57) 13:10 (129) 12:29 (115)

0:11:34 (57) 0:24:23 (43) 0:35:43 (26) 0:49:13 (31) 1:02:34 (38)
IT企業の部 (27) 11:34 (57) 12:49 (86) 11:20 (20) 13:30 (167) 13:21 (241)

0:11:24 (51) 0:25:48 (96) 0:37:18 (45) 0:51:03 (48) 1:02:37 (39)
IT企業の部 (28) 11:24 (51) 14:24 (280) 11:30 (25) 13:45 (198) 11:34 (42)

0:13:19 (229) 0:26:30 (124) 0:38:43 (69) 0:51:40 (59) 1:02:51 (40)
IT企業の部 (29) 13:19 (229) 13:11 (124) 12:13 (51) 12:57 (106) 11:11 (20)

0:11:49 (75) 0:24:35 (50) 0:36:40 (34) 0:49:38 (35) 1:02:54 (41)
IT企業の部 (30) 11:49 (75) 12:46 (82) 12:05 (44) 12:58 (109) 13:16 (225)

0:12:15 (100) 0:25:10 (67) 0:37:43 (51) 0:50:18 (42) 1:02:57 (42)
IT企業の部 (31) 12:15 (100) 12:55 (96) 12:33 (73) 12:35 (74) 12:39 (142)

0:11:18 (44) 0:24:49 (58) 0:38:09 (59) 0:51:04 (49) 1:03:02 (43)
IT企業の部 (32) 11:18 (44) 13:31 (160) 13:20 (143) 12:55 (101) 11:58 (69)

0:11:04 (34) 0:22:53 (18) 0:37:01 (40) 0:49:52 (36) 1:03:05 (44)
IT企業の部 (33) 11:04 (34) 11:49 (27) 14:08 (236) 12:51 (93) 13:13 (216)

0:11:24 (49) 0:24:36 (53) 0:37:04 (42) 0:49:53 (39) 1:03:06 (45)
IT企業の部 (34) 11:24 (49) 13:12 (126) 12:28 (64) 12:49 (89) 13:13 (216)

0:11:55 (77) 0:24:32 (48) 0:37:19 (47) 0:50:20 (43) 1:03:09 (46)
一般の部 (12) 11:55 (77) 12:37 (72) 12:47 (93) 13:01 (114) 12:49 (153)

0:14:32 (398) 0:26:36 (128) 0:37:54 (54) 0:51:43 (61) 1:03:15 (47)
IT企業の部 (35) 14:32 (398) 12:04 (37) 11:18 (18) 13:49 (211) 11:32 (40)

0:12:54 (166) 0:25:21 (77) 0:37:44 (52) 0:51:49 (62) 1:03:15 (48)
IT企業の部 (36) 12:54 (166) 12:27 (61) 12:23 (58) 14:05 (248) 11:26 (34)

0:12:18 (104) 0:25:43 (92) 0:39:06 (78) 0:52:06 (66) 1:03:23 (49)
IT企業の部 (37) 12:18 (104) 13:25 (150) 13:23 (148) 13:00 (112) 11:17 (28)

0:11:46 (70) 0:23:16 (24) 0:36:51 (39) 0:51:20 (53) 1:03:29 (50)
IT企業の部 (38) 11:46 (70) 11:30 (17) 13:35 (170) 14:29 (311) 12:09 (84)

佐藤 駿 中山 泰維 原田 雄一郎

春日 尚義 森川 徹治

27 250
STS Aチーム

1:00:49
福田 哲也 門村 達也 瀬戸 雅弘 長沼 良太

26 270
チームAVANT

1:00:39
中山 立 西澤 幹雄 原口 浩一郎

1:01:43
湯川 清克 金子 伸重

小川 誠

32 310
小池JAPAN

1:01:28
岩佐 実徳 内藤 悠太 芳野 佑樹 大木 勝洋 真田 クリストファー

山本 耕一郎 玉井 龍馬

31 338
UOSベスト

1:01:17
菅原 俊哉 檜山 準 市川 幸平 中島 敏夫

30 436
風の谷のナウシカ

1:01:14
金子 大輔 早川 俊吾 林田 真幸

33 469

1:02:27
山岸 健 日坂 和樹

中村 章太

36 668
すぱっつA

1:02:18
林 洋輔 三浦 洵一郎 小杉 静 高沢 晋平 中村 英一

大石 恒司 大石 哲生

35 85
DMC-1

1:02:07
山本 勘弥 内田 匡洋 樋渡 練 市原 一輝

34 372
Creema（クリーマ）

1:02:07
大橋 優輝 小池 慧 吉澤 紀代美

1:02:54
田島 寛紀 西口 亮礼

鮫島 淳

40 280
シュナイダーエレクトリック
チーム特急 1:02:51

滝藤 忍 柳原 大輔 石田 明子 伊東 育生 石野 真史

石川 翔太朗 安達 淳也

39 407
JECC チームＡ

1:02:37
元吉 聡 長井 和政 北村 伸也 稲葉 哲郎

38 745
トムヤンクン

1:02:34
黒川 健 柴村 哲哉 仲宗根 輝弥

名和田 義紀 中川 元 澤 政良

中川 洋和 原 孝徳

43 219
チームアドソル

1:03:02
竹中 道忠 清水 治 工藤 直樹 安保 俊作

42 406
【楓生誕３周年】ＦＭサッカー
部超絶健脚組 1:02:57

吉里 公博 田中 泰 中村 優也

1:03:23
田中 仁 宮澤 龍之介

相馬  大高

48 785
チームはやぶさ

1:03:15
谷本 章登 菅原 正法 平尾 順一郎 宮﨑 康介 野口 明彦

山岸 翔一 曽 徳釗

47 106
ふじもんず

1:03:15
筒田  剛史 大坂 将斗 幅田  浩平 香山  謙治

46 693
益田研

1:03:09
中薗 貴志 長谷川 駿 平野 翔太

49 65

佐藤 さやか 伊藤 勇剛
50 558

OKWAVE
1:03:29

清水 大輔 新祖 祐治 大橋 佑太

29 292
Tadaima1号

関 敏 細井 博幸 依田 拓樹
1:01:06

五十嵐 拓也 田名辺 敏幸

中森 啓太

28 657
チームＯ

1:00:57
田代 道紀 小林 稔

Ｊ＆Ｍ　Ａチーム
金子 大翔 島田 篤史 木内 武志

37 550
スピードスター

安田 翔冴 谷澤 拓 佐々木 貢三

41 83
Public Team TT

小鹿原 裕一 笠原 佑哉 村社 諒

45 513
アイエックス・ナレッジサッ
カー部

伊藤 洋貴 湊谷 仁 太田 真司
1:03:06

谷村 尚也 南 隆仁

松尾 智治

44 315
エスコＡ

1:03:05
吉田 允文 竹垣 健二

チームM
河野 拓也 中尾 健太郎 高橋 政徳
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:10:20 (15) 0:23:03 (21) 0:39:42 (97) 0:52:00 (65) 1:03:31 (51)
一般の部 (13) 10:20 (15) 12:43 (78) 16:39 (540) 12:18 (52) 11:31 (38)

0:10:22 (16) 0:23:40 (32) 0:36:37 (33) 0:48:50 (28) 1:03:36 (52)
IT企業の部 (39) 10:22 (16) 13:18 (141) 12:57 (108) 12:13 (46) 14:46 (444)

0:12:26 (120) 0:23:58 (38) 0:36:44 (36) 0:50:27 (44) 1:03:36 (53)
IT企業の部 (40) 12:26 (120) 11:32 (19) 12:46 (90) 13:43 (191) 13:09 (210)

0:12:52 (163) 0:25:40 (89) 0:39:09 (80) 0:51:04 (51) 1:03:38 (54)
一般の部 (14) 12:52 (163) 12:48 (84) 13:29 (162) 11:55 (29) 12:34 (131)

0:13:06 (194) 0:25:37 (88) 0:38:46 (72) 0:51:16 (52) 1:03:40 (55)
IT企業の部 (41) 13:06 (194) 12:31 (66) 13:09 (127) 12:30 (67) 12:24 (105)

0:13:59 (326) 0:27:45 (207) 0:41:02 (142) 0:53:19 (95) 1:03:54 (56)
一般の部 (15) 13:59 (326) 13:46 (185) 13:17 (138) 12:17 (51) 10:35 (8)

0:11:57 (81) 0:23:58 (39) 0:37:31 (49) 0:50:52 (46) 1:04:19 (57)
IT企業の部 (42) 11:57 (81) 12:01 (32) 13:33 (167) 13:21 (150) 13:27 (260)

0:09:29 (7) 0:24:24 (44) 0:41:29 (159) 0:54:38 (124) 1:04:20 (58)
一般の部 (16) 9:29 (7) 14:55 (358) 17:05 (585) 13:09 (125) 9:42 (2)

0:11:11 (40) 0:25:17 (73) 0:38:46 (71) 0:51:29 (57) 1:04:21 (59)
IT企業の部 (43) 11:11 (40) 14:06 (242) 13:29 (162) 12:43 (83) 12:52 (159)

0:13:55 (312) 0:26:56 (150) 0:39:01 (75) 0:51:04 (50) 1:04:27 (60)
IT企業の部 (44) 13:55 (312) 13:01 (108) 12:05 (44) 12:03 (37) 13:23 (244)

0:13:20 (232) 0:27:07 (161) 0:40:06 (110) 0:52:31 (76) 1:04:32 (61)
一般の部 (17) 13:20 (232) 13:47 (190) 12:59 (110) 12:25 (58) 12:01 (73)

0:12:44 (154) 0:25:14 (70) 0:39:17 (87) 0:52:09 (68) 1:04:42 (62)
IT企業の部 (45) 12:44 (154) 12:30 (65) 14:03 (228) 12:52 (95) 12:33 (127)

0:12:17 (102) 0:25:09 (66) 0:39:02 (76) 0:52:15 (69) 1:05:05 (63)
IT企業の部 (46) 12:17 (102) 12:52 (91) 13:53 (211) 13:13 (136) 12:50 (155)

0:12:21 (109) 0:27:38 (193) 0:41:30 (160) 0:53:19 (94) 1:05:08 (64)
IT企業の部 (47) 12:21 (109) 15:17 (399) 13:52 (206) 11:49 (27) 11:49 (57)

0:13:45 (291) 0:26:46 (136) 0:39:11 (83) 0:52:41 (78) 1:05:10 (65)
IT企業の部 (48) 13:45 (291) 13:01 (108) 12:25 (60) 13:30 (167) 12:29 (115)

0:12:25 (117) 0:25:41 (90) 0:38:33 (64) 0:51:26 (56) 1:05:10 (66)
一般の部 (18) 12:25 (117) 13:16 (135) 12:52 (99) 12:53 (97) 13:44 (288)

0:14:16 (358) 0:26:45 (135) 0:39:48 (101) 0:53:03 (88) 1:05:12 (67)
IT企業の部 (49) 14:16 (358) 12:29 (64) 13:03 (120) 13:15 (141) 12:09 (84)

0:11:15 (42) 0:24:47 (57) 0:39:12 (86) 0:52:23 (71) 1:05:24 (68)
IT企業の部 (50) 11:15 (42) 13:32 (162) 14:25 (268) 13:11 (130) 13:01 (182)

0:11:40 (63) 0:27:31 (185) 0:40:03 (107) 0:54:36 (121) 1:05:24 (69)
IT企業の部 (51) 11:40 (63) 15:51 (473) 12:32 (70) 14:33 (324) 10:48 (12)

0:12:00 (85) 0:25:09 (65) 0:37:51 (53) 0:49:07 (29) 1:05:26 (70)
IT企業の部 (52) 12:00 (85) 13:09 (120) 12:42 (84) 11:16 (12) 16:19 (607)

0:13:38 (279) 0:27:59 (225) 0:40:45 (133) 0:53:52 (105) 1:05:27 (71)
IT企業の部 (53) 13:38 (279) 14:21 (271) 12:46 (90) 13:07 (121) 11:35 (43)

0:13:27 (251) 0:27:19 (175) 0:41:34 (165) 0:52:27 (74) 1:05:28 (72)
IT企業の部 (54) 13:27 (251) 13:52 (202) 14:15 (251) 10:53 (5) 13:01 (182)

0:13:33 (269) 0:26:30 (125) 0:38:32 (63) 0:51:22 (54) 1:05:31 (73)
IT企業の部 (55) 13:33 (269) 12:57 (99) 12:02 (38) 12:50 (91) 14:09 (353)

0:11:02 (33) 0:23:21 (26) 0:36:03 (30) 0:49:53 (37) 1:05:33 (74)
IT企業の部 (56) 11:02 (33) 12:19 (55) 12:42 (84) 13:50 (216) 15:40 (560)

0:12:52 (165) 0:26:05 (105) 0:40:26 (123) 0:53:37 (99) 1:05:34 (75)
IT企業の部 (57) 12:52 (165) 13:13 (128) 14:21 (259) 13:11 (130) 11:57 (68)

1:03:36
福谷 聡 木村 晋司

大越 詳一

52 644
BSN INET Team A

1:03:36
木竜 俊一 野崎 政一 渡辺 祐 石村 友樹 黒石 啓太

51 758
アブナイカモＢ

1:03:31
鹿目 優 宮島 直紀 松本 峰子 菅野 圭亮

1:04:19
今井 寿之 鑑田 俊司

林 和史

56 669
すぱっつB

1:03:54
卯月 英彦 松谷 祐輔 井澤 広朗 葉山 勉 三本 信幸

鬼頭 大介 藤川 卓哉

55 652
ポセイドンメルコ

1:03:40
後藤 啓介 中居 大昭 久保田 雄大 大平 隆志

54 661
ディーン・フジカワ

1:03:38
山崎 功嗣 山口 城弘 石橋 朋也

中西 隆一 倉地 隆昭 河村 浩史

田中 義和 長瀬 秀人

59 610
チームはじまるくんＡ

1:04:21
岩田 達也 大塚 裕一郎 中谷 一也 西出 達郎

58 416
FRC-A

1:04:20
中 茂 高橋 美香 恩田 克己

1:05:10
平林 顕 柴山 政雄

上村 奈保美

64 224
UCHIDA ACTIVE RUNNER

1:05:08
渡部 智也 清水 孝衣 横田 哲 布施 太章 並河 史朗

野村 良英 栗岡 誠

63 572
微女と珍獣 走ろう会

1:05:05
小林 貴嗣 渡橋 直樹 小山 英之 松本 順

62 703
ごとく

1:04:42
工藤 稿一郎 荒木 洋輔 沢辺 壮

65 327

1:05:24
久保田 雄希 縄田 楓也

髙木 智之

68 635
風の森～あきさん～

1:05:24
近藤 浩之 佐原 洋輔 横山 瞳 岡村 創 小磯 昭英

川戸 遼太郎 大槻 亮太

67 460
TRmy4th

1:05:12
佐々木 崇 戸崎 学 長南 博隆 城 裕一

66 694
柳下研

1:05:10
吉田 正弥 三木 怜 廣瀬 春人

1:05:31
横塚 晃明 堀 一彦

大沢 薫

72 738
シンプレクス・西軍

1:05:28
山本 佳史 小柴 礼生 上島 英樹 長谷川 洋平 飯田 尉士

岩渕 啓介 高野 健太郎

71 555
SUNRISE日本/HORIZON

1:05:27
若森 大樹 片山 倫幸 佐竹 太郎 曽我部 翔多

70 595
ビーバーズ

1:05:26
尾崎 純平 古川 智之 黒澤 佑馬

石谷 慶一郎 福田 慎太郎

75 574
Team Doragon A

1:05:34
久保 功 上田 健太 吉澤 信一郎 石井 貴騎

74 643
ボードルア駅伝部

1:05:33
松本 旭史 梶 雄一郎 増田 寛己

53 68
CTC-PRG  1

松村 俊和 片岡 博信 山田 英伸

57 100
GRANDITラビット

岩橋 雄吾 藤野 晋也 石川 研一

61 301
第1事業部A

矢島 恭介 塚田 隆 谷 夏比古
1:04:32

小杉 和直 伊藤 孝一

二宮 雅敏

60 160
PFU インフランナーズ

1:04:27
石田 悠輔 水越 博生

ミツイワ）電子デバイス本部
福原 英之 宇野 正幸 高松 一郎

69 10
CCL VENTUS

末吉 正治 村中 貴幸 西村 友貴

73 2
アモーレ・塚谷

高橋 和久 森田 隼人 稲垣 徹

井上 和幸

3/31



上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:12:31 (131) 0:24:04 (41) 0:36:08 (31) 0:51:50 (63) 1:05:39 (76)
IT企業の部 (58) 12:31 (131) 11:33 (21) 12:04 (41) 15:42 (486) 13:49 (300)

0:12:54 (168) 0:27:36 (191) 0:40:44 (132) 0:54:04 (111) 1:05:43 (77)
IT企業の部 (59) 12:54 (168) 14:42 (325) 13:08 (126) 13:20 (148) 11:39 (49)

0:11:07 (37) 0:24:03 (40) 0:38:44 (70) 0:52:41 (79) 1:05:45 (78)
IT企業の部 (60) 11:07 (37) 12:56 (98) 14:41 (293) 13:57 (228) 13:04 (191)

0:12:24 (114) 0:24:29 (47) 0:36:32 (32) 0:50:16 (41) 1:05:45 (79)
IT企業の部 (61) 12:24 (114) 12:05 (40) 12:03 (39) 13:44 (194) 15:29 (536)

0:14:09 (347) 0:28:27 (265) 0:39:45 (100) 0:52:25 (72) 1:05:45 (80)
IT企業の部 (62) 14:09 (347) 14:18 (267) 11:18 (18) 12:40 (79) 13:20 (238)

0:13:25 (242) 0:26:28 (120) 0:39:55 (105) 0:52:27 (73) 1:05:46 (81)
IT企業の部 (63) 13:25 (242) 13:03 (114) 13:27 (155) 12:32 (68) 13:19 (236)

0:11:23 (48) 0:25:26 (82) 0:38:19 (60) 0:53:59 (110) 1:05:54 (82)
IT企業の部 (64) 11:23 (48) 14:03 (238) 12:53 (100) 15:40 (480) 11:55 (66)

0:12:48 (161) 0:26:09 (110) 0:39:30 (93) 0:52:47 (83) 1:05:55 (83)
IT企業の部 (65) 12:48 (161) 13:21 (145) 13:21 (146) 13:17 (143) 13:08 (207)

0:13:29 (254) 0:26:00 (100) 0:39:10 (82) 0:52:35 (77) 1:06:00 (84)
一般の部 (19) 13:29 (254) 12:31 (66) 13:10 (131) 13:25 (154) 13:25 (249)

0:12:05 (90) 0:25:07 (63) 0:38:42 (68) 0:52:41 (80) 1:06:00 (85)
IT企業の部 (66) 12:05 (90) 13:02 (111) 13:35 (170) 13:59 (232) 13:19 (236)

0:12:43 (150) 0:25:26 (83) 0:39:10 (81) 0:52:59 (87) 1:06:06 (86)
IT企業の部 (67) 12:43 (150) 12:43 (78) 13:44 (190) 13:49 (211) 13:07 (204)

0:13:55 (317) 0:26:04 (104) 0:40:29 (125) 0:52:57 (86) 1:06:09 (87)
IT企業の部 (68) 13:55 (317) 12:09 (44) 14:25 (268) 12:28 (62) 13:12 (214)

0:12:23 (112) 0:26:02 (102) 0:40:32 (126) 0:53:41 (100) 1:06:11 (88)
IT企業の部 (69) 12:23 (112) 13:39 (172) 14:30 (272) 13:09 (125) 12:30 (118)

0:11:13 (41) 0:24:22 (42) 0:38:26 (61) 0:53:16 (93) 1:06:13 (89)
IT企業の部 (70) 11:13 (41) 13:09 (120) 14:04 (230) 14:50 (365) 12:57 (174)

0:15:22 (523) 0:27:13 (168) 0:41:07 (146) 0:54:21 (118) 1:06:15 (90)
IT企業の部 (71) 15:22 (523) 11:51 (29) 13:54 (214) 13:14 (138) 11:54 (63)

0:13:22 (234) 0:26:13 (111) 0:40:03 (108) 0:53:31 (98) 1:06:17 (91)
IT企業の部 (72) 13:22 (234) 12:51 (89) 13:50 (203) 13:28 (161) 12:46 (150)

0:13:18 (228) 0:26:28 (119) 0:39:26 (91) 0:52:07 (67) 1:06:18 (92)
IT企業の部 (73) 13:18 (228) 13:10 (123) 12:58 (109) 12:41 (80) 14:11 (355)

0:13:04 (189) 0:27:43 (202) 0:41:34 (164) 0:54:20 (117) 1:06:26 (93)
IT企業の部 (74) 13:04 (189) 14:39 (319) 13:51 (204) 12:46 (86) 12:06 (81)

0:13:28 (252) 0:28:20 (254) 0:42:01 (181) 0:54:08 (112) 1:06:27 (94)
IT企業の部 (75) 13:28 (252) 14:52 (352) 13:41 (184) 12:07 (39) 12:19 (100)

0:12:48 (160) 0:26:17 (114) 0:39:39 (95) 0:53:07 (89) 1:06:32 (95)
IT企業の部 (76) 12:48 (160) 13:29 (155) 13:22 (147) 13:28 (161) 13:25 (249)

0:13:11 (206) 0:25:56 (98) 0:37:20 (48) 0:51:41 (60) 1:06:35 (96)
IT企業の部 (77) 13:11 (206) 12:45 (80) 11:24 (23) 14:21 (290) 14:54 (466)

0:11:32 (55) 0:25:44 (94) 0:38:01 (58) 0:52:47 (84) 1:06:45 (97)
IT企業の部 (78) 11:32 (55) 14:12 (255) 12:17 (53) 14:46 (355) 13:58 (323)

0:15:00 (469) 0:27:16 (171) 0:39:42 (98) 0:51:38 (58) 1:06:49 (98)
IT企業の部 (79) 15:00 (469) 12:16 (50) 12:26 (61) 11:56 (30) 15:11 (498)

0:12:38 (141) 0:26:09 (108) 0:40:03 (108) 0:54:38 (123) 1:06:50 (99)
IT企業の部 (80) 12:38 (141) 13:31 (160) 13:54 (214) 14:35 (333) 12:12 (89)

0:12:56 (173) 0:26:49 (140) 0:40:26 (124) 0:53:53 (106) 1:06:53 (100)
IT企業の部 (81) 12:56 (173) 13:53 (205) 13:37 (174) 13:27 (158) 13:00 (180)

中里 大地 久保 大貴 清水 巧次郎

1:05:46
實藤 数典 嶋﨑 究

髙橋 郁弥

80 676
@Tokyo team BLACK

1:05:45
中村 亮 廣田 大地 乾 泰裕 佐藤 値生 松林 憲弘

佐々木 直幸 新田 直也

79 541
フィナンシャルA

1:05:45
遠藤 皇士 藤田 浩行 髙山 聡 飯田 伶

78 163
PFUサービス盛り合わせ2016

1:05:45
島田 一洋 松尾 信之 伴仲 輝大

81 274

1:06:00
田中 健雄 岩田 浩一

橋本 祐樹

84 173
PHN RUNNIG CLUB A

1:06:00
本橋 祐一 柳沢 克二 小池 洋行 金津 嘉一 横尾 和希

山内 幸治 宮原 雅彦

83 704
ＦＶＬ横浜最強

1:05:55
高橋 実 星野 剛志 中楯 洋平 成田 勇気

82 377
Oracle Team R

1:05:54
初澤 宏之 大橋 洸輔 金 宏志郎

1:06:13
小堀 貴仁 南 綾子

大庭 清準

88 475
おやきゅう

1:06:11
大津 克徳 菊本 裕丈 幅 宏充 松浦 宏 中村 薫

石井 洋征 山田 耕大

87 689
SHIFT_チームC

1:06:09
室 開里 大平 祥人 中村 丈洋 大谷 勇樹

86 14
CMKフットサル部Aチーム

1:06:06
木村 浩祐 坂本 幸司 山本 紘文

塚田 健太 小林 健太 高橋 巧

今里 俊紀 荒木 亮

91 202
FCS 最速チーム

1:06:17
高野 允佑 前川 敦士 濱田 征典 河野 賢士

90 481
ARC　Aチーム

1:06:15
高橋 秀人 加科 健太 冨永 大樹

1:06:45
米田 清人 増田 栄二

呉 世源

96 120
チームアンディ

1:06:35
村野 剛 堀川 知道 玉田 周 丸井 健一 川口 直之

勝山 亮二 キース 牧江

95 6
BBS Bチーム

1:06:32
宮下 秀太 伊東 卓哉 近藤 良祐 小俣 将吾

94 447
BarN1

1:06:27
原 雄一郎 原田 賢 小野 陽子

97 509

廣川 綾

100 658
チームＷ

1:06:53
桑田 友明 鈴木 祐輔 榊原 雅和 矢部 純一 古郡 真央

前川 友岳 鈴木 英里奈

99 228
NTS新潟ゴールデンシャーク
ス 1:06:50

横田 亮輔 星野 優 高橋 岳 伊藤 康浩

98 142
N/Wエンジニア募集中★
niscom 1:06:49

土肥 恵里子 松井 裕樹 須田 拓真

77 467
愛徳会（TeamEXA)

榎田 康人 鈴木 幹久 山本 昌宏
1:05:43

下池 士朗 山村 建司

76 114
ハマデスポーツ(株)大島支店

1:05:39
濱出 憲一郎 齋藤 豪

温泉!入り隊!!!
樽田 光弘 平賀 重文 佐藤 政美

85 637
うおきん大好き！

北園 康太 佐々木 貴雅 田中 巧

89 157
タナハシル

青山 巧 石上 智一 棚橋 正典

93 147
イセキスダーズ

神尾 信郁 伊関 淳 須田 巌
1:06:26

阿部 司 明路 靖男

五十嵐 教司

92 647
FessチームA

1:06:18
小畑 良介 高瀬 祐志

A-QUICK7
菅 彰博 中嶋 みなみ 井上 章次

4/31



上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:10:54 (27) 0:25:42 (91) 0:40:20 (119) 0:53:09 (91) 1:06:58 (101)
IT企業の部 (82) 10:54 (27) 14:48 (341) 14:38 (283) 12:49 (89) 13:49 (300)

0:12:07 (91) 0:29:27 (356) 0:42:02 (182) 0:54:31 (120) 1:07:08 (102)
IT企業の部 (83) 12:07 (91) 17:20 (620) 12:35 (76) 12:29 (64) 12:37 (138)

0:10:55 (28) 0:25:21 (76) 0:39:29 (92) 0:53:57 (108) 1:07:12 (103)
IT企業の部 (84) 10:55 (28) 14:26 (283) 14:08 (236) 14:28 (306) 13:15 (222)

0:13:44 (289) 0:27:19 (174) 0:40:58 (139) 0:55:15 (140) 1:07:18 (104)
IT企業の部 (85) 13:44 (289) 13:35 (164) 13:39 (180) 14:17 (277) 12:03 (77)

0:13:40 (283) 0:28:03 (228) 0:41:07 (145) 0:55:08 (135) 1:07:33 (105)
IT企業の部 (86) 13:40 (283) 14:23 (277) 13:04 (121) 14:01 (235) 12:25 (107)

0:12:01 (86) 0:25:25 (81) 0:39:07 (79) 0:53:08 (90) 1:07:34 (106)
一般の部 (20) 12:01 (86) 13:24 (148) 13:42 (186) 14:01 (235) 14:26 (397)

0:14:28 (388) 0:27:43 (203) 0:40:24 (122) 0:55:05 (133) 1:07:38 (107)
一般の部 (21) 14:28 (388) 13:15 (132) 12:41 (82) 14:41 (346) 12:33 (127)

0:11:58 (83) 0:25:37 (87) 0:41:55 (177) 0:54:37 (122) 1:07:38 (108)
IT企業の部 (87) 11:58 (83) 13:39 (172) 16:18 (491) 12:42 (81) 13:01 (182)

0:12:27 (122) 0:25:15 (72) 0:37:58 (56) 0:52:41 (81) 1:07:45 (109)
IT企業の部 (88) 12:27 (122) 12:48 (84) 12:43 (86) 14:43 (350) 15:04 (483)

0:11:24 (50) 0:25:19 (75) 0:38:36 (66) 0:52:54 (85) 1:07:47 (110)
IT企業の部 (89) 11:24 (50) 13:55 (211) 13:17 (138) 14:18 (283) 14:53 (463)

0:12:17 (103) 0:26:22 (116) 0:40:17 (118) 0:53:42 (101) 1:07:48 (111)
IT企業の部 (90) 12:17 (103) 14:05 (240) 13:55 (217) 13:25 (154) 14:06 (344)

0:13:03 (186) 0:26:01 (101) 0:41:40 (167) 0:55:33 (149) 1:07:50 (112)
IT企業の部 (91) 13:03 (186) 12:58 (101) 15:39 (410) 13:53 (222) 12:17 (97)

0:14:02 (331) 0:27:26 (183) 0:41:10 (150) 0:55:20 (143) 1:07:52 (113)
IT企業の部 (92) 14:02 (331) 13:24 (148) 13:44 (190) 14:10 (259) 12:32 (126)

0:15:32 (545) 0:27:56 (220) 0:40:42 (130) 0:53:48 (103) 1:07:53 (114)
IT企業の部 (93) 15:32 (545) 12:24 (59) 12:46 (90) 13:06 (117) 14:05 (340)

0:13:17 (222) 0:28:07 (234) 0:43:48 (281) 0:55:55 (160) 1:07:54 (115)
IT企業の部 (94) 13:17 (222) 14:50 (347) 15:41 (418) 12:07 (39) 11:59 (70)

0:10:58 (31) 0:23:08 (22) 0:38:34 (65) 0:53:27 (96) 1:07:55 (116)
一般の部 (22) 10:58 (31) 12:10 (46) 15:26 (388) 14:53 (375) 14:28 (406)

0:14:31 (394) 0:26:50 (141) 0:40:21 (120) 0:53:52 (104) 1:07:58 (117)
一般の部 (23) 14:31 (394) 12:19 (55) 13:31 (164) 13:31 (169) 14:06 (344)

0:15:17 (509) 0:27:23 (178) 0:41:45 (168) 0:54:18 (116) 1:08:01 (118)
IT企業の部 (95) 15:17 (509) 12:06 (43) 14:22 (260) 12:33 (70) 13:43 (286)

0:14:04 (335) 0:27:13 (169) 0:40:46 (134) 0:54:13 (113) 1:08:03 (119)
IT企業の部 (96) 14:04 (335) 13:09 (120) 13:33 (167) 13:27 (158) 13:50 (303)

0:13:13 (211) 0:27:34 (187) 0:42:25 (197) 0:53:29 (97) 1:08:04 (120)
IT企業の部 (97) 13:13 (211) 14:21 (271) 14:51 (313) 11:04 (8) 14:35 (423)

0:13:43 (288) 0:27:13 (167) 0:42:38 (211) 0:54:45 (127) 1:08:06 (121)
IT企業の部 (98) 13:43 (288) 13:30 (156) 15:25 (386) 12:07 (39) 13:21 (241)

0:12:55 (171) 0:26:51 (143) 0:39:23 (90) 0:55:53 (157) 1:08:07 (122)
一般の部 (24) 12:55 (171) 13:56 (216) 12:32 (70) 16:30 (564) 12:14 (93)

0:13:47 (296) 0:29:34 (367) 0:43:47 (280) 0:56:05 (167) 1:08:07 (123)
IT企業の部 (99) 13:47 (296) 15:47 (464) 14:13 (247) 12:18 (52) 12:02 (76)

0:13:19 (230) 0:28:17 (249) 0:41:06 (144) 0:55:36 (151) 1:08:10 (124)
IT企業の部 (100) 13:19 (230) 14:58 (368) 12:49 (96) 14:30 (313) 12:34 (131)

0:13:18 (226) 0:29:17 (339) 0:42:28 (203) 0:55:26 (147) 1:08:12 (125)
IT企業の部 (101) 13:18 (226) 15:59 (490) 13:11 (133) 12:58 (109) 12:46 (150)

1:06:58
丹羽 英史 大北 昌平

1:07:33
小林 洋介 加藤 哲平

島村 欣晃

104 110
テノンAチーム

1:07:18
米光 勇気 山口 宏治 本山 亮 花田 萌 熊倉 知博

浅川 貴史 五十嵐 毅

103 512
FUZZ

1:07:12
藤平 一成 大友 雄貴 金子 広樹 川崎 祐樹

102 118
HPE TS事業統括

1:07:08
草場 敬存 村山 達哉 安川 崇秋

山口 央貴 矢野 真治 小林 賢弘

大久保 孝彦 松本 幸樹

107 464
DAITOH

1:07:38
高橋 玄多 北村 正次郎 星野 勝洋 西 悦生

106 93
打倒CA2

1:07:34
武田 格 中森 顕紀 江本 発

1:07:52
水野 恵介 福井 順一

岸本 秀和

112 678
@Tokyo team RED

1:07:50
山梨 琢弥 丸山 健一 花形 祐美子 小野塚 裕巳 中西 祐介

永田 順一郎 志茂 晋

111 234
Infoteria A

1:07:48
Teule Clement 山脇 宏夢 鈴木 誠也 岩泉 喬

110 773
ミライト自転車部 駅伝班

1:07:47
秋山 隆行 三浦 史郎 涌井 直樹

113 209

1:07:58
大塚 活矢 羽賀 充

渡辺 俊幸

116 388
中年ランナー

1:07:55
木村 俊介 小川 晴寿 川上 喬 香川 雅志 甲野 文彦

名取 宏久 林 宏興

115 455
愛徳会　イグアス

1:07:54
森 照寿 三川 拓也 鈴木 達則 添田 遼佑

114 40
リクルートラン部

1:07:53
玉置 響子 江野本 裕二 片倉 伸男

1:08:06
小見 祐哉 佐々木 聡

千葉 悠太

120 311
ベンチャー魂アジアクエスト

1:08:04
佐伯 裕基 牧野 真一 屋野 祐 赤羽 訓幸 山口 晃典

赤澤 正人 市川 志穂

119 515
ちゃらリーマン予備軍

1:08:03
中井 龍平 太田 優介 都築 剛志 若林 恭平

118 225
ウチダシステムズA

1:08:01
鴇田 義邦 野津 雄三 入江 剛司

笠原 幸浩 人見 裕之 小川 紀之

中田 泰弘 浦 一弘

123 317
エスコＣ

1:08:07
槇田 昂貴 大和久 浩 中島 祐二 吉瀬 光城

122 330
日本橋カヤバーチョ

1:08:07
中島 悠太 遠藤 悠太 利岡 和範

101 8
CR7

川地 英之 赤羽 聡 江崎 浩生

105 32
PPG

松永 雄記 多田 健太郎 田中 秀明

109 680
TAKT A

矢代 真樹 鈴木 隆之 井崎 麻美
1:07:45

竹内 健介 豊嶋 俊

中野 靖

108 35
チームももクロ

1:07:38
山中 英司 喜多 俊夫

トレンドマイクロ@GO DS
宇都宮 雄三 朴 順伊 Rice Tseng

117 363
Promega Nluc

藤井 武郎 酒井 厚 工藤 勤

121 216
トレンドマイクロ@チームF

佐藤 和昌 高橋 昌幸 吉田 健史

125 579
愛徳会（チームMANぷく）

秦 知恵 中野 貴浩 黒田 寿樹
1:08:12

柴崎 修 加賀 あさみ

道過 康夫

124 408
JECC チームＢ

1:08:10
開 輝文 山田 直紀
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:13:04 (187) 0:24:38 (55) 0:40:50 (136) 0:52:43 (82) 1:08:13 (126)
IT企業の部 (102) 13:04 (187) 11:34 (22) 16:12 (484) 11:53 (28) 15:30 (539)

0:11:53 (76) 0:25:23 (78) 0:41:06 (143) 0:55:33 (150) 1:08:23 (127)
IT企業の部 (103) 11:53 (76) 13:30 (156) 15:43 (422) 14:27 (302) 12:50 (155)

0:14:38 (410) 0:26:25 (117) 0:39:40 (96) 0:53:56 (107) 1:08:32 (128)
IT企業の部 (104) 14:38 (410) 11:47 (26) 13:15 (136) 14:16 (273) 14:36 (427)

0:11:57 (79) 0:27:35 (189) 0:42:32 (206) 0:55:55 (162) 1:08:32 (129)
IT企業の部 (105) 11:57 (79) 15:38 (446) 14:57 (328) 13:23 (151) 12:37 (138)

0:12:58 (179) 0:28:30 (271) 0:43:36 (266) 0:55:59 (164) 1:08:37 (130)
一般の部 (25) 12:58 (179) 15:32 (435) 15:06 (344) 12:23 (55) 12:38 (140)

0:12:04 (89) 0:25:32 (84) 0:40:11 (111) 0:56:17 (171) 1:08:45 (131)
IT企業の部 (106) 12:04 (89) 13:28 (154) 14:39 (287) 16:06 (529) 12:28 (113)

0:11:47 (71) 0:27:18 (173) 0:41:59 (180) 0:55:24 (144) 1:08:48 (132)
IT企業の部 (107) 11:47 (71) 15:31 (434) 14:41 (293) 13:25 (154) 13:24 (246)

0:13:30 (259) 0:28:01 (226) 0:42:45 (218) 0:55:42 (154) 1:08:48 (133)
IT企業の部 (108) 13:30 (259) 14:31 (303) 14:44 (301) 12:57 (106) 13:06 (200)

0:15:24 (527) 0:27:55 (218) 0:40:54 (137) 0:55:41 (153) 1:08:50 (134)
IT企業の部 (109) 15:24 (527) 12:31 (66) 12:59 (110) 14:47 (358) 13:09 (210)

0:10:31 (18) 0:27:11 (166) 0:44:27 (313) 0:57:35 (224) 1:08:51 (135)
IT企業の部 (110) 10:31 (18) 16:40 (561) 17:16 (595) 13:08 (124) 11:16 (26)

0:11:44 (69) 0:24:36 (51) 0:40:17 (117) 0:55:06 (134) 1:08:52 (136)
IT企業の部 (111) 11:44 (69) 12:52 (91) 15:41 (418) 14:49 (362) 13:46 (296)

0:11:09 (39) 0:27:25 (179) 0:42:59 (229) 0:56:48 (190) 1:08:53 (137)
一般の部 (26) 11:09 (39) 16:16 (522) 15:34 (399) 13:49 (211) 12:05 (80)

0:13:49 (303) 0:27:51 (214) 0:41:14 (151) 0:55:39 (152) 1:08:54 (138)
一般の部 (27) 13:49 (303) 14:02 (235) 13:23 (148) 14:25 (297) 13:15 (222)

0:14:12 (351) 0:28:23 (257) 0:41:22 (154) 0:55:33 (148) 1:08:56 (139)
IT企業の部 (112) 14:12 (351) 14:11 (253) 12:59 (110) 14:11 (261) 13:23 (244)

0:12:22 (110) 0:28:32 (273) 0:42:46 (219) 0:57:07 (205) 1:08:56 (140)
IT企業の部 (113) 12:22 (110) 16:10 (512) 14:14 (249) 14:21 (290) 11:49 (57)

0:13:07 (196) 0:25:12 (69) 0:38:01 (57) 0:55:59 (163) 1:08:57 (141)
IT企業の部 (114) 13:07 (196) 12:05 (40) 12:49 (96) 17:58 (666) 12:58 (176)

0:13:59 (327) 0:28:28 (268) 0:43:21 (255) 0:56:50 (192) 1:08:59 (142)
IT企業の部 (115) 13:59 (327) 14:29 (293) 14:53 (318) 13:29 (165) 12:09 (84)

0:13:30 (261) 0:28:31 (272) 0:45:02 (343) 0:57:27 (217) 1:08:59 (143)
IT企業の部 (116) 13:30 (261) 15:01 (372) 16:31 (522) 12:25 (58) 11:32 (40)

0:13:33 (267) 0:25:36 (86) 0:39:03 (77) 0:54:27 (119) 1:09:01 (144)
IT企業の部 (117) 13:33 (267) 12:03 (35) 13:27 (155) 15:24 (446) 14:34 (419)

0:14:18 (365) 0:29:31 (364) 0:44:06 (296) 0:57:18 (211) 1:09:01 (145)
IT企業の部 (118) 14:18 (365) 15:13 (393) 14:35 (281) 13:12 (134) 11:43 (53)

0:11:09 (38) 0:25:04 (61) 0:39:19 (89) 0:52:30 (75) 1:09:04 (146)
IT企業の部 (119) 11:09 (38) 13:55 (211) 14:15 (251) 13:11 (130) 16:34 (622)

0:15:04 (477) 0:28:50 (295) 0:43:36 (267) 0:56:59 (200) 1:09:05 (147)
IT企業の部 (120) 15:04 (477) 13:46 (185) 14:46 (302) 13:23 (151) 12:06 (81)

0:13:48 (298) 0:27:49 (211) 0:40:16 (114) 0:54:14 (114) 1:09:06 (148)
IT企業の部 (121) 13:48 (298) 14:01 (232) 12:27 (63) 13:58 (230) 14:52 (460)

0:12:14 (99) 0:26:16 (112) 0:40:15 (113) 0:55:09 (137) 1:09:07 (149)
IT企業の部 (122) 12:14 (99) 14:02 (235) 13:59 (221) 14:54 (380) 13:58 (323)

0:16:18 (617) 0:29:00 (312) 0:43:01 (232) 0:56:15 (169) 1:09:09 (150)
IT企業の部 (123) 16:18 (617) 12:42 (76) 14:01 (224) 13:14 (138) 12:54 (166)

1:08:32
福家 悠人 中嶋 信

下鳥 洋平

128 4
BELL DATA

1:08:32
宮澤 竜太 阿南 雅哉 林 翔 大出 隆 佐賀 柾紀

石川 裕士 北山 直人

127 149
日比谷フレッシュマンズ

1:08:23
原田 昌和 吉野 誠 唐沢 陽平 岡村 宗一郎

126 139
アイアンマンA

1:08:13
本田 善智 奥野 秀次 松本 定光

129 427

1:08:48
小川 晃司 久保田 登茂江

田中 耕一

132 517
コムシスネット１

1:08:48
山﨑 智弘 宇留島 康喜 天間 智一 髙橋 武尊 柳瀬 英明

宮崎 邦義 佐藤 義明

131 395
ミライト太陽光

1:08:45
佐藤 隆星 佐々木 保晃 木場 健治 澁谷 学

130 743
TAKINO

1:08:37
豊嶋 一平 外山 千加良 橋本 祐樹

1:08:53
YU HAI LIU ZHE

須藤 航介

136 257
株式会社エフタイム

1:08:52
山﨑 和也 風間 良治 河内 水紀 上西 正泰 杉山 哲

鈴木 かほる 藤本 雄二

135 7
勝ちにいく人達

1:08:51
谷口 章 志村 公弥 本間 龍 佐藤 繁喜

134 750
Ｚらんな～ずＣ

1:08:50
尹 榮燦 平郡 芳規 半田 和之

中村 正徳 藤丸 嘉紀 高橋 慶幸

水野 隼輔 武本 俊明

139 30
チームコニカミノルタドットコム

1:08:56
韓 文煦 YABUMOTO TAKASHI 根岸 正光 内藤 一岳

138 95
Public R.M.A

1:08:54
砂川 政徳 吉田 貴裕 坂本 一央

1:09:01
苅込 英輝 林 大輔

中村 誠

144 133
ニーギニギ ブーンブン

1:09:01
川本 洋右 五月女 純也 大澤 亮平 大和 太郎 佐藤 英史

加々美 仁史 馬場 敦士

143 391
Teamダイアナ

1:08:59
ワング ダイアナ 永井 信行 田中 勝幸 岸本 京平

142 718
55235523

1:08:59
束野 孝光 藤崎 峰彦 平田 健太郎

145 747

1:09:07
笹井 祐貴 中島 一

岡崎 修二

148 164
PFU首都圏CS チームA

1:09:06
井沼 亮平 藤田 侑春 日向野 遼 矢島 和幸 山本 隆

田中 友博 安富 義貴

147 135
HPE Aruba ClearPass

1:09:05
増山 哲也 小島 陽介 安田 和成 矢島 祐樹

146 602
ドランカー安富と本八幡ラン
ナーズ 1:09:04

山口 公晃 須藤 恒 薮崎 太加

長野 真樹 野崎 正明
150 679

@Tokyo team BLUE
1:09:09

坂内 悠太 上田 一成 篠﨑 靖朗

ウイングマラソン部
田畑 直人 中村 み南 小林 大樹

133 654
丸の内ロケッツ

柳瀬 賢治 渡邉 祥太郎 岡田 興

137 99
TEAM FINANCE

MO JIAO 渡邊 創 KAZI OBAYED

141 462
CLINKSランニング部A

飛田和 祥吾 川原田 凌 山崎 茂夫
1:08:57

加々見 隆行 松下 祐介

太田代 恵一

140 488
SRA 韋駄天アスリートクラブ

1:08:56
中村 勇斗 山本 仁子

二子玉川カリー
池田 竜 原 裕之 髙橋 周平

149 589
CTC-PRG  3

坂本 和也 田口 諒 松沼 達也

6/31



上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:13:08 (198) 0:27:10 (164) 0:40:16 (115) 0:53:58 (109) 1:09:11 (151)
IT企業の部 (124) 13:08 (198) 14:02 (235) 13:06 (124) 13:42 (189) 15:13 (500)

0:13:54 (310) 0:28:15 (247) 0:42:03 (183) 0:55:10 (138) 1:09:12 (152)
IT企業の部 (125) 13:54 (310) 14:21 (271) 13:48 (199) 13:07 (121) 14:02 (334)

0:13:29 (255) 0:27:08 (162) 0:43:32 (264) 0:57:34 (223) 1:09:17 (153)
一般の部 (28) 13:29 (255) 13:39 (172) 16:24 (503) 14:02 (240) 11:43 (53)

0:14:17 (360) 0:29:56 (397) 0:43:01 (234) 0:55:15 (139) 1:09:23 (154)
IT企業の部 (126) 14:17 (360) 15:39 (449) 13:05 (123) 12:14 (47) 14:08 (348)

0:13:17 (221) 0:26:53 (147) 0:40:44 (131) 0:55:00 (131) 1:09:25 (155)
一般の部 (29) 13:17 (221) 13:36 (168) 13:51 (204) 14:16 (273) 14:25 (392)

0:14:52 (452) 0:27:49 (210) 0:43:04 (238) 0:55:02 (132) 1:09:28 (156)
IT企業の部 (127) 14:52 (452) 12:57 (99) 15:15 (364) 11:58 (32) 14:26 (397)

0:15:13 (501) 0:29:19 (345) 0:42:04 (184) 0:56:07 (168) 1:09:28 (157)
IT企業の部 (128) 15:13 (501) 14:06 (242) 12:45 (88) 14:03 (243) 13:21 (241)

0:13:31 (263) 0:26:43 (134) 0:41:59 (179) 0:56:03 (166) 1:09:29 (158)
IT企業の部 (129) 13:31 (263) 13:12 (126) 15:16 (367) 14:04 (246) 13:26 (256)

0:14:25 (376) 0:26:53 (148) 0:39:49 (102) 0:55:55 (161) 1:09:29 (159)
IT企業の部 (130) 14:25 (376) 12:28 (62) 12:56 (105) 16:06 (529) 13:34 (271)

0:14:47 (439) 0:28:26 (262) 0:43:16 (251) 0:57:54 (240) 1:09:30 (160)
IT企業の部 (131) 14:47 (439) 13:39 (172) 14:50 (311) 14:38 (338) 11:36 (45)

0:11:48 (74) 0:23:49 (34) 0:40:23 (121) 0:55:16 (141) 1:09:31 (161)
IT企業の部 (132) 11:48 (74) 12:01 (32) 16:34 (529) 14:53 (375) 14:15 (365)

0:13:26 (247) 0:29:50 (385) 0:43:16 (250) 0:55:24 (145) 1:09:39 (162)
IT企業の部 (133) 13:26 (247) 16:24 (534) 13:26 (153) 12:08 (42) 14:15 (365)

0:13:46 (295) 0:30:29 (447) 0:42:42 (216) 0:57:10 (207) 1:09:40 (163)
IT企業の部 (134) 13:46 (295) 16:43 (571) 12:13 (51) 14:28 (306) 12:30 (118)

0:12:16 (101) 0:28:02 (227) 0:41:34 (162) 0:53:15 (92) 1:09:41 (164)
IT企業の部 (135) 12:16 (101) 15:46 (462) 13:32 (165) 11:41 (22) 16:26 (615)

0:13:26 (246) 0:27:08 (163) 0:41:26 (156) 0:54:55 (130) 1:09:42 (165)
IT企業の部 (136) 13:26 (246) 13:42 (178) 14:18 (256) 13:29 (165) 14:47 (445)

0:12:37 (140) 0:25:09 (64) 0:38:53 (73) 0:55:53 (159) 1:09:44 (166)
IT企業の部 (137) 12:37 (140) 12:32 (69) 13:44 (190) 17:00 (601) 13:51 (306)

0:14:42 (424) 0:28:35 (277) 0:45:54 (387) 0:57:40 (228) 1:09:44 (167)
IT企業の部 (138) 14:42 (424) 13:53 (205) 17:19 (601) 11:46 (25) 12:04 (79)

0:12:33 (133) 0:28:28 (267) 0:42:37 (209) 0:57:16 (208) 1:09:46 (168)
IT企業の部 (139) 12:33 (133) 15:55 (481) 14:09 (239) 14:39 (342) 12:30 (118)

0:14:01 (330) 0:27:23 (177) 0:42:15 (193) 0:56:33 (179) 1:09:49 (169)
一般の部 (30) 14:01 (330) 13:22 (146) 14:52 (317) 14:18 (283) 13:16 (225)

0:13:22 (235) 0:27:07 (160) 0:40:17 (116) 0:54:51 (128) 1:09:52 (170)
IT企業の部 (140) 13:22 (235) 13:45 (183) 13:10 (131) 14:34 (330) 15:01 (480)

0:13:05 (191) 0:28:53 (298) 0:42:26 (198) 0:57:00 (201) 1:09:53 (171)
一般の部 (31) 13:05 (191) 15:48 (467) 13:33 (167) 14:34 (330) 12:53 (160)

0:13:24 (241) 0:28:14 (245) 0:44:44 (327) 0:58:31 (274) 1:09:53 (172)
IT企業の部 (141) 13:24 (241) 14:50 (347) 16:30 (520) 13:47 (208) 11:22 (33)

0:12:40 (146) 0:26:38 (129) 0:43:15 (248) 0:56:58 (199) 1:09:55 (173)
IT企業の部 (142) 12:40 (146) 13:58 (223) 16:37 (533) 13:43 (191) 12:57 (174)

0:12:43 (152) 0:27:56 (221) 0:41:54 (173) 0:56:39 (183) 1:09:55 (174)
IT企業の部 (143) 12:43 (152) 15:13 (393) 13:58 (219) 14:45 (353) 13:16 (225)

0:12:25 (119) 0:25:24 (80) 0:39:31 (94) 0:56:33 (180) 1:09:59 (175)
IT企業の部 (144) 12:25 (119) 12:59 (103) 14:07 (232) 17:02 (602) 13:26 (256)

1:09:17
吉田 稔 滝沢 祐弥

平良 学

152 521
コムシスネット５

1:09:12
小川 佳紀 助川 肇 杉田 博紀 榊原 久仁子 髙橋 一成

151 530
ＪＫＣの父

1:09:11
藤本 裕子 横溝 勇仁 伊藤 要一 久保 陽平

近藤 翼 西村 剛 永沼 茂樹

篠﨑 芳 石川 麻希子

155 86
DMC-2

1:09:25
涌井 崇行 小田切 悟 村尾 冬斗 中島 弘智

154 622
こむらんなーず

1:09:23
岩田 真依 加藤 励 渡辺 健司

1:09:31
高山 直樹 浅井 俊

井上 靖也

160 156
朝のなになに

1:09:30
石原 眞也 桑原 利之 浦島 寛和 佐藤 暢 土屋 大介

古川 伸一 塩入 篤広

159 328
ミツイワ情報

1:09:29
島津 智行 吉田 暁彦 舟川 正博 松本 咲

158 701
RUNEXY

1:09:29
能勢 和英 吉田 寛之 小池 剛

161 621

1:09:42
山本 和重 川村 勝

小沼 義典

164 618
愛徳会（エヌデーデー）

1:09:41
関口 卓弥 高渕 隆之 高田 一機 河南 豪 平栗 和俊

熊谷 直樹 神田 知行

163 12
ココトランナーズ

1:09:40
李 増科 吉田 尚生 藤田 淳二 梅松 健一

162 523
エフサスフロントライナーズ

1:09:39
澤井 伸介 町田 秀文 塩田 悠介

1:09:49
岩本 真一 山道 義三

権藤 聡志

168 767
ガチゴチMstar2016

1:09:46
樋口 聡司 高城 英介 浦山 尚輝 永井 康次 諸星 幸雄

岩波 麻衣 大山 博武

167 119
spica

1:09:44
佐久間 祐輔 高橋 尚希 凌 宇 濱西 亮

166 586
ecbeing　チームBE

1:09:44
角田 圭也 森 英一 野田 剛

加藤 正博 荻上 陽祐 山下 博稔

山中 裕介 北畠 裕史

171 382
肯定的精神姿勢

1:09:53
西尾 淳 横田 智昭 河津 一郎 眞砂野 耕平

170 27
Variosecure1

1:09:52
岩間 貴春 村上 詩織 園田 樹志

山下 直哉

中村 重之 田尻 誠

175 272
永田組

1:09:59
安里 憲彦 木内 佳史 板垣 和宏 市﨑 貴也

174 291
Tadaima2号

1:09:55
仁科 昌治 田口 正一 増井 浩史

153 384
ＪＰチームＢ

鈴木 優子 熊澤 智広 宮原 佑一郎

157 542
フィナンシャルB

嶺井 政彦 半貫 裕明 酒井 太一
1:09:28

中野 友郎 向後 弘志

Min Jeawon

156 186
がんばれ!こうじろう

1:09:28
豊田 晃司郎 佐藤 和樹

チーム男前
菅原 凌 齋藤 知哉 笹田 雅大

165 748
Ｚらんな～ずＡ

芝井 桂介 高山 実 長峰 謙

169 166
PFU-BOLT(ボルト)

安彦 幸弘 藤原 規靖 猪岡 順

173 41
ミツイワ)営業部

中原 基希 横江 彩乃 田中 宏幸
1:09:55

板倉 正典 山下 健司

杉本 直生

172 719
Team　Vitals 1

1:09:53
船木 卓也 村岸 康次
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:13:58 (324) 0:26:16 (113) 0:39:53 (103) 0:55:25 (146) 1:10:00 (176)
IT企業の部 (145) 13:58 (324) 12:18 (53) 13:37 (174) 15:32 (465) 14:35 (423)

0:16:03 (602) 0:31:40 (535) 0:42:53 (221) 0:56:20 (172) 1:10:02 (177)
IT企業の部 (146) 16:03 (602) 15:37 (444) 11:13 (17) 13:27 (158) 13:42 (284)

0:14:29 (390) 0:27:59 (224) 0:43:02 (237) 0:56:47 (189) 1:10:05 (178)
IT企業の部 (147) 14:29 (390) 13:30 (156) 15:03 (337) 13:45 (198) 13:18 (231)

0:11:22 (47) 0:28:59 (311) 0:41:58 (178) 0:53:43 (102) 1:10:06 (179)
IT企業の部 (148) 11:22 (47) 17:37 (644) 12:59 (110) 11:45 (24) 16:23 (613)

0:12:49 (162) 0:26:48 (137) 0:42:31 (204) 0:56:32 (178) 1:10:07 (180)
IT企業の部 (149) 12:49 (162) 13:59 (227) 15:43 (422) 14:01 (235) 13:35 (274)

0:10:47 (24) 0:24:26 (45) 0:39:55 (104) 0:56:39 (182) 1:10:10 (181)
IT企業の部 (150) 10:47 (24) 13:39 (172) 15:29 (395) 16:44 (578) 13:31 (267)

0:15:32 (547) 0:28:45 (289) 0:44:24 (309) 0:57:56 (241) 1:10:11 (182)
IT企業の部 (151) 15:32 (547) 13:13 (128) 15:39 (410) 13:32 (171) 12:15 (95)

0:17:37 (691) 0:30:05 (411) 0:41:55 (176) 0:57:36 (225) 1:10:12 (183)
IT企業の部 (152) 17:37 (691) 12:28 (62) 11:50 (32) 15:41 (483) 12:36 (135)

0:14:17 (364) 0:29:46 (381) 0:43:13 (247) 0:56:24 (174) 1:10:17 (184)
IT企業の部 (153) 14:17 (364) 15:29 (426) 13:27 (155) 13:11 (130) 13:53 (310)

0:14:12 (352) 0:28:27 (264) 0:43:22 (256) 0:57:28 (218) 1:10:19 (185)
IT企業の部 (154) 14:12 (352) 14:15 (260) 14:55 (322) 14:06 (249) 12:51 (158)

0:13:49 (301) 0:26:56 (151) 0:41:26 (157) 0:56:02 (165) 1:10:25 (186)
IT企業の部 (155) 13:49 (301) 13:07 (117) 14:30 (272) 14:36 (335) 14:23 (384)

0:12:43 (153) 0:26:29 (122) 0:40:12 (112) 0:55:08 (136) 1:10:25 (187)
IT企業の部 (156) 12:43 (153) 13:46 (185) 13:43 (188) 14:56 (381) 15:17 (510)

0:13:11 (206) 0:28:04 (230) 0:42:53 (222) 0:58:12 (257) 1:10:25 (188)
IT企業の部 (157) 13:11 (206) 14:53 (355) 14:49 (309) 15:19 (432) 12:13 (90)

0:13:13 (213) 0:26:48 (139) 0:39:17 (88) 0:52:18 (70) 1:10:26 (189)
IT企業の部 (158) 13:13 (213) 13:35 (164) 12:29 (66) 13:01 (114) 18:08 (706)

0:12:55 (170) 0:26:48 (138) 0:43:43 (277) 0:56:55 (197) 1:10:27 (190)
IT企業の部 (159) 12:55 (170) 13:53 (205) 16:55 (575) 13:12 (134) 13:32 (268)

0:12:46 (156) 0:26:54 (149) 0:42:06 (186) 0:56:15 (170) 1:10:31 (191)
IT企業の部 (160) 12:46 (156) 14:08 (247) 15:12 (360) 14:09 (257) 14:16 (368)

0:14:17 (363) 0:29:49 (383) 0:42:53 (223) 0:58:13 (258) 1:10:33 (192)
IT企業の部 (161) 14:17 (363) 15:32 (435) 13:04 (121) 15:20 (436) 12:20 (101)

0:13:50 (305) 0:29:19 (343) 0:46:46 (453) 0:58:09 (254) 1:10:33 (193)
一般の部 (32) 13:50 (305) 15:29 (426) 17:27 (610) 11:23 (14) 12:24 (105)

0:13:05 (193) 0:26:39 (131) 0:43:01 (233) 0:57:57 (243) 1:10:36 (194)
IT企業の部 (162) 13:05 (193) 13:34 (163) 16:22 (501) 14:56 (381) 12:39 (142)

0:12:29 (125) 0:27:36 (192) 0:40:59 (141) 0:56:46 (187) 1:10:37 (195)
IT企業の部 (163) 12:29 (125) 15:07 (380) 13:23 (148) 15:47 (498) 13:51 (306)

0:14:08 (344) 0:27:25 (179) 0:41:18 (152) 0:56:54 (196) 1:10:38 (196)
IT企業の部 (164) 14:08 (344) 13:17 (138) 13:53 (211) 15:36 (470) 13:44 (288)

0:12:39 (143) 0:27:48 (209) 0:41:34 (163) 0:57:33 (222) 1:10:47 (197)
IT企業の部 (165) 12:39 (143) 15:09 (385) 13:46 (197) 15:59 (522) 13:14 (219)

0:12:57 (175) 0:30:33 (458) 0:46:58 (467) 0:58:21 (264) 1:10:49 (198)
IT企業の部 (166) 12:57 (175) 17:36 (640) 16:25 (506) 11:23 (14) 12:28 (113)

0:16:46 (648) 0:32:15 (569) 0:46:24 (423) 0:59:00 (297) 1:10:49 (199)
IT企業の部 (167) 16:46 (648) 15:29 (426) 14:09 (239) 12:36 (75) 11:49 (57)

0:13:49 (300) 0:29:08 (319) 0:41:53 (172) 0:54:51 (129) 1:10:51 (200)
IT企業の部 (168) 13:49 (300) 15:19 (402) 12:45 (88) 12:58 (109) 16:00 (582)

1:10:02
陶山 侑里恵 藤井 貴浩

176 211
トレンドマイクロ@YMO2K

1:10:00
山本 剛士 宮園 聡 大久保 智 黒木 哲光 北岡 廣並

177 155

1:10:10
中台 竜太 高木 将也

田守 れい

180 258
日本オプロ

1:10:07
加邉 友晃 森園 健一 松田 明 小林 亮太 本多 晶

小川 雅司 須賀 裕樹

179 145
Tetsuji Runners

1:10:06
大塚 尚之 村田 詩歩 野本 晃 田中 哲二

178 540
シュポポピューン　ドカーン

1:10:05
大川 浩平 工藤 伸一 荒木 真吾

1:10:19
今井 真広 黒田 研

山崎 航

184 532
男組

1:10:17
坂井 孝行 市川 義史 村上 知 石川 優 小宮山 翔舞

轟木 博信 梅木 悠太

183 5
爆走スランプ

1:10:12
紺野 剛文 鮫島 宏樹 蓮沼 克典 早坂 竜

182 641
FINOLAB：LIQUID

1:10:11
大岩 良行 保科 秀之 佐藤 毅

千葉 秋恵 村竹 英至 田中 拓

塚田 航 松田 昌典

187 771
ウォーキングマンズ

1:10:25
小林 優介 佐藤 翼 田中 伸旺 笹本 正盛

186 739
シンプレクス・東軍

1:10:25
村上 大昌 王 晟 三橋 七緒

1:10:33
吉川 雅浩 遠山 義一

郡司 貴行

192 70
金融第1本部チーム

1:10:33
滝口 隆介 市川 佳那江 三浦 和弘 藤井 敬大 福原 智志

中村 光宏 林 雅也

191 793
チーム＠オレンジ

1:10:31
池田 陽介 高山 真彰 野間 英徳 川田 容志

190 585
ecbeing　チームEC

1:10:27
大槻 大輔 斉藤 淳 石川 みなみ

193 332

1:10:47
佐藤 大策 林 由也

後藤 竜佑

196 154
酒場でTABATA リターンズ

1:10:38
倉城 弘典 田畑 功志 木本 英利 貝野 哲也 植田 真五

菅野 博友 中村 祐也

195 699
SystemEXE

1:10:37
山﨑 忠勝 金坂 友理恵 小林 佑輔 伊藤 美帆

194 752
pasonatech-凹

1:10:36
齊藤 亮 高崎 駿 亘 惟一路

佐々木 英幸

200 634
EBS

1:10:51
中川 大介 横澤 健 安田 有紀 渡邉 淳 菅家 仁

水野 浩典 五十嵐 貴光

199 322
クレスコ　マラソン部

1:10:49
嶋田 直樹 長谷川 真紀 清水 潤 雅樂 隆基

198 144
Yutaka Runners

1:10:49
松本 裕 瀧本 恵 久保 圭乃子

ゴジRUN
長谷川 裕大 小林 祐介 茂木 康弘

181 538
光速ぱいレーツ

中川 正 山岸 純也 福岡 優星

185 607
ウイングアーク　東日本営業
統括部

中野 浩士 中原 新平 水島 健人

189 239
Doi’s Frank

加藤 泰大 土居 充 山岸 央青
1:10:26

壷井 章賀 古川 慧

豊田 聡久

188 54
FRC

1:10:25
久我 温紀 坂口 真一

京急マッドマックス線
庭 友孝 石田 健太 利岡 健人

197 476
Lazybones陸上部oldies

杉本 直樹 直井 昌士 長瀬 雅之
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:14:30 (392) 0:29:52 (389) 0:44:38 (323) 0:58:29 (272) 1:10:51 (201)
IT企業の部 (169) 14:30 (392) 15:22 (408) 14:46 (302) 13:51 (218) 12:22 (103)

0:16:04 (606) 0:30:31 (452) 0:43:15 (249) 0:57:29 (219) 1:10:54 (202)
IT企業の部 (170) 16:04 (606) 14:27 (285) 12:44 (87) 14:14 (269) 13:25 (249)

0:13:41 (285) 0:29:28 (359) 0:44:31 (314) 0:58:40 (280) 1:10:57 (203)
IT企業の部 (171) 13:41 (285) 15:47 (464) 15:03 (337) 14:09 (257) 12:17 (97)

0:16:23 (625) 0:27:53 (217) 0:41:31 (161) 0:56:30 (176) 1:10:58 (204)
IT企業の部 (172) 16:23 (625) 11:30 (17) 13:38 (177) 14:59 (388) 14:28 (406)

0:14:37 (407) 0:31:05 (493) 0:45:01 (342) 0:58:07 (253) 1:11:00 (205)
IT企業の部 (173) 14:37 (407) 16:28 (541) 13:56 (218) 13:06 (117) 12:53 (160)

0:11:05 (35) 0:26:09 (109) 0:41:52 (170) 0:59:01 (298) 1:11:01 (206)
IT企業の部 (174) 11:05 (35) 15:04 (374) 15:43 (422) 17:09 (609) 12:00 (71)

0:14:46 (432) 0:29:22 (350) 0:43:00 (230) 0:58:23 (266) 1:11:02 (207)
IT企業の部 (175) 14:46 (432) 14:36 (316) 13:38 (177) 15:23 (440) 12:39 (142)

0:14:19 (368) 0:30:06 (412) 0:42:10 (190) 0:58:01 (248) 1:11:05 (208)
IT企業の部 (176) 14:19 (368) 15:47 (464) 12:04 (41) 15:51 (509) 13:04 (191)

0:16:35 (637) 0:32:45 (601) 0:45:14 (358) 0:57:52 (238) 1:11:06 (209)
一般の部 (33) 16:35 (637) 16:10 (512) 12:29 (66) 12:38 (78) 13:14 (219)

0:13:55 (311) 0:28:30 (270) 0:41:25 (155) 0:55:53 (158) 1:11:07 (210)
IT企業の部 (177) 13:55 (311) 14:35 (314) 12:55 (104) 14:28 (306) 15:14 (503)

0:12:58 (178) 0:29:39 (374) 0:44:35 (320) 0:58:03 (250) 1:11:09 (211)
IT企業の部 (178) 12:58 (178) 16:41 (565) 14:56 (323) 13:28 (161) 13:06 (200)

0:12:13 (98) 0:26:19 (115) 0:42:27 (202) 0:57:41 (229) 1:11:10 (212)
IT企業の部 (179) 12:13 (98) 14:06 (242) 16:08 (475) 15:14 (420) 13:29 (263)

0:13:24 (240) 0:28:34 (276) 0:40:39 (129) 0:57:58 (245) 1:11:11 (213)
IT企業の部 (180) 13:24 (240) 15:10 (386) 12:05 (44) 17:19 (624) 13:13 (216)

0:13:23 (239) 0:26:30 (123) 0:41:09 (148) 0:56:26 (175) 1:11:13 (214)
IT企業の部 (181) 13:23 (239) 13:07 (117) 14:39 (287) 15:17 (427) 14:47 (445)

0:15:45 (571) 0:31:41 (537) 0:45:16 (360) 0:58:39 (279) 1:11:17 (215)
一般の部 (34) 15:45 (571) 15:56 (485) 13:35 (170) 13:23 (151) 12:38 (140)

0:14:25 (375) 0:27:14 (170) 0:40:57 (138) 0:56:36 (181) 1:11:18 (216)
IT企業の部 (182) 14:25 (375) 12:49 (86) 13:43 (188) 15:39 (478) 14:42 (437)

0:11:26 (53) 0:28:39 (282) 0:44:24 (310) 0:56:46 (188) 1:11:20 (217)
IT企業の部 (183) 11:26 (53) 17:13 (612) 15:45 (431) 12:22 (54) 14:34 (419)

0:12:10 (94) 0:28:09 (237) 0:43:30 (260) 0:57:57 (242) 1:11:21 (218)
IT企業の部 (184) 12:10 (94) 15:59 (490) 15:21 (373) 14:27 (302) 13:24 (246)

0:14:55 (461) 0:27:56 (219) 0:41:07 (147) 0:56:54 (194) 1:11:23 (219)
IT企業の部 (185) 14:55 (461) 13:01 (108) 13:11 (133) 15:47 (498) 14:29 (410)

0:11:43 (67) 0:25:18 (74) 0:38:30 (62) 0:54:41 (125) 1:11:23 (220)
IT企業の部 (186) 11:43 (67) 13:35 (164) 13:12 (135) 16:11 (538) 16:42 (635)

0:13:38 (278) 0:29:02 (314) 0:42:34 (207) 0:57:05 (204) 1:11:23 (221)
IT企業の部 (187) 13:38 (278) 15:24 (416) 13:32 (165) 14:31 (319) 14:18 (372)

0:13:10 (205) 0:26:57 (152) 0:43:41 (274) 0:59:22 (318) 1:11:23 (222)
IT企業の部 (188) 13:10 (205) 13:47 (190) 16:44 (546) 15:41 (483) 12:01 (73)

0:15:03 (476) 0:28:52 (296) 0:42:27 (200) 0:57:47 (235) 1:11:24 (223)
一般の部 (35) 15:03 (476) 13:49 (195) 13:35 (170) 15:20 (436) 13:37 (278)

0:15:16 (506) 0:28:10 (241) 0:42:32 (205) 0:57:05 (203) 1:11:24 (224)
IT企業の部 (189) 15:16 (506) 12:54 (95) 14:22 (260) 14:33 (324) 14:19 (373)

0:16:00 (595) 0:30:00 (403) 0:44:34 (319) 0:57:24 (216) 1:11:28 (225)
IT企業の部 (190) 16:00 (595) 14:00 (231) 14:34 (277) 12:50 (91) 14:04 (339)

1:10:51
菊地 芳明 佐藤 正信

安西 亮 菅又 真理子 大沢 薫

矢口 望 鈴木 収崇

203 402
YRL駅伝部B

1:10:57
金田 康 加藤 圭土 田中 智 山口 遼

202 627
インキュベーター

1:10:54
裏山 義隆 木田 謙一 望月 裕矢

1:11:06
中澤 絵理子 竹内 晴哉

近澤 克理

208 412
FM Runners High

1:11:05
榎本 輝明 酒井 秀樹 今野 陽介 坂爪 琢己 塩沢 翔太

杉山 俊輔 早川 和輝

207 625
福島小隊

1:11:02
福島 恵介 飯伏 さおり 市川 侑樹 飯田 幸寿

206 25
MINE

1:11:01
河本 裕樹 山本 拓弥 峯瀧 大二郎

209 223

STS内定者チーム
1:11:11

金子 悠平 荒川 樹里

向山 光

212 319
シャドーメン

1:11:10
金 慶一 岡村 和央司 長尾 敬 藤井 竜一 坂上 哲也

茗原 将 江藤 史隆

211 548
チーム「卓越した技術とサー
ビス」 1:11:09

藤本 孝治 森 博孝 新名 隼信 中澤 洋輔

210 187
ITS ALL STARS

1:11:07
鎌田 侑樹 吉田 遼平 鉢呂 昌彦

種田 聡幸 加藤 裕之

笹川 裕也 今井 功

215 503
好きにしていいよ石井

1:11:17
遠藤 弘之 石井 緑 秋山 和之 高橋 航平

214 655
超時空要塞マクロス

1:11:13
清原 聡 吉田 龍生 高野 康佑

329
シーイーシー

1:11:21
馬場 剛 大近 由紀子 福田 要

217 401
YRL駅伝部A

1:11:20
安部 倫夫 大谷 零

アイビーシー株式会社 ジョギ
ング部 1:11:18

庄司 航 内藤 信一 亀山 悟史

沼倉 紀康 尾崎 健一 太田 貴之

222 677
@Tokyo team YELLOW

1:11:23
小島 康太郎 前田 知也 前田 久美子

221 482
ARC Bチーム

1:11:23
成田 拓也 中村 浩之

三浦 晃佑

225 772
スパイラルアップ

1:11:28
大藏 亘 萩原 涼太

嶋津 集太 古澤 成聖 吉田 在 佐藤 強 松本 悠生

大内 功 内山 源一

223 466
ジャパンギャランティサービス
B 1:11:24

中野 真人 本川 悠平 立羽 雅樹 柳沢 裕之

201 584
アセンテック

佐川 歩 藤田 浩 松浦 崇

205 394
がんばろうWF!

上田 奨 清宮 良治 中山 昴
1:11:00

北原 和也 斉藤 由貴

高橋 亮造

204 594
チームトマト

1:10:58
五月女 亮 高橋 翔子

DL★都心Vメンバー
大谷 良子 増井 正之 幾原 千尋

213 244

熊坂 亮

鹿島 啓介 千秋 麻美 三輪 裕樹

220 348
メルコム陸連1

1:11:23

219 213
トレンドマイクロ@白いブラック
サンダース 1:11:23

亀川 慧

住谷 祐司 松野 佳紀 柳 浩市 中島 けい 佐藤 義典

田中 啓介 磯谷 直樹 福嶋 悠 笠井 将太

青木 学 奈良 健太 藤原 主税

218

224 378
富士通CSL)Fチーム

1:11:24

加藤 優也 岡島 宏明 田中 佳樹

216 428

加藤 悠太 平 泰介
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:13:57 (320) 0:28:24 (260) 0:42:40 (213) 0:57:30 (221) 1:11:30 (226)
IT企業の部 (191) 13:57 (320) 14:27 (285) 14:16 (253) 14:50 (365) 14:00 (328)

0:13:57 (321) 0:26:57 (153) 0:42:08 (187) 0:57:20 (214) 1:11:34 (227)
一般の部 (36) 13:57 (321) 13:00 (107) 15:11 (358) 15:12 (413) 14:14 (364)

0:13:30 (260) 0:28:13 (242) 0:43:37 (269) 0:58:42 (282) 1:11:35 (228)
一般の部 (37) 13:30 (260) 14:43 (328) 15:24 (384) 15:05 (401) 12:53 (160)

0:14:40 (417) 0:27:42 (197) 0:42:23 (196) 0:55:19 (142) 1:11:36 (229)
IT企業の部 (192) 14:40 (417) 13:02 (111) 14:41 (293) 12:56 (103) 16:17 (602)

0:12:39 (142) 0:27:43 (198) 0:41:27 (158) 0:56:45 (185) 1:11:36 (230)
一般の部 (38) 12:39 (142) 15:04 (374) 13:44 (190) 15:18 (430) 14:51 (454)

0:14:37 (409) 0:29:10 (322) 0:42:37 (210) 0:59:06 (300) 1:11:36 (231)
IT企業の部 (193) 14:37 (409) 14:33 (311) 13:27 (155) 16:29 (563) 12:30 (118)

0:15:09 (491) 0:30:15 (428) 0:42:44 (217) 0:56:54 (195) 1:11:41 (232)
IT企業の部 (194) 15:09 (491) 15:06 (377) 12:29 (66) 14:10 (259) 14:47 (445)

0:12:31 (129) 0:27:11 (165) 0:42:27 (201) 0:57:50 (237) 1:11:43 (233)
IT企業の部 (195) 12:31 (129) 14:40 (321) 15:16 (367) 15:23 (440) 13:53 (310)

0:14:04 (333) 0:27:03 (156) 0:44:47 (330) 0:59:12 (307) 1:11:43 (233)
IT企業の部 (195) 14:04 (333) 12:59 (103) 17:44 (635) 14:25 (297) 12:31 (123)

0:12:25 (115) 0:25:10 (68) 0:40:36 (128) 0:56:45 (186) 1:11:44 (235)
IT企業の部 (197) 12:25 (115) 12:45 (80) 15:26 (388) 16:09 (534) 14:59 (477)

0:14:59 (467) 0:28:58 (310) 0:42:42 (215) 0:58:30 (273) 1:11:48 (236)
IT企業の部 (198) 14:59 (467) 13:59 (227) 13:44 (190) 15:48 (502) 13:18 (231)

0:12:30 (126) 0:27:17 (172) 0:44:44 (328) 0:57:41 (230) 1:11:49 (237)
IT企業の部 (199) 12:30 (126) 14:47 (337) 17:27 (610) 12:57 (106) 14:08 (348)

0:13:18 (224) 0:30:15 (426) 0:43:42 (275) 0:58:58 (293) 1:11:51 (238)
IT企業の部 (200) 13:18 (224) 16:57 (587) 13:27 (155) 15:16 (425) 12:53 (160)

0:14:08 (341) 0:27:35 (188) 0:43:31 (262) 0:58:11 (256) 1:11:52 (239)
IT企業の部 (201) 14:08 (341) 13:27 (152) 15:56 (459) 14:40 (345) 13:41 (280)

0:13:25 (243) 0:26:52 (144) 0:43:13 (246) 0:59:17 (313) 1:11:53 (240)
IT企業の部 (202) 13:25 (243) 13:27 (152) 16:21 (497) 16:04 (524) 12:36 (135)

0:13:50 (306) 0:28:08 (235) 0:42:26 (199) 0:58:17 (261) 1:11:53 (241)
IT企業の部 (203) 13:50 (306) 14:18 (267) 14:18 (256) 15:51 (509) 13:36 (276)

0:13:26 (245) 0:27:43 (200) 0:44:32 (317) 0:57:38 (226) 1:11:53 (242)
IT企業の部 (204) 13:26 (245) 14:17 (264) 16:49 (558) 13:06 (117) 14:15 (365)

0:14:18 (367) 0:28:24 (259) 0:40:59 (140) 0:56:22 (173) 1:11:55 (243)
IT企業の部 (205) 14:18 (367) 14:06 (242) 12:35 (76) 15:23 (440) 15:33 (547)

0:14:23 (372) 0:30:06 (412) 0:43:06 (240) 0:56:39 (184) 1:11:56 (244)
一般の部 (39) 14:23 (372) 15:43 (454) 13:00 (116) 13:33 (174) 15:17 (510)

0:18:09 (713) 0:31:11 (501) 0:44:01 (290) 0:58:51 (290) 1:11:56 (245)
IT企業の部 (206) 18:09 (713) 13:02 (111) 12:50 (98) 14:50 (365) 13:05 (196)

0:15:34 (551) 0:28:53 (297) 0:44:31 (315) 0:58:05 (252) 1:11:59 (246)
一般の部 (40) 15:34 (551) 13:19 (143) 15:38 (407) 13:34 (175) 13:54 (315)

0:12:20 (106) 0:27:43 (199) 0:40:00 (106) 0:54:16 (115) 1:12:00 (247)
IT企業の部 (207) 12:20 (106) 15:23 (412) 12:17 (53) 14:16 (273) 17:44 (693)

0:16:02 (598) 0:29:54 (392) 0:44:01 (291) 0:57:44 (234) 1:12:04 (248)
IT企業の部 (208) 16:02 (598) 13:52 (202) 14:07 (232) 13:43 (191) 14:20 (377)

0:13:39 (281) 0:28:47 (293) 0:42:54 (225) 1:00:35 (360) 1:12:06 (249)
IT企業の部 (209) 13:39 (281) 15:08 (383) 14:07 (232) 17:41 (650) 11:31 (38)

0:14:23 (371) 0:30:07 (416) 0:45:50 (383) 0:59:21 (316) 1:12:09 (250)
IT企業の部 (210) 14:23 (371) 15:44 (457) 15:43 (422) 13:31 (169) 12:48 (152)

熊谷 彰 吉武 大作

川嶋 淳一郎 東野 友香 安達 康裕

230 435
崖の上のポニョ

1:11:36
林 秀至 吉澤 里沙 藤川 圭太

229 762
Redhatオペレーションズ

1:11:36
飯田 蔵土 中津 賢介

大河内 真生

竹内 祐樹 猪瀬 健治

233 314
チーム桐野と仲間たち

1:11:43
桐野 博光 石橋 優輔

山田 知則 木村 亮介 田渕 亮平 鷲尾 圭一 松本 裕志

橋本 秀輔 白井 寛之

231 624
チーム板倉～TDGと愉快な仲
間たち～ 1:11:36

板倉 正和 大菅 美佳 六角 賢次 牧野 慎平

上釜 隆志 島原 将敬 吉田 雄一郎

238 374
I-CIS

1:11:51
遠藤 健児 沢田 和昌 永坂 司

237 673
特別選抜チームSF

1:11:49
大石 弘人 松島 宰

秋山 直輝

後藤 浩文 平松 数之

241 533
ランザーズハイ

1:11:53
佐藤 光 齋藤 之博

草田 泰匡 松本 寿弥 和田 恵里奈 井上 好永 栗田 英嗣

長田 雄二 丸 明弘

239 527
(株)豊和

1:11:52
高津 健一 篠山 拓実 篠山 定忠 阿部 道

境 悠 松本 慧斗 宮林 隼

246 299
第5・6事業部

1:11:59
松本 真利奈 赤澤 一成 幅 隆太郎

245 249
STS酒は飲んでも飲まれるな

1:11:56
大野 修也 小幡 恭裕

青木 裕佑

池谷 博之 佐藤 静夏

249 470
Ｊ＆Ｍ　Ｂチーム

1:12:06
宮田 亜希 桑原 雅之

上谷 真也 孫 将司 岡村 和樹 岩下 正吾 杉山 和加

長生 秀幸 廣渡 嘉秀

247 346
我ら愉快な仲間NBEエンジェ
ルス 1:12:00

宇野 健司 小菅 公貴 蔭山 亮 大石 宏之

日向 康子 高松 英彦

228 23
SG with 松

1:11:35

227 167
大和 秀史

山中 一郎 川又 一諒 高橋 智代 松川 洋喜 山田 晋大

PFU-LCMmixedteam2016
1:11:34

尊田 英治 尊田 千穂 望月 香也 加藤 渉

226 639
Oracle CSS 1

1:11:30
ベン ストラウス

232 84
DELL ETS TEAM

1:11:41

南井 大樹 北村 光

236 485
ミライト PEANUTS

1:11:48

235 604
森田 直也

大澤 準也 豊田 一樹 左近允 祐己 篠崎 政人 東條 瑞己

酒豪高瀬と本八幡ランナーズ
1:11:44

後藤 昭彦 鶴岡 健 宮内 祐輔 高瀬 弘明

関根 康智 館野 博光 増子 義和

233 457
チーム猪瀬

1:11:43
薄井 隆志

240 776
KCS Running Team

1:11:53

東 洋平 小出 善一郎

244 297
第3事業部

1:11:56

243 666
金丸 賢司

越智 健二朗 金﨑 卓也 牟田 裕章 洞澤 宏志 丸山 悠由

若手AllStars G
1:11:55

林 和寛 中野 一輝 橋本 英明 金 英乾

鈴木 惇也 吉田 達生 鎌田 昌

242 181
チーム大入

1:11:53
小林 英昭

248 778
雑走集団

1:12:04

綿引 俊平 小川 明孝

浜本 雅英 奥田 将弘 加地 亜砂子

250 479
スマート

1:12:09
冨谷 直輝
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:14:34 (402) 0:28:46 (291) 0:45:19 (362) 0:58:59 (294) 1:12:10 (251)
IT企業の部 (211) 14:34 (402) 14:12 (255) 16:33 (526) 13:40 (186) 13:11 (212)

0:14:37 (408) 0:26:38 (130) 0:39:12 (85) 0:58:21 (263) 1:12:11 (252)
IT企業の部 (212) 14:37 (408) 12:01 (32) 12:34 (74) 19:09 (719) 13:50 (303)

0:12:19 (105) 0:25:14 (71) 0:38:59 (74) 0:54:42 (126) 1:12:12 (253)
IT企業の部 (213) 12:19 (105) 12:55 (96) 13:45 (196) 15:43 (490) 17:30 (686)

0:13:32 (265) 0:28:29 (269) 0:41:10 (149) 0:58:32 (275) 1:12:14 (254)
IT企業の部 (214) 13:32 (265) 14:57 (362) 12:41 (82) 17:22 (629) 13:42 (284)

0:11:36 (60) 0:33:09 (636) 0:46:27 (427) 0:59:21 (317) 1:12:16 (255)
IT企業の部 (215) 11:36 (60) 21:33 (755) 13:18 (141) 12:54 (99) 12:55 (168)

0:12:47 (159) 0:29:45 (379) 0:41:48 (169) 0:59:17 (312) 1:12:18 (256)
IT企業の部 (216) 12:47 (159) 16:58 (591) 12:03 (39) 17:29 (638) 13:01 (182)

0:16:56 (661) 0:33:53 (660) 0:46:27 (426) 0:59:19 (315) 1:12:20 (257)
IT企業の部 (217) 16:56 (661) 16:57 (587) 12:34 (74) 12:52 (95) 13:01 (182)

0:15:54 (587) 0:30:03 (405) 0:44:16 (306) 0:58:22 (265) 1:12:21 (258)
IT企業の部 (218) 15:54 (587) 14:09 (251) 14:13 (247) 14:06 (249) 13:59 (326)

0:10:45 (22) 0:25:02 (60) 0:42:18 (194) 0:57:16 (209) 1:12:22 (259)
IT企業の部 (219) 10:45 (22) 14:17 (264) 17:16 (595) 14:58 (385) 15:06 (490)

0:14:47 (440) 0:27:52 (216) 0:43:56 (287) 0:59:43 (325) 1:12:23 (260)
IT企業の部 (220) 14:47 (440) 13:05 (115) 16:04 (469) 15:47 (498) 12:40 (145)

0:13:08 (200) 0:29:12 (329) 0:43:10 (243) 0:58:36 (278) 1:12:26 (261)
IT企業の部 (221) 13:08 (200) 16:04 (500) 13:58 (219) 15:26 (450) 13:50 (303)

0:13:41 (284) 0:30:46 (475) 0:44:03 (295) 0:59:14 (310) 1:12:30 (262)
IT企業の部 (222) 13:41 (284) 17:05 (599) 13:17 (138) 15:11 (412) 13:16 (225)

0:14:46 (433) 0:29:52 (388) 0:46:16 (414) 1:00:00 (332) 1:12:31 (263)
一般の部 (41) 14:46 (433) 15:06 (377) 16:24 (503) 13:44 (194) 12:31 (123)

0:12:57 (174) 0:28:32 (274) 0:41:52 (171) 0:57:43 (233) 1:12:32 (264)
IT企業の部 (223) 12:57 (174) 15:35 (442) 13:20 (143) 15:51 (509) 14:49 (450)

0:13:01 (183) 0:30:27 (446) 0:46:08 (403) 0:58:10 (255) 1:12:34 (265)
IT企業の部 (224) 13:01 (183) 17:26 (629) 15:41 (418) 12:02 (35) 14:24 (389)

0:13:22 (236) 0:30:51 (484) 0:45:32 (370) 0:59:36 (322) 1:12:34 (266)
一般の部 (42) 13:22 (236) 17:29 (634) 14:41 (293) 14:04 (246) 12:58 (176)

0:14:51 (449) 0:27:58 (223) 0:44:10 (298) 0:58:49 (287) 1:12:35 (267)
一般の部 (43) 14:51 (449) 13:07 (117) 16:12 (484) 14:39 (342) 13:46 (296)

0:15:40 (564) 0:29:20 (346) 0:46:12 (410) 1:00:29 (354) 1:12:40 (268)
一般の部 (44) 15:40 (564) 13:40 (177) 16:52 (565) 14:17 (277) 12:11 (88)

0:15:48 (577) 0:29:38 (372) 0:45:44 (380) 0:59:52 (328) 1:12:41 (269)
一般の部 (45) 15:48 (577) 13:50 (198) 16:06 (473) 14:08 (254) 12:49 (153)

0:13:13 (214) 0:27:49 (212) 0:42:40 (212) 0:58:16 (260) 1:12:43 (270)
IT企業の部 (225) 13:13 (214) 14:36 (316) 14:51 (313) 15:36 (470) 14:27 (402)

0:13:18 (225) 0:31:32 (523) 0:46:28 (430) 0:59:00 (296) 1:12:43 (271)
IT企業の部 (226) 13:18 (225) 18:14 (680) 14:56 (323) 12:32 (68) 13:43 (286)

0:16:33 (634) 0:30:34 (460) 0:45:13 (354) 0:59:41 (324) 1:12:45 (272)
IT企業の部 (227) 16:33 (634) 14:01 (232) 14:39 (287) 14:28 (306) 13:04 (191)

0:16:30 (631) 0:32:45 (602) 0:46:13 (412) 0:59:06 (301) 1:12:47 (273)
IT企業の部 (228) 16:30 (631) 16:15 (518) 13:28 (160) 12:53 (97) 13:41 (280)

0:13:36 (274) 0:29:34 (366) 0:44:14 (303) 0:57:17 (210) 1:12:49 (274)
IT企業の部 (229) 13:36 (274) 15:58 (488) 14:40 (291) 13:03 (116) 15:32 (545)

0:14:38 (412) 0:30:40 (469) 0:43:55 (286) 0:57:04 (202) 1:12:50 (275)
IT企業の部 (230) 14:38 (412) 16:02 (498) 13:15 (136) 13:09 (125) 15:46 (568)

森 栄治 井上 普 松本 崇

254 215
トレンドマイクロ@チームE

1:12:14
中村 勇太 松澤 禎史 水内 周平

253 722
DFVDS

1:12:12
根木 雅由 徳永 秀彰

吉川 実

薮内 智志 小椋 量友紀

257 536
チューリップ

1:12:20
佐藤 瑞貴 古賀 兆治

磯本 顕太郎 小林 かおる 鈴木 正 中尾 義道 山路 浩司

三上 麻友子 松坂 謙太郎

255 101
GRANDITトータス

1:12:16
田水 港一 吉村 直和 千賀 淳一 長内 賢

冨田  ありさ 藤田   健太 相澤  孝

262 389
MIFKY

1:12:30
村上 真之 伊藤 孝行 福井 貴司

261 107
ふじたんず

1:12:26
宮坂   修平 磯田  なつみ

堀江 斉

佐藤 伊佐 小泉 真吾

265 501
愛徳会（ＮＩ＋Ｃゴールド）

1:12:34
木村 洋 鎌田 晃治

市村 雄 砂田 暁 青井 裕之 中野 洋輔 川原 英明

小林 祐一 吉永 豪介

263 404
シン・モスラ

1:12:31
大志野 孝紀 柳澤 徳孝 品川 純子 吉本 行広

大塚 春奈 早谷 香菜子 井上 直樹

270 781
Oracle Hustles

1:12:43
市川 孟志 張 楠 新倉 晶子

269 434
爆弾ファイブ

1:12:41
田中 靖洋 関口 来未

三浦 光

加藤 淳史 片岡 正博

273 67
ASハイパー

1:12:47
道正 誠 上田 隼人

伊藤 慎一 池田 拓磨 平井 徹也 片山 嘉彦 棚原 泰隆

深沢 宏平 小幡 創

271 265
京滋奈

1:12:43
森岡 大裕 片上 政男 渡邉 真司 杉本 保

252 629
i-OPEN

1:12:11

251 650
志村 智春

沖山 裕之 橋爪 牧子 須田 純平 村田 友樹 馬場 聡

FessチームD
1:12:10

北岡 遼 鈴木 浩一 仲西 健 高橋 一哲

256 405
愛徳会（CSIソリューションズ）

1:12:18

小山 裕輔 礒崎 直人

260 343
はる３０２＋青木

1:12:23

259 153
西掘 祐太郎

角田 茜 青木 篤 遠山 晴之 一瀬 順子 御厨 奈美子

Team Elite X3
1:12:22

安尾 浩誠 島村 夕莉香 小関 誠 西嶋 正則

中澤 輝雄 樅木 祐太 渡辺 健太

258 305
クオリティソフトISMチーム

1:12:21
里見 啓太

264 514
ちゃらリーマン

1:12:32

古江 洋平 高橋 諒

268 22
ディズニークレオ

1:12:40

267 261
広神 涼也

川辺 政浩 三浦 泰 矢野 隆一 古賀 裕一 北井 仁雄

動画ズ
1:12:35

清水 陽平 佐々木 拓音 帆刈 拓海 篠崎 隆幸

菅 康明 田嶋 慎太郎 多田 裕介

266 593
風会　北

1:12:34
山崎 民雄

272 115
FYito14 Menbers

1:12:45

西ヶ谷 健史 小林 進

275 746
藤田 怜

ガソリン人力車
1:12:50

福田 聖士 青木 大将 本橋 海斗 川島 彰人

川上 徹 西川 宏 木村 誠

274 72
CTCS-Runknown

1:12:49
樋口 準吾
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:17:44 (699) 0:31:45 (543) 0:48:13 (543) 1:00:47 (371) 1:12:50 (276)
IT企業の部 (231) 17:44 (699) 14:01 (232) 16:28 (511) 12:34 (73) 12:03 (77)

0:13:17 (223) 0:28:10 (239) 0:42:58 (227) 0:57:42 (231) 1:12:57 (277)
IT企業の部 (232) 13:17 (223) 14:53 (355) 14:48 (307) 14:44 (352) 15:15 (504)

0:14:31 (396) 0:29:21 (347) 0:46:11 (409) 1:00:04 (336) 1:12:59 (278)
IT企業の部 (233) 14:31 (396) 14:50 (347) 16:50 (559) 13:53 (222) 12:55 (168)

0:12:03 (87) 0:26:26 (118) 0:45:08 (352) 0:57:53 (239) 1:13:02 (279)
一般の部 (46) 12:03 (87) 14:23 (277) 18:42 (684) 12:45 (85) 15:09 (493)

0:16:13 (613) 0:32:24 (580) 0:47:07 (476) 1:01:09 (390) 1:13:03 (280)
IT企業の部 (234) 16:13 (613) 16:11 (515) 14:43 (300) 14:02 (240) 11:54 (63)

0:13:55 (313) 0:30:26 (444) 0:46:24 (424) 1:01:27 (406) 1:13:03 (281)
IT企業の部 (235) 13:55 (313) 16:31 (550) 15:58 (462) 15:03 (397) 11:36 (45)

0:12:26 (121) 0:28:55 (303) 0:42:15 (192) 1:00:08 (341) 1:13:03 (282)
一般の部 (47) 12:26 (121) 16:29 (546) 13:20 (143) 17:53 (661) 12:55 (168)

0:14:46 (437) 0:31:17 (506) 0:46:57 (465) 1:00:43 (368) 1:13:04 (283)
IT企業の部 (236) 14:46 (437) 16:31 (550) 15:40 (415) 13:46 (205) 12:21 (102)

0:15:16 (507) 0:29:30 (361) 0:43:18 (253) 0:55:42 (155) 1:13:06 (284)
IT企業の部 (237) 15:16 (507) 14:14 (258) 13:48 (199) 12:24 (57) 17:24 (677)

0:12:08 (92) 0:25:59 (99) 0:43:01 (231) 0:58:29 (270) 1:13:06 (285)
IT企業の部 (238) 12:08 (92) 13:51 (200) 17:02 (581) 15:28 (457) 14:37 (429)

0:14:34 (400) 0:27:48 (208) 0:42:47 (220) 0:56:48 (191) 1:13:07 (286)
一般の部 (48) 14:34 (400) 13:14 (130) 14:59 (331) 14:01 (235) 16:19 (607)

0:15:28 (535) 0:29:40 (375) 0:43:50 (285) 0:58:42 (284) 1:13:08 (287)
一般の部 (49) 15:28 (535) 14:12 (255) 14:10 (243) 14:52 (373) 14:26 (397)

0:14:08 (342) 0:29:59 (402) 0:42:35 (208) 0:56:55 (197) 1:13:09 (288)
IT企業の部 (239) 14:08 (342) 15:51 (473) 12:36 (78) 14:20 (287) 16:14 (597)

0:16:23 (623) 0:30:15 (427) 0:42:19 (195) 0:56:31 (177) 1:13:10 (289)
IT企業の部 (240) 16:23 (623) 13:52 (202) 12:04 (41) 14:12 (263) 16:39 (630)

0:15:24 (528) 0:28:42 (284) 0:45:13 (356) 0:58:41 (281) 1:13:13 (290)
IT企業の部 (241) 15:24 (528) 13:18 (141) 16:31 (522) 13:28 (161) 14:32 (416)

0:13:16 (220) 0:28:26 (261) 0:44:50 (335) 0:58:50 (288) 1:13:13 (291)
IT企業の部 (242) 13:16 (220) 15:10 (386) 16:24 (503) 14:00 (233) 14:23 (384)

0:13:02 (185) 0:28:44 (288) 0:44:50 (334) 0:59:02 (299) 1:13:14 (292)
IT企業の部 (243) 13:02 (185) 15:42 (453) 16:06 (473) 14:12 (263) 14:12 (358)

0:15:29 (539) 0:29:37 (370) 0:42:06 (185) 0:56:53 (193) 1:13:15 (293)
IT企業の部 (244) 15:29 (539) 14:08 (247) 12:29 (66) 14:47 (358) 16:22 (611)

0:12:09 (93) 0:27:32 (186) 0:43:06 (241) 0:58:25 (267) 1:13:20 (294)
一般の部 (50) 12:09 (93) 15:23 (412) 15:34 (399) 15:19 (432) 14:55 (470)

0:14:41 (423) 0:30:03 (404) 0:45:57 (389) 0:59:15 (311) 1:13:20 (295)
IT企業の部 (245) 14:41 (423) 15:22 (408) 15:54 (455) 13:18 (144) 14:05 (340)

0:13:36 (273) 0:28:46 (292) 0:41:55 (175) 0:57:09 (206) 1:13:20 (296)
IT企業の部 (246) 13:36 (273) 15:10 (386) 13:09 (127) 15:14 (420) 16:11 (594)

0:13:49 (302) 0:29:57 (399) 0:48:26 (553) 1:01:08 (389) 1:13:21 (297)
IT企業の部 (247) 13:49 (302) 16:08 (509) 18:29 (672) 12:42 (81) 12:13 (90)

0:14:00 (328) 0:28:46 (290) 0:43:42 (276) 1:01:45 (423) 1:13:21 (298)
IT企業の部 (248) 14:00 (328) 14:46 (335) 14:56 (323) 18:03 (674) 11:36 (45)

0:14:10 (348) 0:28:57 (307) 0:43:48 (283) 1:00:07 (339) 1:13:23 (299)
IT企業の部 (249) 14:10 (348) 14:47 (337) 14:51 (313) 16:19 (552) 13:16 (225)

0:12:57 (177) 0:28:35 (278) 0:44:46 (329) 0:58:00 (247) 1:13:25 (300)
一般の部 (51) 12:57 (177) 15:38 (446) 16:11 (483) 13:14 (138) 15:25 (526)

松浦 高久 大門 一歩 愛澤 勝巳

278 71
チーム次世代

1:12:59
高嶋 祥允 神原 瞳 石原 香澄

277 316
エスコＢ

1:12:57
佐藤 勇二 小川 武

佐久間 卓也

中野 愛里 矢吹 彩

281 519
コムシスネット３

1:13:03
横田 冬樹 西山 政三

末松 俊也 藤田 朋之 藤井 常貴 中岡 雅義 種村 和哉

伊藤 敬大 瀬戸口 啓介

279 331
Burst of Body

1:13:02
内田 優作 高田 亮 佐藤 裕和 利岡 英和

吉岡 由紀 髙井 いつ子 平川 博正

286 663
ホリケン会計事務所

1:13:07
瀬戸 隆浩 竹中 雅敏 野口 裕介

285 380
富士通CSL)Sチーム

1:13:06
別府 俊康 小林 大介

佐藤 勝巳

森本 航 小倉 律子

289 238
チームエキサイト

1:13:10
二方 隼人 小澤 好正

中村 光 東畑 千波 加藤 祥 三宅 健史 細井 真太郎

簗田 久幸 堀内 健太郎

287 756
チーム桃家

1:13:08
鷹木 伸也 石坂 祐子 田中 辰秀 楠本 夕貴子

打木 大介 伊藤 千晴 鈴木 竜太郎

294 94
DellRetailFantasista

1:13:20
桜井 亮太 西山 慶 梶田 和宏

293 143
あっぷす

1:13:15
雨宮 洋輝 村田 竜二

ＡＮＳＨＵＬ ＣＨＨＡＢＲＡ

田中 貴大 荻津 亮二

297 268
さんそりゅ1

1:13:21
髙木 謙 石井 駿

川村 雅人 大谷 祐介 佐伯 泰斗 栁澤 雅之 田森 健太

福田 健一 杉江 秀基

295 601
チーム美酒ラン

1:13:20
李 承勳 村井 和日子 青木 さやか 曲渕 亮

276 779
スキルハウス

1:12:50
坪川 義之 Ｂｏｇｕｃｋａ Ｍａｒｉｅｌｌｅ 井上 定信 Ｗｉｌｓｏｎ Ｌｕｋｅ Ｖｅｌｌｉｓ Ｎｉｇｅｌ

280 740
愛徳会(DCR)

1:13:03

金子 千紘 山田 徳史

284 603
スター福地と本八幡ランナー
ズ 1:13:06

283 695
田邊 久太

那須川 祐一 吉田 幸司 福地 健司 清田 広明 三浦 雄一

みんなのマーケット（C）
1:13:04

平井 文子 美曽作 孝裕 田島 新 鈴木 太悠

仲嶺 守澄 黒田 寛瞭 武川 佳暉

282 788
山田ブラザーズ

1:13:03
齋藤 洋輔

288 150
Z-on

1:13:09

上口 健太郎 巻島 大典

292 364
ソルクシーズ１

1:13:14

291 733
斉藤 凌哉

一島 祐一郎 森前 陽介 江間 恭平 高橋 寛行 中澤 万伊子

ミライトSOL推・熱血ファイター
ズZ 1:13:13

佐々木 淳一 山本 希 大柿 慎也 平野 正人

橋本 正有 中條 寿人 高田 倫矢

290 344
我ら愉快な仲間NBE

1:13:13
横木 隆郎

296 581
てきさん

1:13:20

辻 安寿久 新田 哲

300 295
第2事業部A

1:13:25

299 64
洞口 貴司

池田 守 南山 勇人 白井 花苗 吉田 圭吾 岡田 辰憲

ハイパー部長チーム
1:13:23

塩澤 薫 市橋 幸男 瀬沼 博之 竹之下 太地

高畑 知子 飯塚 一輝 柴 徹

298 123
アイアンマンB

1:13:21
赤池 淑史

12/31



上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:12:42 (149) 0:26:07 (107) 0:41:20 (153) 0:58:59 (295) 1:13:30 (301)
IT企業の部 (250) 12:42 (149) 13:25 (150) 15:13 (362) 17:39 (648) 14:31 (414)

0:12:52 (164) 0:26:35 (126) 0:45:21 (366) 0:59:09 (303) 1:13:34 (302)
IT企業の部 (251) 12:52 (164) 13:43 (180) 18:46 (687) 13:48 (209) 14:25 (392)

0:13:27 (250) 0:27:35 (190) 0:41:40 (166) 0:58:57 (292) 1:13:34 (303)
IT企業の部 (252) 13:27 (250) 14:08 (247) 14:05 (231) 17:17 (619) 14:37 (429)

0:17:27 (683) 0:33:20 (646) 0:45:03 (346) 0:57:39 (227) 1:13:35 (304)
IT企業の部 (253) 17:27 (683) 15:53 (479) 11:43 (28) 12:36 (75) 15:56 (576)

0:15:47 (573) 0:31:17 (507) 0:46:46 (451) 1:00:28 (352) 1:13:35 (305)
IT企業の部 (254) 15:47 (573) 15:30 (431) 15:29 (395) 13:42 (189) 13:07 (204)

0:14:41 (421) 0:29:25 (352) 0:44:36 (321) 0:59:48 (326) 1:13:36 (306)
IT企業の部 (255) 14:41 (421) 14:44 (332) 15:11 (358) 15:12 (413) 13:48 (299)

0:14:53 (455) 0:29:10 (323) 0:43:11 (245) 1:01:15 (395) 1:13:38 (307)
IT企業の部 (256) 14:53 (455) 14:17 (264) 14:01 (224) 18:04 (676) 12:23 (104)

0:11:38 (62) 0:25:48 (97) 0:43:10 (244) 0:57:30 (220) 1:13:45 (308)
一般の部 (52) 11:38 (62) 14:10 (252) 17:22 (604) 14:20 (287) 16:15 (599)

0:14:36 (405) 0:29:05 (317) 0:40:46 (135) 0:58:15 (259) 1:13:47 (309)
IT企業の部 (257) 14:36 (405) 14:29 (293) 11:41 (27) 17:29 (638) 15:32 (545)

0:14:40 (418) 0:30:13 (421) 0:42:09 (189) 0:57:22 (215) 1:13:47 (310)
IT企業の部 (258) 14:40 (418) 15:33 (439) 11:56 (35) 15:13 (418) 16:25 (614)

0:12:03 (88) 0:24:36 (52) 0:38:37 (67) 0:59:26 (319) 1:13:50 (311)
一般の部 (53) 12:03 (88) 12:33 (70) 14:01 (224) 20:49 (746) 14:24 (389)

0:14:28 (387) 0:30:37 (462) 0:44:02 (294) 0:57:58 (244) 1:13:54 (312)
IT企業の部 (259) 14:28 (387) 16:09 (511) 13:25 (152) 13:56 (225) 15:56 (576)

0:17:18 (678) 0:31:11 (500) 0:45:34 (372) 0:58:17 (262) 1:13:55 (313)
IT企業の部 (260) 17:18 (678) 13:53 (205) 14:23 (264) 12:43 (83) 15:38 (556)

0:14:48 (442) 0:30:06 (414) 0:46:21 (418) 1:00:06 (338) 1:13:55 (314)
IT企業の部 (261) 14:48 (442) 15:18 (401) 16:15 (489) 13:45 (198) 13:49 (300)

0:14:56 (464) 0:29:44 (378) 0:47:19 (490) 1:00:38 (364) 1:13:56 (315)
IT企業の部 (262) 14:56 (464) 14:48 (341) 17:35 (624) 13:19 (146) 13:18 (231)

0:15:15 (503) 0:35:48 (710) 0:48:44 (566) 1:02:28 (455) 1:13:57 (316)
IT企業の部 (263) 15:15 (503) 20:33 (747) 12:56 (105) 13:44 (194) 11:29 (37)

0:15:18 (513) 0:30:05 (410) 0:44:15 (305) 1:01:33 (411) 1:13:58 (317)
IT企業の部 (264) 15:18 (513) 14:47 (337) 14:10 (243) 17:18 (623) 12:25 (107)

0:12:40 (145) 0:24:58 (59) 0:39:12 (84) 0:57:18 (212) 1:13:59 (318)
IT企業の部 (265) 12:40 (145) 12:18 (53) 14:14 (249) 18:06 (679) 16:41 (634)

0:15:54 (585) 0:28:10 (240) 0:46:23 (421) 1:00:58 (379) 1:14:02 (319)
IT企業の部 (266) 15:54 (585) 12:16 (50) 18:13 (655) 14:35 (333) 13:04 (191)

0:13:39 (280) 0:29:46 (380) 0:42:42 (214) 1:01:02 (381) 1:14:03 (320)
IT企業の部 (267) 13:39 (280) 16:07 (507) 12:56 (105) 18:20 (689) 13:01 (182)

0:14:42 (426) 0:30:04 (409) 0:46:14 (413) 1:00:39 (365) 1:14:07 (321)
一般の部 (54) 14:42 (426) 15:22 (408) 16:10 (479) 14:25 (297) 13:28 (262)

0:13:47 (297) 0:29:35 (368) 0:46:11 (408) 0:59:30 (321) 1:14:07 (322)
IT企業の部 (268) 13:47 (297) 15:48 (467) 16:36 (531) 13:19 (146) 14:37 (429)

0:16:27 (627) 0:30:14 (425) 0:46:00 (391) 1:00:50 (372) 1:14:08 (323)
一般の部 (55) 16:27 (627) 13:47 (190) 15:46 (434) 14:50 (365) 13:18 (231)

0:11:55 (78) 0:26:29 (121) 0:42:55 (226) 0:58:33 (276) 1:14:09 (324)
一般の部 (56) 11:55 (78) 14:34 (313) 16:26 (508) 15:38 (474) 15:36 (553)

0:14:31 (393) 0:28:14 (246) 0:43:37 (270) 0:58:27 (268) 1:14:10 (325)
一般の部 (57) 14:31 (393) 13:43 (180) 15:23 (379) 14:50 (365) 15:43 (565)

堀口 高志 山上 正彦 飛嶋 聖也

302 38
れすたーしてぃ

1:13:34
横山 幸作 岡村 恒平 小倉 明矩

301 152
飛嶋ジャパン

1:13:30
田中 祐之 沢田 亮太

小山 哲司

長住 俊祐 立石 智則

305 486
パソナテック

1:13:35
樋口 晃太 窪田 沙里

荒川 恭希 加治屋 輝 小石 晴哉人 塩谷 章 岩田 和典

古山 大輔 安田 忠浩

303 520
コムシスネット４

1:13:34
山中 俊夫 西山 将寛 勝部 学 大野 博志

大原 慶太 中野 和幸 山原 瞬

310 104
しょうじこうじ

1:13:47
土屋 修 荘司 日奈子 能勢 和幸

309 575
Team Doragon B

1:13:47
奥江 孝介 神尾 岳明

原田 慎二郎

松ヶ谷 新吾 佐藤 健

313 667
株式会社アジルコア

1:13:55
安島 徹 宮武 克己

嶋田 裕太 荻野 敬太 途中 隆人 森山 直樹 村松 将斗

宮下 宏志 田上 亮

311 294
第1事業部B

1:13:50
堀川 昂佑 堀川 秀之 石川 大我 猪爪 博

安里 元 山田 朋宏 馬場 淳

318 632
チーム辻

1:13:59
辻 直樹 藏森 雅子 西郡 香寿美

317 134
ネコにVodka。

1:13:58
竹内 靖史 神村 広志

高橋 陽介

小林 朗 石橋 妙子

321 592
風会　南

1:14:07
高取 健治 丸山 千晶

関根 健 金井 良太 黒島 圭 内山 大輔 加藤 大受

黒木 鉄矢 森岡 恭兵

319 649
FessチームC

1:14:02
百鳥 雅浩 渡辺 健太 西村 真悟 加藤 真人

濱尾 信之介 本田 邦彦 市塚 貴一
325 90

三代目ゴーゴー ゴマ油風呂
ちゃん 1:14:10

田中 潤壱 吉川 達也

304 554
Team　中日本

1:13:35

大野 裕之 増田 洋一

308 757
アブナイカモＡ

1:13:45

307 547
田村 文彦

粒来 航輝 阿南 拓 新富 悠梨 酒井 拓人 柏原 英行

TMR12
1:13:38

鈴木 正志 坂口 貴之 三浦 克利 外山 正広

関 真幸 林 光人 北山 拓

306 370
ＤＣＳマラソン部最速チーム

1:13:36
音喜多 陸海

312 561
TACT　シンシズミタカメイド

1:13:54

戸村 泰則 辻 賢

316 130
おにょにょ？

1:13:57

315 129
柴垣 剛志

平塚 尚輝 小野 小百合 西谷 岳 中畝 剛 増田 友徳

チームZ
1:13:56

中川 学 竹中 久司 山口 由希子 福満 征太朗

濱 勝巳 山田 勝利 横田 哲

314 210
トレンドマイクロ
@CyberRunner 1:13:55

岡野 伸裕

320 605
3kus

1:14:03

小松崎 真一 定松 敬輔

324 19
安全第一

1:14:09

323 296
長谷川 裕二

小林 繁俊 梅田 直弥 岩男 駿佑 飯野 雅弘 出口 輝

第2事業部B
1:14:08

山口 由里子 平川 紀章 井口 知宙 安藤 寛敏

河内 智哉 本橋 雅資 小林 賢二

322 369
SCSKパーフェクトピーマン

1:14:07
菊田 慶貴
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:15:15 (505) 0:29:58 (400) 0:46:18 (415) 1:01:11 (393) 1:14:11 (326)
IT企業の部 (269) 15:15 (505) 14:43 (328) 16:20 (494) 14:53 (375) 13:00 (180)

0:13:48 (299) 0:27:05 (157) 0:42:11 (191) 0:55:45 (156) 1:14:13 (327)
IT企業の部 (270) 13:48 (299) 13:17 (138) 15:06 (344) 13:34 (175) 18:28 (712)

0:13:14 (216) 0:27:44 (206) 0:43:41 (273) 1:01:01 (380) 1:14:13 (328)
IT企業の部 (271) 13:14 (216) 14:30 (297) 15:57 (461) 17:20 (627) 13:12 (214)

0:13:35 (271) 0:30:18 (431) 0:46:37 (440) 1:01:43 (422) 1:14:16 (329)
IT企業の部 (272) 13:35 (271) 16:43 (571) 16:19 (493) 15:06 (402) 12:33 (127)

0:13:09 (202) 0:27:50 (213) 0:45:06 (350) 1:00:14 (345) 1:14:20 (330)
IT企業の部 (273) 13:09 (202) 14:41 (324) 17:16 (595) 15:08 (408) 14:06 (344)

0:13:28 (253) 0:28:56 (305) 0:44:15 (304) 1:00:27 (351) 1:14:22 (331)
IT企業の部 (274) 13:28 (253) 15:28 (425) 15:19 (370) 16:12 (540) 13:55 (317)

0:13:32 (266) 0:28:44 (286) 0:44:14 (301) 1:01:03 (383) 1:14:23 (332)
IT企業の部 (275) 13:32 (266) 15:12 (391) 15:30 (397) 16:49 (589) 13:20 (238)

0:15:05 (483) 0:29:12 (327) 0:43:59 (289) 0:57:49 (236) 1:14:27 (333)
IT企業の部 (276) 15:05 (483) 14:07 (246) 14:47 (306) 13:50 (216) 16:38 (628)

0:15:22 (526) 0:29:26 (353) 0:45:20 (363) 0:59:11 (304) 1:14:29 (334)
一般の部 (58) 15:22 (526) 14:04 (239) 15:54 (455) 13:51 (218) 15:18 (512)

0:14:27 (382) 0:28:58 (308) 0:44:23 (308) 1:00:28 (353) 1:14:29 (335)
IT企業の部 (277) 14:27 (382) 14:31 (303) 15:25 (386) 16:05 (526) 14:01 (332)

0:14:37 (406) 0:29:48 (382) 0:44:10 (299) 1:01:24 (402) 1:14:29 (336)
IT企業の部 (278) 14:37 (406) 15:11 (390) 14:22 (260) 17:14 (615) 13:05 (196)

0:15:01 (471) 0:28:57 (306) 0:46:06 (400) 1:00:01 (333) 1:14:31 (337)
IT企業の部 (279) 15:01 (471) 13:56 (216) 17:09 (586) 13:55 (224) 14:30 (412)

0:11:57 (80) 0:32:12 (566) 0:43:09 (242) 1:00:31 (356) 1:14:32 (338)
IT企業の部 (280) 11:57 (80) 20:15 (745) 10:57 (11) 17:22 (629) 14:01 (332)

0:15:10 (493) 0:29:42 (376) 0:43:30 (261) 0:58:03 (249) 1:14:34 (339)
IT企業の部 (281) 15:10 (493) 14:32 (306) 13:48 (199) 14:33 (324) 16:31 (621)

0:16:42 (644) 0:31:12 (503) 0:46:33 (438) 1:01:34 (413) 1:14:35 (340)
IT企業の部 (282) 16:42 (644) 14:30 (297) 15:21 (373) 15:01 (392) 13:01 (182)

0:13:29 (256) 0:30:11 (418) 0:41:54 (174) 0:57:19 (213) 1:14:36 (341)
IT企業の部 (283) 13:29 (256) 16:42 (567) 11:43 (28) 15:25 (448) 17:17 (671)

0:16:04 (604) 0:33:01 (629) 0:47:25 (494) 1:01:21 (397) 1:14:38 (342)
IT企業の部 (284) 16:04 (604) 16:57 (587) 14:24 (267) 13:56 (225) 13:17 (230)

0:15:20 (518) 0:30:20 (435) 0:43:44 (278) 0:58:42 (283) 1:14:39 (343)
IT企業の部 (285) 15:20 (518) 15:00 (370) 13:24 (151) 14:58 (385) 15:57 (578)

0:12:34 (134) 0:25:33 (85) 0:44:40 (325) 0:59:11 (305) 1:14:41 (344)
IT企業の部 (286) 12:34 (134) 12:59 (103) 19:07 (705) 14:31 (319) 15:30 (539)

0:14:52 (451) 0:31:16 (504) 0:45:38 (376) 0:59:55 (330) 1:14:46 (345)
IT企業の部 (287) 14:52 (451) 16:24 (534) 14:22 (260) 14:17 (277) 14:51 (454)

0:14:54 (459) 0:29:13 (332) 0:46:46 (452) 1:00:54 (378) 1:14:54 (346)
IT企業の部 (288) 14:54 (459) 14:19 (270) 17:33 (623) 14:08 (254) 14:00 (328)

0:14:09 (346) 0:31:10 (498) 0:45:13 (355) 1:02:00 (433) 1:14:55 (347)
一般の部 (59) 14:09 (346) 17:01 (596) 14:03 (228) 16:47 (586) 12:55 (168)

0:12:21 (108) 0:27:01 (154) 0:42:08 (188) 0:58:03 (251) 1:14:55 (348)
IT企業の部 (289) 12:21 (108) 14:40 (321) 15:07 (349) 15:55 (517) 16:52 (645)

0:18:24 (720) 0:36:22 (724) 0:50:58 (662) 1:03:45 (522) 1:14:55 (349)
IT企業の部 (290) 18:24 (720) 17:58 (668) 14:36 (282) 12:47 (88) 11:10 (19)

0:10:51 (26) 0:28:44 (287) 0:43:01 (235) 0:58:50 (289) 1:14:58 (350)
IT企業の部 (291) 10:51 (26) 17:53 (662) 14:17 (254) 15:49 (504) 16:08 (589)

326 422
SFDC-A

1:14:11
河出 ゆかり 藤原 清美 清田 美幸

梅田 友彦

皿谷 吉孝 門側 拓巳

329 393
まけるなST!

1:14:16
井東 慎太郎 小林 淳

佐藤 導吉 八重尾 俊壽 見木 武人 原田 脩平 猪股 一行

前川 洋平 横尾 克久

327 580
FCハツラツ

1:14:13
斎藤 大将 古川 達也 小川 和晃 新井 謙太郎

大井 彰子 中川 利之 草野 裕也

334 96
JP_Pub_M

1:14:29
本田 裕紀 村田 久志 安藤 保太郎

333 125
アンナスキスキ―

1:14:27
鳥海 資生 小西 徹

渋沢 拓也

吉田 瑞穂 山﨑 雄太

337 761
SalesforceでGO

1:14:31
千田 麻理子 菅原 義智

秋保 陽介 藤原 薫 花田 真人 今泉 芳延 釜山 公徳

妹川 公亮 鈴木 康弘

335 420
ミライトLadys&Gentlemen2

1:14:29
青柳 陽介 小林 弘幸 納谷 祐太 堀江 亜希子

木山 輝義 高波 明 荒木 巧

342 518
コムシスネット２

1:14:38
加賀原 正樹 齊藤 充彦 三宅 辰徳

341 426
えどむらS

1:14:36
堀 昌司 小野内 貴啓

藤木 卓馬

増田 尚行 谷 淳史

345 529
走るよハメ太郎

1:14:46
岡澤 篤史 深作 恒太

丹波 勇良 木村 瑞樹 渡辺 夏生 四方 清和 左山 裕二

五十嵐 亮一 吉田 一勝

343 491
愛徳会（NDIS－１）

1:14:39
加藤 靖則 岩井 淳文 牧 周作 中村 正太

和田 泉 井上 格太 西地 達也

350 675
ボールド２

1:14:58
渡辺 智也 石川 直之 風間 圭太

349 354
FINOLAB:皆の為に汗かきま
す運営部 1:14:55

蓮村 俊彰 齋木 健次

新崎 辰二 喜田 智也

328 453
ＴＳＨ＿Ｃ

1:14:13

石山 直大 木田 貴大

332 205
TransAct

1:14:23

331 710
佐藤 玲

筥崎 友晶 山本 崇司 佐々木 厳 三河 満理菜 林 春樹

タナーカ
1:14:22

谷野 ひかり 友野 弘輝 山本 啓斗 藤井 ケン

飯島 幹 宮成 秀治 土田 悠太

330 138
Dakiyama DA!

1:14:20
小島 元気

336 214
トレンドマイクロ@チームD

1:14:29

森 真人 後藤 賢一

340 749
Ｚらんな～ずＢ

1:14:35

339 17
大筆 信二

二木 悠太 水島 正幸 山田 哲也 大内 善雅 寺口 潤哉

クレオ ランナーズハイ☆
1:14:34

八重樫 清昌 老沼 正樹 奥田 慎太郎 安藤 鷹晃

山本 康史 神田 貴博 茂田井 忠正

338 36
KANーKOUーTYOU

1:14:32
伊藤 佳正

344 50
WingArc フットサル部

1:14:41

石崎 洋 伊藤 博之

348 179
チームT

1:14:55

347 417
石川 賢一

奥田 佳祐 三島 勉 高橋 拓也 糸魚川 有紀 柏木 健太

FRC-B
1:14:55

藤森 裕 小板橋 宏康 浅野 淑子 藤原 正佳

近藤 裕介 河内 宏紀 白川 泰規

346 410
ＩＰＩ野球リーグ選抜　俺たちは
監督だ！ 1:14:54

宮寺 誠
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:13:45 (290) 0:29:50 (385) 0:45:05 (347) 0:59:54 (329) 1:14:59 (351)
IT企業の部 (292) 13:45 (290) 16:05 (502) 15:15 (364) 14:49 (362) 15:05 (488)

0:14:16 (359) 0:30:30 (450) 0:44:22 (307) 1:00:08 (342) 1:14:59 (352)
IT企業の部 (293) 14:16 (359) 16:14 (517) 13:52 (206) 15:46 (493) 14:51 (454)

0:14:49 (444) 0:31:20 (510) 0:48:51 (572) 1:03:08 (491) 1:15:00 (353)
IT企業の部 (294) 14:49 (444) 16:31 (550) 17:31 (619) 14:17 (277) 11:52 (61)

0:13:53 (309) 0:30:14 (424) 0:46:22 (419) 1:00:07 (340) 1:15:00 (354)
IT企業の部 (295) 13:53 (309) 16:21 (529) 16:08 (475) 13:45 (198) 14:53 (463)

0:14:39 (415) 0:29:00 (313) 0:46:28 (432) 1:02:20 (450) 1:15:00 (355)
IT企業の部 (296) 14:39 (415) 14:21 (271) 17:28 (614) 15:52 (513) 12:40 (145)

0:14:13 (354) 0:28:41 (283) 0:45:18 (361) 0:58:55 (291) 1:15:01 (356)
IT企業の部 (297) 14:13 (354) 14:28 (291) 16:37 (533) 13:37 (182) 16:06 (587)

0:15:16 (508) 0:30:42 (471) 0:46:38 (442) 1:01:08 (388) 1:15:02 (357)
IT企業の部 (298) 15:16 (508) 15:26 (421) 15:56 (459) 14:30 (313) 13:54 (315)

0:12:30 (128) 0:27:26 (182) 0:42:54 (224) 0:58:46 (286) 1:15:04 (358)
IT企業の部 (299) 12:30 (128) 14:56 (360) 15:28 (394) 15:52 (513) 16:18 (605)

0:14:41 (422) 0:32:22 (573) 0:47:18 (486) 1:01:37 (416) 1:15:04 (359)
IT企業の部 (300) 14:41 (422) 17:41 (646) 14:56 (323) 14:19 (286) 13:27 (260)

0:15:38 (557) 0:33:42 (655) 0:45:27 (368) 1:01:35 (414) 1:15:05 (360)
IT企業の部 (301) 15:38 (557) 18:04 (673) 11:45 (31) 16:08 (533) 13:30 (265)

0:13:29 (257) 0:30:23 (439) 0:46:03 (396) 1:00:05 (337) 1:15:09 (361)
IT企業の部 (302) 13:29 (257) 16:54 (581) 15:40 (415) 14:02 (240) 15:04 (483)

0:15:40 (563) 0:29:39 (373) 0:43:38 (271) 1:01:24 (401) 1:15:09 (362)
一般の部 (60) 15:40 (563) 13:59 (227) 13:59 (221) 17:46 (655) 13:45 (292)

0:13:12 (210) 0:32:37 (593) 0:47:00 (470) 1:01:32 (410) 1:15:16 (363)
一般の部 (61) 13:12 (210) 19:25 (726) 14:23 (264) 14:32 (323) 13:44 (288)

0:17:40 (693) 0:29:53 (390) 0:45:45 (381) 1:01:41 (419) 1:15:17 (364)
IT企業の部 (303) 17:40 (693) 12:13 (48) 15:52 (448) 15:56 (519) 13:36 (276)

0:17:49 (703) 0:31:45 (542) 0:46:38 (443) 1:00:30 (355) 1:15:18 (365)
IT企業の部 (304) 17:49 (703) 13:56 (216) 14:53 (318) 13:52 (221) 14:48 (448)

0:13:36 (275) 0:29:54 (392) 0:43:32 (263) 0:58:29 (271) 1:15:18 (366)
一般の部 (62) 13:36 (275) 16:18 (523) 13:38 (177) 14:57 (384) 16:49 (642)

0:12:47 (158) 0:32:12 (564) 0:49:11 (589) 1:02:17 (447) 1:15:19 (367)
IT企業の部 (305) 12:47 (158) 19:25 (726) 16:59 (579) 13:06 (117) 13:02 (189)

0:15:06 (486) 0:31:39 (533) 0:44:26 (311) 0:57:58 (246) 1:15:19 (368)
IT企業の部 (306) 15:06 (486) 16:33 (554) 12:47 (93) 13:32 (171) 17:21 (674)

0:15:20 (517) 0:32:12 (565) 0:50:11 (629) 1:02:27 (453) 1:15:20 (369)
IT企業の部 (307) 15:20 (517) 16:52 (579) 17:59 (644) 12:16 (49) 12:53 (160)

0:13:30 (258) 0:29:04 (316) 0:44:48 (332) 1:00:26 (350) 1:15:21 (370)
一般の部 (63) 13:30 (258) 15:34 (440) 15:44 (427) 15:38 (474) 14:55 (470)

0:12:54 (167) 0:30:35 (461) 0:48:11 (542) 1:02:23 (451) 1:15:21 (371)
IT企業の部 (308) 12:54 (167) 17:41 (646) 17:36 (627) 14:12 (263) 12:58 (176)

0:11:43 (66) 0:26:40 (132) 0:46:28 (433) 1:00:46 (370) 1:15:21 (372)
IT企業の部 (309) 11:43 (66) 14:57 (362) 19:48 (721) 14:18 (283) 14:35 (423)

0:13:20 (233) 0:26:35 (127) 0:43:02 (236) 1:00:53 (376) 1:15:21 (373)
IT企業の部 (310) 13:20 (233) 13:15 (132) 16:27 (510) 17:51 (660) 14:28 (406)

0:14:28 (383) 0:30:25 (442) 0:46:02 (393) 1:01:21 (398) 1:15:24 (374)
IT企業の部 (311) 14:28 (383) 15:57 (486) 15:37 (404) 15:19 (432) 14:03 (335)

0:15:29 (541) 0:29:18 (342) 0:46:08 (404) 1:00:41 (367) 1:15:24 (375)
一般の部 (64) 15:29 (541) 13:49 (195) 16:50 (559) 14:33 (324) 14:43 (439)

鈴木 宏征

永島 優香 吉田 祐一郎

353 361
ぐるなびチームF

1:15:00
成瀬 茂 岡庭 理恵

西川 高正 山崎 透 引地 健 菊地 節男 立川 真大

351 375
Team さくら '87sp

1:14:59
浅間 良太 金屋 由紀子 吉山 貴夫 藤原 義則

村山 克己 北埜 法俊 土田 省吾

358 684
ぐるなびチームB

1:15:04
林 孝宜 小山 登美江 前野 智恵

357 269
さんそりゅ2

1:15:02
高橋 哲也 上里 美紅

三野輪 康平

荒井 重旭 西山 弘人

361 672
チーム南斗五車星

1:15:09
大窪 宣延 深沢 浩平

佐藤 大雅 島 太陽 星野 慧 本田 陽彦 玉井 祥太

岡本 健太 森野邊 和広

359 753
ミライト第三ＥＧ

1:15:04
立川 篤朗 太田 淳也 青山 征史 茂木 和明

三浦 竣 内田 雄人 脇田 憲匡

366 590
風会　東

1:15:18
大野 徹也 四方 莉子 友部 泰孝

365 713
モヒカンパパ

1:15:18
竹内 景 高木 大輔

山田 健一

藤森 宏人 渡辺 敬介

369 365
ソルクシーズ２

1:15:20
伊藤 勝征 室井 浩二

酒井 忠継 武部 雄一郎 前田 晶子 小原 裕弥 市川 忠良

松崎 朋子 森 康之

367 528
くらいまー

1:15:19
鈴木 伸彰 宇津木 領 上原 有輝 山口 耕平

伊勢 勝也 福﨑 健一 原部 光令

374 52
SVF Cloud

1:15:24
髙橋 孝輔 水沢 奈々子 田中 匡俊

373 352
司町フライヤーズ

1:15:21
本田 俊 大町 雄一

松谷 泰治

崎本 高広 國京 和智

375 670
チーム梅吉

1:15:24
佐々木 辰宏 崎 哲朗 中野 千晴 阿部 達徳

352 324
ミツイワ）情報システム部

1:14:59

山田 俊行 岸本 直也

356 648
FessチームB

1:15:01

355 724
渡辺 敦

三浦 慎司 長谷川 秀樹 豊澤 武史 竹田 俊輔 長間 将司

ＢＳＣ－Ｂ
1:15:00

福田 正夫 早川 友啓 常木 麻美 柳澤 守泰

宮川 舞子 佐藤 雄一 斎藤 泰輔

354 537
男闘呼組

1:15:00
牧野 拓也

360 277
アンカー青海

1:15:05

古郡 隆明 中村 宏

364 587
ecbeing　チームＩＮＧ

1:15:17

363 754
水野 皓太

田歌 英章 金子 基 西山 清志郎 岩城 亜弥 富永 成幸

サバーズ1
1:15:16

金井 隆憲 多田 恵 伊藤 拓磨 内田 大賀

田中 淳也 今中 洋輔 鹿野 智史

362 298
第4事業部

1:15:09
濱舘 舞美

368 9
イッツコム チームテキーラ

1:15:19

三瓶 健介 原井川 裕司

372 474
BCN チームN

1:15:21

371 376
朝倉 將仁

畔上 文昭 谷口 一 鄭 麗花 日高 彰 畠山 令

Oracle Team T
1:15:21

足羽 貴文 沼田 久美子 青木 理恵 飯塚 沙織理

菊池 翔 常住 和生 常住 知子

370 662
ナベモンGO

1:15:21
川島 拓弥
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:16:50 (651) 0:30:46 (476) 0:44:38 (322) 0:59:12 (306) 1:15:27 (376)
IT企業の部 (312) 16:50 (651) 13:56 (216) 13:52 (206) 14:34 (330) 16:15 (599)

0:17:47 (701) 0:31:36 (527) 0:46:22 (420) 1:00:44 (369) 1:15:29 (377)
IT企業の部 (313) 17:47 (701) 13:49 (195) 14:46 (302) 14:22 (293) 14:45 (442)

0:13:40 (282) 0:28:54 (301) 0:46:07 (402) 0:59:52 (327) 1:15:29 (378)
IT企業の部 (314) 13:40 (282) 15:14 (397) 17:13 (592) 13:45 (198) 15:37 (555)

0:15:49 (580) 0:28:27 (263) 0:44:58 (340) 0:59:59 (331) 1:15:32 (379)
IT企業の部 (315) 15:49 (580) 12:38 (73) 16:31 (522) 15:01 (392) 15:33 (547)

0:15:03 (475) 0:32:46 (607) 0:47:20 (491) 1:01:28 (407) 1:15:35 (380)
IT企業の部 (316) 15:03 (475) 17:43 (649) 14:34 (277) 14:08 (254) 14:07 (347)

0:15:08 (489) 0:32:33 (591) 0:45:21 (365) 1:00:34 (359) 1:15:41 (381)
IT企業の部 (317) 15:08 (489) 17:25 (626) 12:48 (95) 15:13 (418) 15:07 (492)

0:13:13 (215) 0:28:35 (279) 0:44:14 (302) 1:00:18 (346) 1:15:47 (382)
IT企業の部 (318) 13:13 (215) 15:22 (408) 15:39 (410) 16:04 (524) 15:29 (536)

0:13:19 (231) 0:28:05 (232) 0:45:15 (359) 1:02:48 (473) 1:15:52 (383)
一般の部 (65) 13:19 (231) 14:46 (335) 17:10 (587) 17:33 (645) 13:04 (191)

0:14:27 (379) 0:30:48 (480) 0:45:00 (341) 0:58:35 (277) 1:15:53 (384)
IT企業の部 (319) 14:27 (379) 16:21 (529) 14:12 (246) 13:35 (178) 17:18 (672)

0:13:57 (318) 0:29:57 (398) 0:44:39 (324) 1:02:46 (472) 1:15:53 (385)
一般の部 (66) 13:57 (318) 16:00 (492) 14:42 (299) 18:07 (680) 13:07 (204)

0:18:31 (726) 0:33:23 (648) 0:49:03 (580) 1:02:29 (456) 1:15:54 (386)
IT企業の部 (320) 18:31 (726) 14:52 (352) 15:40 (415) 13:26 (157) 13:25 (249)

0:14:39 (413) 0:29:11 (326) 0:43:49 (284) 1:00:35 (361) 1:15:55 (387)
IT企業の部 (321) 14:39 (413) 14:32 (306) 14:38 (283) 16:46 (583) 15:20 (514)

0:14:27 (378) 0:30:47 (477) 0:46:50 (460) 1:01:04 (385) 1:15:59 (388)
IT企業の部 (322) 14:27 (378) 16:20 (527) 16:03 (467) 14:14 (269) 14:55 (470)

0:15:51 (583) 0:30:33 (456) 0:47:26 (496) 1:01:12 (394) 1:16:01 (389)
IT企業の部 (323) 15:51 (583) 14:42 (325) 16:53 (568) 13:46 (205) 14:49 (450)

0:17:42 (697) 0:31:28 (520) 0:46:50 (459) 1:00:53 (375) 1:16:02 (390)
IT企業の部 (324) 17:42 (697) 13:46 (185) 15:22 (375) 14:03 (243) 15:09 (493)

0:19:20 (750) 0:34:11 (670) 0:48:37 (562) 1:02:49 (474) 1:16:03 (391)
IT企業の部 (325) 19:20 (750) 14:51 (350) 14:26 (270) 14:12 (263) 13:14 (219)

0:15:41 (565) 0:30:54 (487) 0:47:15 (483) 1:02:07 (442) 1:16:03 (392)
一般の部 (67) 15:41 (565) 15:13 (393) 16:21 (497) 14:52 (373) 13:56 (321)

0:12:31 (130) 0:28:20 (255) 0:46:29 (434) 1:02:19 (449) 1:16:04 (393)
IT企業の部 (326) 12:31 (130) 15:49 (469) 18:09 (650) 15:50 (508) 13:45 (292)

0:14:35 (403) 0:29:17 (338) 0:45:55 (388) 0:59:27 (320) 1:16:04 (394)
IT企業の部 (327) 14:35 (403) 14:42 (325) 16:38 (535) 13:32 (171) 16:37 (627)

0:13:13 (212) 0:29:28 (358) 0:47:06 (474) 0:58:42 (285) 1:16:07 (395)
IT企業の部 (328) 13:13 (212) 16:15 (518) 17:38 (628) 11:36 (21) 17:25 (678)

0:14:55 (462) 0:31:03 (492) 0:46:37 (441) 1:00:23 (349) 1:16:09 (396)
IT企業の部 (329) 14:55 (462) 16:08 (509) 15:34 (399) 13:46 (205) 15:46 (568)

0:15:13 (499) 0:29:09 (320) 0:43:48 (282) 1:01:20 (396) 1:16:09 (397)
IT企業の部 (330) 15:13 (499) 13:56 (216) 14:39 (287) 17:32 (642) 14:49 (450)

0:16:52 (654) 0:31:37 (530) 0:47:14 (480) 1:02:18 (448) 1:16:10 (398)
IT企業の部 (331) 16:52 (654) 14:45 (334) 15:37 (404) 15:04 (399) 13:52 (308)

0:13:27 (248) 0:27:22 (176) 0:46:03 (394) 1:04:34 (553) 1:16:11 (399)
IT企業の部 (332) 13:27 (248) 13:55 (211) 18:41 (682) 18:31 (696) 11:37 (48)

0:15:13 (499) 0:29:10 (321) 0:45:53 (385) 1:02:52 (477) 1:16:12 (400)
IT企業の部 (333) 15:13 (499) 13:57 (221) 16:43 (545) 16:59 (599) 13:20 (238)

葛西 剛 広瀬 雄大

377 11
CCL VERTEX

1:15:29
高田 和弘 本田 隆一

相田 笙 伊藤 亜梨沙 大角 晋也 小畑 亮二 曽根 昴一郎

阿閉 良隆 田中 麻美子 佐瀬 一隆

382 321
InfRun

1:15:47
梶田 純平 進藤 健一 野澤 映見

381 73
チームSASE

1:15:41
寺本 晃 中村 亮

浦西 耕平

平田 知己 小原 健太朗

385 168
PFU_TeamSSSB

1:15:53
八田 和哉 武川 哲雄

木村 昌行 豊永 雅美 西塚 昌紘 楊 松 斎藤 裕二

宮下 真己 榎本 和夫

383 43
NEXT-Z

1:15:52
安田 匡孝 甲斐 菜美 日下部 沙織 島野 俊恵

池内 治 南木 健秀 櫛部 晃博

390 116
H&MELフレッシュ選抜

1:16:02
北村 友季 江崎 佳典 浜岡 和輝

389 220
アド_VETERAN

1:16:01
河村 康雄 相澤 憲幸

小泉 一徳

砂長 宏子 砂長 宏

393 318
エスコＤ

1:16:04
能登 祐介 清水 誠治

新実 洋介 鈴木 秀男 加藤 信行 藤田 裕靖 川口 伸也

松原 崇文 綾野 哲平

391 659
チームＬ

1:16:03
吉良 誠 土手 隆博 中井 学 小甲 将史

安藤 徹 岩間 菜都美 並木 大輔

398 182
チームロック

1:16:10
水谷 善幸 岩永 隆樹 高橋 正明

397 612
SRA Foresters

1:16:09
七ツ村 康平 野嶋 光司

三嶋 勇希

野島 義朗 辻 雄太 古賀 崇史 川野 和之 樽本 一将

山田 和希 長谷川 直樹

399 714
ヤングアダルト

1:16:11
久保 智広 安田 春菜 岡田 昭彦 高野 聖美

376 3
ニーハオ・塚谷

1:15:27

石川h 拓未 西 隆次

380 645
BSN INET Team B

1:15:35

379 786
平野 博久

中山 和彦 笠原 由裕 多田 千斗志 大平 利徳 五十嵐 裕一

しもたーず2016
1:15:32

霜田 哲也 手塚 祐幾 橋間 陽平 越後 摩澄

広瀬 暢隆 宮川 貴広 水木 真一

378 229
チーム西

1:15:29
小林 千尋

384 484
チームARC

1:15:53

髙村 勇気 小森谷 悟

388 774
ミライト 三太郎チーム

1:15:59

387 573
杉江 泰

佐久間 信 井上 裕三郎 横田 修司 舟田 和司 関矢 崇宏

微女と珍獣 走るん会
1:15:55

金刺 巌 坂本 潤奈 柴田 幸一郎 岩本 美絵

清水 敏史 堀越 益雄 原口 大地

386 553
ISB47

1:15:54
大海 博成

392 698
サイバーランド

1:16:03

砂長 宏美 古賀 太郎

396 497
MFC栃木

1:16:09

395 576
柴田 千愛

村上 祐輔 細内 誠 岡野 勤 相川 健太 大平 悟

Team Doragon C
1:16:07

伊岡 智一 三村 安那 佐々木 拓巳 坂田 龍一

江口 英則 久保 紀子 大場 直樹

394 489
びんちゃん

1:16:04
古賀 妙子

400 617
MIS駅伝部B

1:16:12
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:15:17 (510) 0:30:13 (422) 0:47:15 (481) 1:00:01 (334) 1:16:12 (401)
一般の部 (68) 15:17 (510) 14:56 (360) 17:02 (581) 12:46 (86) 16:11 (594)

0:13:43 (287) 0:30:23 (437) 0:48:33 (558) 1:03:43 (521) 1:16:13 (402)
IT企業の部 (334) 13:43 (287) 16:40 (561) 18:10 (651) 15:10 (411) 12:30 (118)

0:16:03 (601) 0:34:05 (668) 0:47:05 (473) 1:01:47 (425) 1:16:13 (403)
IT企業の部 (335) 16:03 (601) 18:02 (671) 13:00 (116) 14:42 (347) 14:26 (397)

0:14:59 (468) 0:28:54 (300) 0:45:14 (357) 1:00:13 (343) 1:16:16 (404)
IT企業の部 (336) 14:59 (468) 13:55 (211) 16:20 (494) 14:59 (388) 16:03 (583)

0:15:21 (519) 0:31:10 (497) 0:45:29 (369) 1:00:54 (377) 1:16:21 (405)
IT企業の部 (337) 15:21 (519) 15:49 (469) 14:19 (258) 15:25 (448) 15:27 (532)

0:15:28 (534) 0:29:22 (348) 0:48:26 (554) 1:02:11 (444) 1:16:22 (406)
IT企業の部 (338) 15:28 (534) 13:54 (210) 19:04 (703) 13:45 (198) 14:11 (355)

0:17:24 (680) 0:33:08 (635) 0:50:18 (632) 1:03:54 (527) 1:16:23 (407)
IT企業の部 (339) 17:24 (680) 15:44 (457) 17:10 (587) 13:36 (180) 12:29 (115)

0:14:06 (337) 0:27:57 (222) 0:45:32 (371) 0:58:27 (269) 1:16:24 (408)
IT企業の部 (340) 14:06 (337) 13:51 (200) 17:35 (624) 12:55 (101) 17:57 (699)

0:16:52 (655) 0:30:38 (464) 0:46:28 (431) 1:01:26 (405) 1:16:29 (409)
IT企業の部 (341) 16:52 (655) 13:46 (185) 15:50 (444) 14:58 (385) 15:03 (482)

0:12:40 (144) 0:27:40 (195) 0:40:34 (127) 0:57:43 (232) 1:16:30 (410)
IT企業の部 (342) 12:40 (144) 15:00 (370) 12:54 (103) 17:09 (609) 18:47 (723)

0:14:05 (336) 0:31:33 (524) 0:53:08 (713) 1:05:05 (576) 1:16:32 (411)
IT企業の部 (343) 14:05 (336) 17:28 (632) 21:35 (753) 11:57 (31) 11:27 (35)

0:14:38 (411) 0:32:22 (575) 0:47:18 (484) 1:03:52 (526) 1:16:35 (412)
IT企業の部 (344) 14:38 (411) 17:44 (651) 14:56 (323) 16:34 (566) 12:43 (148)

0:13:55 (314) 0:27:38 (194) 0:43:29 (259) 1:01:41 (420) 1:16:35 (413)
IT企業の部 (345) 13:55 (314) 13:43 (180) 15:51 (447) 18:12 (685) 14:54 (466)

0:16:02 (598) 0:30:30 (448) 0:45:24 (367) 0:59:13 (309) 1:16:39 (414)
IT企業の部 (346) 16:02 (598) 14:28 (291) 14:54 (321) 13:49 (211) 17:26 (681)

0:15:22 (525) 0:30:42 (473) 0:44:26 (312) 1:00:04 (335) 1:16:39 (415)
IT企業の部 (347) 15:22 (525) 15:20 (404) 13:44 (190) 15:38 (474) 16:35 (623)

0:15:18 (515) 0:32:50 (614) 0:47:07 (475) 1:01:04 (384) 1:16:40 (416)
IT企業の部 (348) 15:18 (515) 17:32 (637) 14:17 (254) 13:57 (228) 15:36 (553)

0:15:05 (480) 0:29:16 (336) 0:46:03 (397) 1:01:49 (426) 1:16:40 (417)
IT企業の部 (349) 15:05 (480) 14:11 (253) 16:47 (550) 15:46 (493) 14:51 (454)

0:15:12 (496) 0:31:34 (525) 0:47:19 (489) 1:01:41 (418) 1:16:41 (418)
IT企業の部 (350) 15:12 (496) 16:22 (532) 15:45 (431) 14:22 (293) 15:00 (479)

0:13:52 (308) 0:28:19 (252) 0:44:09 (297) 0:59:37 (323) 1:16:42 (419)
IT企業の部 (351) 13:52 (308) 14:27 (285) 15:50 (444) 15:28 (457) 17:05 (660)

0:13:51 (307) 0:27:44 (204) 0:44:43 (326) 1:03:36 (515) 1:16:42 (420)
IT企業の部 (352) 13:51 (307) 13:53 (205) 16:59 (579) 18:53 (714) 13:06 (200)

0:13:09 (203) 0:29:27 (357) 0:47:37 (508) 1:02:03 (437) 1:16:43 (421)
一般の部 (69) 13:09 (203) 16:18 (523) 18:10 (651) 14:26 (300) 14:40 (434)

0:15:05 (481) 0:31:29 (522) 0:46:19 (417) 1:01:54 (432) 1:16:48 (422)
IT企業の部 (353) 15:05 (481) 16:24 (534) 14:50 (311) 15:35 (469) 14:54 (466)

0:14:44 (428) 0:29:07 (318) 0:47:29 (503) 1:01:10 (391) 1:16:48 (423)
IT企業の部 (354) 14:44 (428) 14:23 (277) 18:22 (668) 13:41 (188) 15:38 (556)

0:15:29 (538) 0:34:23 (681) 0:46:46 (450) 1:01:33 (412) 1:16:49 (424)
IT企業の部 (355) 15:29 (538) 18:54 (709) 12:23 (58) 14:47 (358) 15:16 (507)

0:15:03 (474) 0:28:09 (236) 0:44:01 (292) 0:59:13 (308) 1:16:49 (425)
IT企業の部 (356) 15:03 (474) 13:06 (116) 15:52 (448) 15:12 (413) 17:36 (689)

金山 萌海 田所 夏美

401 92
馬油風呂

1:16:12
高橋 渉 杉山 智哉

大塚 卓也 橘田 幸太郎 永田 麻実

406 339
UOSフレッシュ

1:16:22
大垣 聡志 木元 亮 久保 雅稔

405 546
新横浜システム２部（２）

1:16:21
安 在伯 小俣 翔

渡邉 智宏

西野 祐紀 中川 淳子

409 525
新ＢＢＣ

1:16:29
青木 倫宏 大橋 剛

大草 辰也 豊守 常保 丸山 千晴 前山 和紀 山田 慶行

藪下 雄平 佐藤 慎之介

407 487
SRA 海浜スイミングクラブ

1:16:23
阿部 清樹 神崎 弘美 黒川 孝一 熊切 一彦

曹 炳泰 浅田 実 五十嵐 聡

414 69
CTC-PRG  2

1:16:39
三村 真理 平岡 佳之 大野 尚

413 284
シュナイダーエレクトリック
チーム大阪 1:16:35

平林 博 福原 友美

黒崎 幸孝

大木 基史 大木 亜希子

417 46
テラスカイ陸上競技部Cチー
ム 1:16:40

肥沼 茂紀 白石 聡

小林 健一 鈴木 藍 菊地 祐介 米倉 聖二 堤 昭夫

枝澤 拓也 酒井 信義

415 323
ミツイワ）管理部チーム

1:16:39
堀口 和昭 四方 章生 山本 順也 榎本 治浩

狩野 初美 土田 真一郎 岡村 福太郎

422 421
WEBCAS

1:16:48
徳田 愛実 醍醐 知輝 山田 利之

421 383
ＪＰチームＡ

1:16:43
原 貢 狩野 文徳

下園 一輔

425 707
モハン

1:16:49
大場 由紀子 秋山 雄太

廣重 桂 山﨑 勇輝 加賀美 公一 濱川 将史 内田 和人

須藤 恒 中田 紀孝

423 136
!祝! 裕介&#10084;琴美 !祝!

1:16:48
上森 孝英 東 裕介 高畠 聖 福田 智史

高野 剛史 川又 洋輝

404 350
メルコム陸連

1:16:16

403 516
清水 俊晴

伊藤 雅治 花島 慎太郎 カダカ　ジバン クマル 早坂 崇 宮内 一義

ランニングスロー
1:16:13

小野 真郷 斎藤 孝喜 上釜 悠矢 小野 剛志

小川 拓也 松永 卓也 大久保 旭

402 247
STSチームK

1:16:13
岩上 圭吾

408 424
えどむらT

1:16:24

薄井 りえ 松本 健一

412 366
チームKYOKUS

1:16:35

411 218
新粥 文哉

横山 彰士 植松 万紀子 輿 友浩 小島 昌也 岡 雅久

PCAクラウド
1:16:32

杉山 元基 梁井 直樹 杉本 剛 岡本 俊哉

羽深 浩正 中林 俊介 北波 裕司

410 31
屋形船 インドアだけど アウト
ドア 1:16:30

三塚 展史

416 379
富士通CSL)Cチーム

1:16:40

大内 裕史 中川 達也

420 385
すいましぇ～んTOYOSU

1:16:42

419 241
緒方 雄大

矢内 俊樹 佐野 文臣 佐藤 誠之 池田 敦大 田中 慎二

地球の走り方
1:16:42

阿部 忠史 藤崎 澄人 小俣 実 小幡 進

田中 有紀子 松本 恵美子 上田 裕馬

418 325
ミツイワ）事業推進部

1:16:41
橋本 真一

424 429
BA・BAR

1:16:49

齋藤 勲 橋本 優治 白鳥 翔
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:12:43 (151) 0:29:43 (377) 0:46:00 (390) 1:01:24 (400) 1:16:50 (426)
IT企業の部 (357) 12:43 (151) 17:00 (594) 16:17 (490) 15:24 (446) 15:26 (529)

0:14:10 (349) 0:29:17 (337) 0:45:40 (377) 1:04:18 (543) 1:16:51 (427)
IT企業の部 (358) 14:10 (349) 15:07 (380) 16:23 (502) 18:38 (701) 12:33 (127)

0:15:05 (485) 0:30:48 (479) 0:44:47 (331) 1:00:33 (358) 1:16:53 (428)
IT企業の部 (359) 15:05 (485) 15:43 (454) 13:59 (221) 15:46 (493) 16:20 (609)

0:14:45 (429) 0:27:44 (205) 0:43:37 (268) 1:04:54 (563) 1:16:54 (429)
IT企業の部 (360) 14:45 (429) 12:59 (103) 15:53 (450) 21:17 (751) 12:00 (71)

0:13:01 (184) 0:29:02 (315) 0:44:32 (316) 1:04:26 (549) 1:16:57 (430)
IT企業の部 (361) 13:01 (184) 16:01 (496) 15:30 (397) 19:54 (733) 12:31 (123)

0:12:30 (127) 0:30:33 (457) 0:45:02 (344) 1:03:03 (484) 1:16:58 (431)
一般の部 (70) 12:30 (127) 18:03 (672) 14:29 (271) 18:01 (669) 13:55 (317)

0:12:21 (107) 0:28:10 (238) 0:48:54 (573) 1:02:03 (436) 1:16:59 (432)
IT企業の部 (362) 12:21 (107) 15:49 (469) 20:44 (742) 13:09 (125) 14:56 (473)

0:15:57 (591) 0:32:30 (588) 0:47:29 (502) 1:03:36 (514) 1:17:00 (433)
IT企業の部 (363) 15:57 (591) 16:33 (554) 14:59 (331) 16:07 (531) 13:24 (246)

0:12:25 (118) 0:29:13 (333) 0:48:26 (552) 1:03:04 (485) 1:17:03 (434)
一般の部 (71) 12:25 (118) 16:48 (576) 19:13 (709) 14:38 (338) 13:59 (326)

0:16:34 (636) 0:32:49 (613) 0:48:37 (563) 1:03:24 (505) 1:17:04 (435)
一般の部 (72) 16:34 (636) 16:15 (518) 15:48 (438) 14:47 (358) 13:40 (279)

0:13:46 (294) 0:29:30 (360) 0:44:52 (336) 1:00:37 (363) 1:17:05 (436)
IT企業の部 (364) 13:46 (294) 15:44 (457) 15:22 (375) 15:45 (492) 16:28 (620)

0:15:34 (552) 0:29:56 (396) 0:46:49 (457) 1:00:40 (366) 1:17:07 (437)
IT企業の部 (365) 15:34 (552) 14:22 (275) 16:53 (568) 13:51 (218) 16:27 (617)

0:11:26 (54) 0:25:24 (79) 0:46:41 (446) 1:02:58 (481) 1:17:08 (438)
IT企業の部 (366) 11:26 (54) 13:58 (223) 21:17 (750) 16:17 (547) 14:10 (354)

0:18:23 (718) 0:34:51 (697) 0:48:30 (556) 1:01:26 (404) 1:17:09 (439)
IT企業の部 (367) 18:23 (718) 16:28 (541) 13:39 (180) 12:56 (103) 15:43 (565)

0:15:37 (555) 0:34:42 (694) 0:48:51 (570) 1:03:05 (487) 1:17:10 (440)
IT企業の部 (368) 15:37 (555) 19:05 (716) 14:09 (239) 14:14 (269) 14:05 (340)

0:14:31 (395) 0:31:18 (509) 0:47:46 (517) 1:02:45 (471) 1:17:10 (441)
IT企業の部 (369) 14:31 (395) 16:47 (574) 16:28 (511) 14:59 (388) 14:25 (392)

0:14:22 (370) 0:29:19 (344) 0:46:09 (405) 1:03:08 (490) 1:17:11 (442)
IT企業の部 (370) 14:22 (370) 14:57 (362) 16:50 (559) 16:59 (599) 14:03 (335)

0:19:23 (751) 0:33:53 (662) 0:46:32 (436) 1:01:03 (382) 1:17:13 (443)
IT企業の部 (371) 19:23 (751) 14:30 (297) 12:39 (80) 14:31 (319) 16:10 (591)

0:14:17 (361) 0:30:21 (436) 0:46:42 (447) 1:02:05 (441) 1:17:14 (444)
IT企業の部 (372) 14:17 (361) 16:04 (500) 16:21 (497) 15:23 (440) 15:09 (493)

0:15:47 (575) 0:33:14 (642) 0:49:07 (585) 1:06:11 (618) 1:17:16 (445)
IT企業の部 (373) 15:47 (575) 17:27 (631) 15:53 (450) 17:04 (607) 11:05 (18)

0:14:18 (366) 0:30:19 (433) 0:46:57 (464) 1:02:03 (438) 1:17:16 (446)
IT企業の部 (374) 14:18 (366) 16:01 (496) 16:38 (535) 15:06 (402) 15:13 (500)

0:14:04 (332) 0:31:56 (551) 0:48:43 (565) 1:03:25 (507) 1:17:17 (447)
IT企業の部 (375) 14:04 (332) 17:52 (659) 16:47 (550) 14:42 (347) 13:52 (308)

0:15:01 (472) 0:34:16 (674) 0:49:24 (597) 1:05:10 (580) 1:17:17 (448)
一般の部 (73) 15:01 (472) 19:15 (721) 15:08 (353) 15:46 (493) 12:07 (83)

0:17:31 (686) 0:32:01 (556) 0:47:40 (510) 1:02:02 (435) 1:17:17 (449)
IT企業の部 (376) 17:31 (686) 14:30 (297) 15:39 (410) 14:22 (293) 15:15 (504)

0:16:49 (650) 0:32:56 (622) 0:48:31 (557) 1:02:57 (480) 1:17:18 (450)
IT企業の部 (377) 16:49 (650) 16:07 (507) 15:35 (402) 14:26 (300) 14:21 (380)

松野 弘喜 中原 歩

松井 信弥 植松 健 大島 健太郎

430 725
ＢＳＣ－Ｃ

1:16:57
井上 誠也 松原 卓也 堀田 愛

429 267
GMOクラウドチーム

1:16:54
請園 薫 伊藤 意吹

石川 陽太

野中 効 中西 綾女

433 411
ＩＰＩ野球リーグ選抜　やっぱり
裏方 1:17:00

浪川 隆司 山出 弘晃

上野 啓二 植村 泰樹 村田 和則 渡部 和也 渡部 繭子

木村 亮 小林 健祐

431 440
天空の城ラピュタ

1:16:58
中村 翔 高木 里朋子 柳川 隆典 白金 加奈子

後藤 美帆 藤井 洋孝 大島 康靖

438 141
渋谷から世界へ★niscom

1:17:08
木村 倫也 宮崎 薫 高橋 美夏

437 478
わくわく

1:17:07
小松 隼 織田 敏邦

櫻田 英高

大貫 貴史 髙松 海渡

441 409
ＪＥＣＣ チームＣ

1:17:10
大谷 将大 出口 彩

河田 弦矢 下川 矩理子 友野 敬大 岡部 達弥 後藤 智顕

高口 晋一 綱島 政人

439 103
AIS(Soaringチーム)

1:17:09
安藤 汐里 深山 幸司 武藤 紘輝 林 智也

信田 学 柘植 威宏 山崎 健太郎

446 502
愛徳会（ＮＩ＋Ｃプラチナ）

1:17:16
水野 千穂 飯田 真由美 芝田 美瑛

445 565
TACT　ヨリゴノミ

1:17:16
大澤 和也 粉川 志のぶ

松本 理

橋爪 雅和 佐平 優子

449 549
ISB Fifties チーム

1:17:17
松坂　武士 杉本　秀浩

長谷川 大智 福地 史弥 浅田 卓哉 武田 馨矢 須山 真樹

福嶋 誠 庭 福光

447 117
チャンドニ

1:17:17
狩野 哲郎 斉藤 浩介 辻林 良 松井 亮平

川上 祐司 木村 真実

428 74
CTCSP下川チーム

1:16:53

427 45
吉田 寛

塚原 太平 西村 紗央莉 伊野田 元太 下川 善史 林 英史

テラスカイ陸上競技部Bチー
ム 1:16:51

金山 智治 河野 宏明 木嶋 光穂 佐々木 忍

426 708
ウッチーがすき

1:16:50
釜田 寛之

432 452
ＴＳＨ＿Ｂ

1:16:59

高坂 将大 九鬼 隆一郎

436 151
バグじゃない

1:17:05

435 20
濱田 新吾

上田 智史 赤木 絵美 河上 正昭 田崎 正亮 安達 大介

上妻組
1:17:04

堀 寛之 杉田 大地 井幡 剛也 岩切 伸彦

川村 亨 渡辺 正 橋口 和真

434 444
もののけ姫

1:17:03
印南 貴弘

440 744
いちいちGO

1:17:10

助川 洸基 佐藤 卓

444 782
ぐるなびチームG

1:17:14

443 557
讃岐 行

横山 兼人 冨士越 あゆみ 渡邉 悠 岡野 圭介 井上 大希

テラスカイ陸上競技部Eチー
ム 1:17:13

小栗 寛生 下川原 章仁 高杉 学 大山 裕一

稲葉 徳雄 小田 拓美 根岸 周平

442 109
ARMADA

1:17:11
田中 利和

448 465
ジャパンギャランティサービス
A 1:17:17

野々下 幸治 纐纈 友祐

廣瀬　雅也 竹田　陽一 柳沢　一紀

450 207
トレンドマイクロ@おそ松

1:17:18
狩野 園佳
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:12:12 (96) 0:28:53 (299) 0:45:06 (349) 1:05:17 (583) 1:17:18 (451)
IT企業の部 (378) 12:12 (96) 16:41 (565) 16:13 (486) 20:11 (737) 12:01 (73)

0:14:58 (466) 0:28:55 (302) 0:48:11 (541) 1:03:38 (516) 1:17:19 (452)
一般の部 (74) 14:58 (466) 13:57 (221) 19:16 (713) 15:27 (453) 13:41 (280)

0:13:25 (244) 0:30:23 (438) 0:46:27 (429) 1:03:04 (486) 1:17:25 (453)
IT企業の部 (379) 13:25 (244) 16:58 (591) 16:04 (469) 16:37 (568) 14:21 (380)

0:15:27 (533) 0:30:59 (490) 0:51:09 (671) 1:04:00 (529) 1:17:26 (454)
IT企業の部 (380) 15:27 (533) 15:32 (435) 20:10 (732) 12:51 (93) 13:26 (256)

0:18:48 (735) 0:34:58 (699) 0:49:07 (584) 1:03:29 (508) 1:17:26 (455)
IT企業の部 (381) 18:48 (735) 16:10 (512) 14:09 (239) 14:22 (293) 13:57 (322)

0:16:08 (609) 0:35:26 (704) 0:49:57 (623) 1:03:41 (518) 1:17:27 (456)
IT企業の部 (382) 16:08 (609) 19:18 (723) 14:31 (275) 13:44 (194) 13:46 (296)

0:14:48 (441) 0:29:13 (331) 0:44:02 (293) 1:00:21 (347) 1:17:27 (457)
IT企業の部 (383) 14:48 (441) 14:25 (281) 14:49 (309) 16:19 (552) 17:06 (662)

0:19:03 (745) 0:32:58 (627) 0:46:40 (445) 1:01:41 (417) 1:17:29 (458)
IT企業の部 (384) 19:03 (745) 13:55 (211) 13:42 (186) 15:01 (392) 15:48 (571)

0:12:42 (148) 0:26:50 (142) 0:45:09 (353) 1:03:17 (500) 1:17:30 (459)
IT企業の部 (385) 12:42 (148) 14:08 (247) 18:19 (666) 18:08 (681) 14:13 (360)

0:14:21 (369) 0:31:21 (515) 0:46:23 (422) 1:05:04 (575) 1:17:31 (460)
IT企業の部 (386) 14:21 (369) 17:00 (594) 15:02 (335) 18:41 (703) 12:27 (111)

0:14:34 (401) 0:29:22 (349) 0:45:21 (364) 1:02:43 (469) 1:17:31 (461)
一般の部 (75) 14:34 (401) 14:48 (341) 15:59 (463) 17:22 (629) 14:48 (448)

0:13:09 (201) 0:30:54 (486) 0:45:02 (345) 1:00:33 (357) 1:17:31 (462)
IT企業の部 (387) 13:09 (201) 17:45 (652) 14:08 (236) 15:31 (464) 16:58 (655)

0:14:55 (460) 0:29:50 (384) 0:47:43 (513) 1:02:55 (478) 1:17:33 (463)
IT企業の部 (388) 14:55 (460) 14:55 (358) 17:53 (640) 15:12 (413) 14:38 (432)

0:14:46 (435) 0:31:49 (547) 0:44:48 (333) 1:02:10 (443) 1:17:33 (464)
IT企業の部 (389) 14:46 (435) 17:03 (597) 12:59 (110) 17:22 (629) 15:23 (522)

0:10:40 (21) 0:27:06 (158) 0:45:06 (348) 1:02:28 (454) 1:17:33 (465)
IT企業の部 (390) 10:40 (21) 16:26 (539) 18:00 (645) 17:22 (629) 15:05 (488)

0:13:18 (227) 0:27:03 (155) 0:43:33 (265) 1:00:22 (348) 1:17:34 (466)
IT企業の部 (391) 13:18 (227) 13:45 (183) 16:30 (520) 16:49 (589) 17:12 (666)

0:14:28 (386) 0:31:22 (516) 0:48:09 (538) 1:02:05 (440) 1:17:35 (467)
IT企業の部 (392) 14:28 (386) 16:54 (581) 16:47 (550) 13:56 (225) 15:30 (539)

0:13:04 (190) 0:29:54 (394) 0:48:00 (527) 1:04:18 (542) 1:17:36 (468)
IT企業の部 (393) 13:04 (190) 16:50 (578) 18:06 (649) 16:18 (549) 13:18 (231)

0:13:55 (316) 0:31:49 (545) 0:50:46 (655) 1:05:02 (573) 1:17:36 (469)
IT企業の部 (394) 13:55 (316) 17:54 (665) 18:57 (698) 14:16 (273) 12:34 (131)

0:15:54 (586) 0:34:56 (698) 0:50:10 (628) 1:04:40 (554) 1:17:36 (470)
IT企業の部 (395) 15:54 (586) 19:02 (714) 15:14 (363) 14:30 (313) 12:56 (173)

0:19:07 (746) 0:32:23 (577) 0:46:25 (425) 1:00:52 (373) 1:17:39 (471)
IT企業の部 (396) 19:07 (746) 13:16 (135) 14:02 (227) 14:27 (302) 16:47 (639)

0:17:41 (696) 0:30:56 (488) 0:47:44 (515) 1:03:11 (495) 1:17:41 (472)
一般の部 (76) 17:41 (696) 13:15 (132) 16:48 (554) 15:27 (453) 14:30 (412)

0:12:28 (124) 0:29:51 (387) 0:48:02 (532) 1:04:14 (539) 1:17:43 (473)
IT企業の部 (397) 12:28 (124) 17:23 (624) 18:11 (653) 16:12 (540) 13:29 (263)

0:14:30 (391) 0:32:39 (595) 0:49:26 (598) 1:03:32 (509) 1:17:44 (474)
IT企業の部 (398) 14:30 (391) 18:09 (677) 16:47 (550) 14:06 (249) 14:12 (358)

0:13:42 (286) 0:27:41 (196) 0:46:11 (406) 1:01:04 (387) 1:17:44 (475)
IT企業の部 (399) 13:42 (286) 13:59 (227) 18:30 (675) 14:53 (375) 16:40 (633)

斎木 雪湖 岡本 ゆかり 東郷 仁

454 28
Variosecure2

1:17:26
早川 智彰 増原 幸男 荒川 景祐

453 737
岡本ゆかり

1:17:25
木村 和希 坂下 裕美

和田 和加子

杉田 薫 田中 裕美

457 81
デル風来坊

1:17:27
田尻 洋一 横塚 知子

山口 佳祐 松岡 正明 中谷 絵美子 行木 康行 中澤 俊輔

篠原 永年 中森 翔太

455 312
TJKランナーズA

1:17:26
福田 泰彦 石川 達哉 田村 季之 工藤 勉

中村 芳郎 露峰 美奈 木越 善明

462 697
さくらＡＴＧ＋Ｍ

1:17:31
鈴木 雅之 池尻 和生 中谷 浩介

461 174
PHN RUNNIG CLUB B

1:17:31
三浦 怜 野村 明男

中村 伸也

上野 俊彦 平田 ゆかり

465 705
チーム松角

1:17:33
横溝 千夏 武内 寛之

吉住 英一 江波戸 敦子 中谷 力 PORNRAVEE Leelachaikul 藤田 直裕

小林 哲雄 吉田 篤史

463 606
ウイングアーク GoldenWings

1:17:33
徳山 修士 春田 真志 鈴木 正秀 地主 哲平

高宮 理紗子 梶岡 晴彦 辻田 澄人

470 706
チーム敦煌

1:17:36
武知 萌 白石 直也 永瀧 一晴

469 132
HPE Aruba AirWave

1:17:36
苅谷 厚貴 酒井 麻衣

小山 優

樫井 佐和子 川島 奈々

473 24
オンアンドオン

1:17:43
飯塚 奈央 岡本 英利

前多 雄大 白坂 孝司 水島 申二 渡邉 幸治 島崎 政治

本多 拓人 倉田 健吾

471 275
チームDIVA・AVANT

1:17:39
松井 順史 近藤 正俊 久保 賢一 小森 恒良

452 403
シン・ゴジラ

1:17:19

451 568
久保 美波

尾崎 善行 土屋 洋一郎 田中 萌 小山 健 小山 俊一

CTCBSチーム1
1:17:18

山崎 晴之 深作 満由美 増井 慶成 合田 潤子

456 692
チームNAKAZAWA

1:17:27

永井 革 日高 健志

460 286
シュナイダーエレクトリック
チーム常磐 1:17:31

459 66
清都 圭太

山村 喜一 齋藤 美香 藤田 朗弘 今井 真理子 昆 潤一郎

チーム新卒2016
1:17:30

伊藤 尚哉 吉城 壮人 瀬田 めぐみ 杉原 由

五十嵐 麻紀子 大前 瑤佑子 斉藤 真紀

458 303
KTS-C

1:17:29
矢野口 良一

464 287
シュナイダーエレクトリック
チーム青梅 1:17:33

芝本 光 宮谷 司郎

468 345
我ら愉快な仲間NBEスペシャ
ル 1:17:36

467 349
下平 絢土

塚本 和広 佐藤 翼 塚本 里美 野上 祐一郎 田島 淳樹

メルコム陸連2
1:17:35

松浦 佑一 松尾 誠志 バズラチャルヤ スレス 本土 雄大

笹原 惇平 石田 哲也 佐藤 智彦

466 161
PFU-DJトシキングとOBメン
バー 1:17:34

増本 仁

472 169
PFU-金麦呑みたい

1:17:41

樋口 大輔 西川 敦啓

475 472
谷畑 良胤

BCN チームB
1:17:44

阿部 雅人 廣瀬 秀平 但野 智昭 南雲 亮平

田村 ゆうか 萩嵜 誕生 平野 創

474 674
ボールド１

1:17:44
亀川 健太
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:15:55 (589) 0:29:37 (371) 0:47:55 (523) 1:03:24 (504) 1:17:49 (476)
一般の部 (77) 15:55 (589) 13:42 (178) 18:18 (664) 15:29 (459) 14:25 (392)

0:13:00 (182) 0:30:49 (482) 0:47:40 (509) 1:02:31 (458) 1:17:52 (477)
IT企業の部 (400) 13:00 (182) 17:49 (657) 16:51 (563) 14:51 (371) 15:21 (517)

0:13:37 (276) 0:28:24 (258) 0:49:05 (582) 1:03:25 (506) 1:17:52 (478)
一般の部 (78) 13:37 (276) 14:47 (337) 20:41 (741) 14:20 (287) 14:27 (402)

0:14:06 (338) 0:28:44 (285) 0:44:33 (318) 1:03:34 (512) 1:17:53 (479)
IT企業の部 (401) 14:06 (338) 14:38 (318) 15:49 (441) 19:01 (718) 14:19 (373)

0:18:42 (731) 0:33:09 (637) 0:48:55 (574) 1:05:00 (571) 1:17:54 (480)
IT企業の部 (402) 18:42 (731) 14:27 (285) 15:46 (434) 16:05 (526) 12:54 (166)

0:13:27 (249) 0:30:26 (443) 0:49:00 (578) 1:02:37 (461) 1:17:55 (481)
一般の部 (79) 13:27 (249) 16:59 (593) 18:34 (678) 13:37 (182) 15:18 (512)

0:14:17 (362) 0:28:33 (275) 0:45:44 (379) 1:01:30 (408) 1:17:56 (482)
IT企業の部 (403) 14:17 (362) 14:16 (261) 17:11 (590) 15:46 (493) 16:26 (615)

0:12:59 (180) 0:27:26 (181) 0:43:20 (254) 1:02:30 (457) 1:17:57 (483)
IT企業の部 (404) 12:59 (180) 14:27 (285) 15:54 (455) 19:10 (720) 15:27 (532)

0:15:18 (514) 0:32:54 (617) 0:47:45 (516) 1:00:52 (374) 1:17:59 (484)
IT企業の部 (405) 15:18 (514) 17:36 (640) 14:51 (313) 13:07 (121) 17:07 (663)

0:19:19 (749) 0:31:16 (505) 0:47:00 (468) 1:01:49 (428) 1:17:59 (485)
IT企業の部 (406) 19:19 (749) 11:57 (31) 15:44 (427) 14:49 (362) 16:10 (591)

0:13:16 (219) 0:29:11 (325) 0:43:45 (279) 0:59:07 (302) 1:18:00 (486)
IT企業の部 (407) 13:16 (219) 15:55 (481) 14:34 (277) 15:22 (438) 18:53 (724)

0:12:36 (137) 0:29:59 (401) 0:49:09 (587) 1:03:39 (517) 1:18:00 (487)
IT企業の部 (408) 12:36 (137) 17:23 (624) 19:10 (707) 14:30 (313) 14:21 (380)

0:16:55 (659) 0:33:20 (645) 0:49:30 (602) 1:03:41 (519) 1:18:01 (488)
IT企業の部 (409) 16:55 (659) 16:25 (538) 16:10 (479) 14:11 (261) 14:20 (377)

0:14:46 (434) 0:33:07 (634) 0:49:39 (614) 1:04:57 (566) 1:18:02 (489)
一般の部 (80) 14:46 (434) 18:21 (687) 16:32 (525) 15:18 (430) 13:05 (196)

0:19:23 (752) 0:32:45 (603) 0:50:43 (650) 1:05:49 (605) 1:18:02 (490)
IT企業の部 (410) 19:23 (752) 13:22 (146) 17:58 (641) 15:06 (402) 12:13 (90)

0:15:37 (556) 0:30:10 (417) 0:49:33 (607) 1:04:56 (564) 1:18:04 (491)
IT企業の部 (411) 15:37 (556) 14:33 (311) 19:23 (714) 15:23 (440) 13:08 (207)

0:16:21 (619) 0:31:40 (536) 0:46:43 (448) 1:01:04 (386) 1:18:05 (492)
IT企業の部 (412) 16:21 (619) 15:19 (402) 15:03 (337) 14:21 (290) 17:01 (657)

0:13:50 (304) 0:29:11 (324) 0:43:18 (252) 1:03:09 (492) 1:18:06 (493)
IT企業の部 (413) 13:50 (304) 15:21 (406) 14:07 (232) 19:51 (731) 14:57 (475)

0:14:14 (355) 0:30:03 (407) 0:49:05 (583) 1:02:42 (465) 1:18:09 (494)
IT企業の部 (414) 14:14 (355) 15:49 (469) 19:02 (700) 13:37 (182) 15:27 (532)

0:15:28 (536) 0:33:21 (647) 0:49:46 (617) 1:04:03 (532) 1:18:11 (495)
IT企業の部 (415) 15:28 (536) 17:53 (662) 16:25 (506) 14:17 (277) 14:08 (348)

0:14:12 (353) 0:30:12 (419) 0:46:40 (444) 1:02:49 (475) 1:18:11 (496)
IT企業の部 (416) 14:12 (353) 16:00 (492) 16:28 (511) 16:09 (534) 15:22 (519)

0:17:35 (687) 0:33:05 (633) 0:49:19 (596) 1:05:06 (577) 1:18:12 (497)
IT企業の部 (417) 17:35 (687) 15:30 (431) 16:14 (487) 15:47 (498) 13:06 (200)

0:12:57 (176) 0:34:44 (695) 0:48:21 (548) 1:04:19 (546) 1:18:14 (498)
IT企業の部 (418) 12:57 (176) 21:47 (758) 13:37 (174) 15:58 (521) 13:55 (317)

0:16:49 (649) 0:30:06 (415) 0:48:48 (568) 1:02:51 (476) 1:18:15 (499)
IT企業の部 (419) 16:49 (649) 13:17 (138) 18:42 (684) 14:03 (243) 15:24 (524)

0:15:18 (512) 0:30:39 (467) 0:46:49 (456) 1:03:12 (496) 1:18:16 (500)
IT企業の部 (420) 15:18 (512) 15:21 (406) 16:10 (479) 16:23 (555) 15:04 (483)

筧 隆太 小宮 剛 石田 耕一

478 730
NSGホープ

1:17:52
津藤 雅人 孝多 ありさ 河合 賛

477 273
セミ☆丸

1:17:52
阿武 元 宇和田 南

主山 基司

須藤 大昴 下岡 幹治

481 439
魔女の宅急便

1:17:55
沼尻 渉 新坂上 知沙

今村 天道 奥村 隼人 西原 孝司 小林 崇志 宮部 佳弘

茂野 弘子 後藤 将彰

479 508
加治貴結婚おめでとう

1:17:53
田邉 博英 加治 貴 小林 未樹 吉原 淳

古舘 樹 小宮山 剛史 富岡 隆

486 567
Veeam Software -B

1:18:00
桂川 紗弥佳 桜庭 あおい ＪＵＬＩＡＮ ＱＵＩＮＮ

485 559
TACT　ダイモン

1:17:59
小田島 大輔 鶴田 真一郎

高橋 健一

赤峰 潤 大村 奈々

489 441
耳をすませば

1:18:02
安田 凌平 豊田 実里

三橋 翔太 三宅 菜月 安田 葵 吉崎 直人 田島 瑞生

早川 貢弘 岡田 裕美子

487 419
ミライトLadys&Gentlemen1

1:18:00
松井 泰良 高橋 孝仁 川原 今日子 中川 貴生

根本 勲 角野 哲也 正田 三四郎

494 260
横山パラダイス

1:18:09
大日向 将太 秋場 学 伊藤 千里

493 80
角ちゃんと愉快な仲間たち

1:18:06
吉橋  健太 後藤 和美

堀内 新平

西村 大介 細谷 優次

497 631
Indigo撤去チーム

1:18:12
臼井 浩太郎 石井 順一郎

秋村 俊介 後藤 建志 戸高 駿太 菅沼 亮 小泉 篤

刈谷 喜禎 横山 浩平

495 146
ローラちゃん

1:18:11
鈴木 彰太 矢尾板 千絵 向井 菜歩 片山 真吾

476 505
サワディーアラブーチーム

1:17:49
川瀬 和博 野中 啓太 荻野 美里 山田 晋 澤田 博志

480 723
ＢＳＣ－Ａ

1:17:54

廣瀬 美緒 前田 祐貴

484 127
神速

1:17:59

483 124
岩瀬 賢典

森山 京平 井上 茂治 謝 英双 北山 晋吾 土田 隆文

変化は始まっています
1:17:57

椎名 敬祐 平井 信吾 樋口 桃子 飯島 和樹

柏倉 真梨奈 神原 真人 松井 雄一朗

482 180
チームK

1:17:56
佐藤 大介

488 775
ランニングマンズ

1:18:01

三坂 浩平 馬渕 靖弘

492 34
リベンジBBQ!

1:18:05

491 49
河野 雄大

櫨元 江里 尾籠 早妃 小嶋 智己 梅津 るみこ 百足 靖

Win-Win選抜 チームDCR
1:18:04

清水 俊之 髙木 宏利 小野 智士 鯨岡 功一郎

永田 帆乃佳 亀田 隆明 吉田 恵太

490 414
日立ICT

1:18:02
北地 司

496 357
JTSチームQ

1:18:11

増渕 隼輔 蕨 英和

500 336
UOSロボラボ

1:18:16

499 16
宮本 一平

赤石 充聡 永沼 徳之 平山 武司 石井 宏之 小原 健児

チーム営業部
1:18:15

千島 健太郎 平野 裕司 寺﨑 太郎 中島 浩輔

石原 和也 金子 洋平 榎本 章

498 780
ぐるなびチームI

1:18:14
大森 一生

20/31



上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:19:16 (748) 0:35:19 (703) 0:53:32 (719) 1:06:26 (629) 1:18:16 (501)
一般の部 (81) 19:16 (748) 16:03 (499) 18:13 (655) 12:54 (99) 11:50 (60)

0:13:59 (325) 0:28:48 (294) 0:46:11 (407) 1:02:58 (482) 1:18:22 (502)
IT企業の部 (421) 13:59 (325) 14:49 (345) 17:23 (607) 16:47 (586) 15:24 (524)

0:14:51 (450) 0:30:30 (449) 0:50:29 (642) 1:06:05 (614) 1:18:23 (503)
IT企業の部 (422) 14:51 (450) 15:39 (449) 19:59 (725) 15:36 (470) 12:18 (99)

0:14:39 (414) 0:31:12 (502) 0:46:05 (398) 1:01:31 (409) 1:18:28 (504)
一般の部 (82) 14:39 (414) 16:33 (554) 14:53 (318) 15:26 (450) 16:57 (654)

0:12:36 (138) 0:28:58 (309) 0:45:52 (384) 1:05:13 (581) 1:18:28 (505)
一般の部 (83) 12:36 (138) 16:22 (532) 16:54 (572) 19:21 (724) 13:15 (222)

0:15:47 (574) 0:36:21 (723) 0:53:06 (712) 1:05:21 (586) 1:18:29 (506)
IT企業の部 (423) 15:47 (574) 20:34 (748) 16:45 (547) 12:15 (48) 13:08 (207)

0:17:36 (690) 0:36:08 (718) 0:50:31 (645) 1:05:01 (572) 1:18:31 (507)
IT企業の部 (424) 17:36 (690) 18:32 (696) 14:23 (264) 14:30 (313) 13:30 (265)

0:14:45 (431) 0:29:14 (334) 0:45:07 (351) 1:03:55 (528) 1:18:31 (508)
IT企業の部 (425) 14:45 (431) 14:29 (293) 15:53 (450) 18:48 (711) 14:36 (427)

0:15:45 (572) 0:34:22 (680) 0:47:41 (512) 1:03:07 (488) 1:18:32 (509)
IT企業の部 (426) 15:45 (572) 18:37 (700) 13:19 (142) 15:26 (450) 15:25 (526)

0:15:39 (562) 0:28:37 (280) 0:47:36 (507) 1:02:45 (470) 1:18:34 (510)
IT企業の部 (427) 15:39 (562) 12:58 (101) 18:59 (699) 15:09 (410) 15:49 (573)

0:15:08 (490) 0:31:08 (495) 0:48:20 (546) 1:04:02 (531) 1:18:34 (511)
一般の部 (84) 15:08 (490) 16:00 (492) 17:12 (591) 15:42 (486) 14:32 (416)

0:15:05 (479) 0:30:50 (483) 0:48:18 (544) 1:03:19 (502) 1:18:34 (512)
一般の部 (85) 15:05 (479) 15:45 (461) 17:28 (614) 15:01 (392) 15:15 (504)

0:17:08 (668) 0:33:13 (639) 0:47:01 (471) 1:01:46 (424) 1:18:36 (513)
IT企業の部 (428) 17:08 (668) 16:05 (502) 13:48 (199) 14:45 (353) 16:50 (643)

0:13:11 (208) 0:29:32 (365) 0:47:58 (524) 1:04:08 (536) 1:18:43 (514)
IT企業の部 (429) 13:11 (208) 16:21 (529) 18:26 (670) 16:10 (537) 14:35 (423)

0:16:08 (610) 0:32:28 (586) 0:49:19 (595) 1:06:01 (612) 1:18:44 (515)
IT企業の部 (430) 16:08 (610) 16:20 (527) 16:51 (563) 16:42 (575) 12:43 (148)

0:15:00 (470) 0:32:48 (611) 0:47:26 (495) 1:04:10 (537) 1:18:44 (516)
一般の部 (86) 15:00 (470) 17:48 (654) 14:38 (283) 16:44 (578) 14:34 (419)

0:16:37 (640) 0:33:31 (651) 0:51:13 (675) 1:03:11 (493) 1:18:44 (517)
IT企業の部 (431) 16:37 (640) 16:54 (581) 17:42 (633) 11:58 (32) 15:33 (547)

0:14:45 (430) 0:29:12 (330) 0:48:01 (529) 1:04:06 (535) 1:18:46 (518)
一般の部 (87) 14:45 (430) 14:27 (285) 18:49 (691) 16:05 (526) 14:40 (434)

0:17:01 (665) 0:32:27 (585) 0:44:55 (338) 1:01:23 (399) 1:18:50 (519)
IT企業の部 (432) 17:01 (665) 15:26 (421) 12:28 (64) 16:28 (561) 17:27 (683)

0:21:12 (762) 0:36:00 (715) 0:48:59 (577) 1:04:58 (570) 1:18:51 (520)
IT企業の部 (433) 21:12 (762) 14:48 (341) 12:59 (110) 15:59 (522) 13:53 (310)

0:13:46 (293) 0:31:00 (491) 0:49:49 (620) 1:05:19 (585) 1:18:52 (521)
IT企業の部 (434) 13:46 (293) 17:14 (613) 18:49 (691) 15:30 (460) 13:33 (270)

0:14:27 (381) 0:32:54 (618) 0:46:03 (395) 1:02:40 (463) 1:18:57 (522)
一般の部 (88) 14:27 (381) 18:27 (691) 13:09 (127) 16:37 (568) 16:17 (602)

0:14:15 (356) 0:30:39 (466) 0:46:02 (392) 1:02:43 (468) 1:18:58 (523)
IT企業の部 (435) 14:15 (356) 16:24 (534) 15:23 (379) 16:41 (574) 16:15 (599)

0:15:48 (578) 0:27:52 (215) 0:46:12 (411) 1:02:01 (434) 1:19:04 (524)
IT企業の部 (436) 15:48 (578) 12:04 (37) 18:20 (667) 15:49 (504) 17:03 (658)

0:18:22 (717) 0:34:27 (686) 0:49:33 (608) 1:04:16 (540) 1:19:08 (525)
IT企業の部 (437) 18:22 (717) 16:05 (502) 15:06 (344) 14:43 (350) 14:52 (460)

林 綾乃 鈴木 善仁 新谷 紀之

502 539
ポンコツ集団

1:18:22
小柳 勝美 添野 衛 外山 香純

501 461
武藤事務所チーム

1:18:16
平池 大介 宮本 奈奈

林 雅丈

太刀川 竜馬 古沢 拓未

505 787
オン・ダイエット

1:18:28
杉江 次郎 髙原 淳

酒井 敬佑 木下 典恵 伊賀上 恭子 海野 千佳 青砥 由佳理

尾田 真也 寺嶋 孝夫

503 222
アド_YOUNG

1:18:23
吉村 昌泰 田﨑 隼斗 大井川 千瑛 小野 智史

松良 真 永塚 和寛 北原 さき

510 492
愛徳会（NDIS-2)

1:18:34
森田 真也 松田 禎史 酒井 徹

509 742
FINOLAB:ZAISAN

1:18:32
荻野 調 高橋 正

齋藤 潤

宅井 継美 羽村 大地

513 122
チームフランク

1:18:36
杉浦 聡 稲葉 海斗

亀田 圭吾 井川 京子 栗原 陽子 三好 綾子 篠原 大壽

髙石 直樹 松田 圭紘

511 61
アクアライン4課B

1:18:34
藤本 聖彦 佐藤 幸一 早川 徹 吉武 智裕

永井 紀子 塙 真之介 古澤 智幸

518 418
FRC-C

1:18:46
柏 香奈子 川上 寿里 西村 直弥

517 26
JBS-bookkeeping

1:18:44
蠣崎 友貴 嶋田 圭子

小柳 直也

丸山 恵子 佐藤 雅一

521 609
ポテカラ

1:18:52
藤井 崇文 安藤 真輝子

渡辺 裕介 岩瀬 雄二 阿部 大樹 山宮 強 川久保 雅文

清水 俊明 伊藤 里奈

519 614
NS12-KINUTA1

1:18:50
藤橋 智文 大森 将司 中馬 剛 茂木 則幸

高松 輝希 石原 正樹 奈切 晋治
525 302

KTS-B
1:19:08

明石 憲佳 海野 陽祐

504 732
チーム　あおてぃ

1:18:28

二正寺 章 角田 洋人

508 792
MS

1:18:31

507 626
山口 英一

赤田 将之 原田 亮一 阿部 薫子 末広 和靖 長谷川 敬晃

走ろう会
1:18:31

伊藤 靖哲 泉 勝 松尾 幸枝 折内 拓郎

出村 真太郎 千葉 雅子 小俣 尚暉

506 682
TAKT C

1:18:29
渡辺 誠

512 769
栗原家

1:18:34

山本 祐介 東 一貴

516 175
PHN RUNNIG CLUB C

1:18:44

515 358
熊谷 カオル

瀬戸 晃 後藤 大輔 岡野 真隆 笠原 衛 鈴木 善之

JTSチームQ2
1:18:44

谷川 裕 大竹 寿美礼 門 祐太 山川 豊

小柴 悠 深井 守 川上 雅孝

514 716
森リーダーです

1:18:43
森 将治

520 263
勝ったら刺身

1:18:51

西条 晴美 梅山 玄三

524 55
EVR.Children Second

1:19:04

523 448
前田 卓志

山野辺 史久 小竹 慎吾 中村 絢子 池 知典 藤川 直彦

BarN2
1:18:58

前田 和樹 郷原 優里 上野 貴明 中村 あや

林 和子 本澤 京子 鈴木 悌正

522 386
牛二陸歩部チーム１

1:18:57
小泉 浩隆
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:16:56 (660) 0:32:03 (558) 0:47:26 (498) 1:04:05 (534) 1:19:09 (526)
IT企業の部 (438) 16:56 (660) 15:07 (380) 15:23 (379) 16:39 (572) 15:04 (483)

0:14:53 (457) 0:31:21 (514) 0:47:22 (493) 1:01:49 (427) 1:19:15 (527)
IT企業の部 (439) 14:53 (457) 16:28 (541) 16:01 (465) 14:27 (302) 17:26 (681)

0:17:27 (682) 0:31:58 (554) 0:47:47 (518) 1:01:53 (430) 1:19:18 (528)
IT企業の部 (440) 17:27 (682) 14:31 (303) 15:49 (441) 14:06 (249) 17:25 (678)

0:11:33 (56) 0:29:26 (354) 0:50:04 (626) 1:05:44 (603) 1:19:19 (529)
一般の部 (89) 11:33 (56) 17:53 (662) 20:38 (739) 15:40 (480) 13:35 (274)

0:15:11 (495) 0:32:39 (596) 0:47:13 (478) 1:02:25 (452) 1:19:20 (530)
IT企業の部 (441) 15:11 (495) 17:28 (632) 14:34 (277) 15:12 (413) 16:55 (649)

0:13:45 (292) 0:27:43 (201) 0:44:57 (339) 1:02:36 (459) 1:19:21 (531)
一般の部 (90) 13:45 (292) 13:58 (223) 17:14 (593) 17:39 (648) 16:45 (638)

0:14:44 (427) 0:32:03 (557) 0:47:51 (520) 1:01:26 (403) 1:19:23 (532)
IT企業の部 (442) 14:44 (427) 17:19 (618) 15:48 (438) 13:35 (178) 17:57 (699)

0:13:33 (268) 0:32:47 (610) 0:46:27 (428) 1:04:56 (565) 1:19:23 (533)
IT企業の部 (443) 13:33 (268) 19:14 (720) 13:40 (182) 18:29 (694) 14:27 (402)

0:15:25 (530) 0:30:31 (451) 0:45:37 (375) 1:01:54 (431) 1:19:24 (534)
IT企業の部 (444) 15:25 (530) 15:06 (377) 15:06 (344) 16:17 (547) 17:30 (686)

0:13:57 (322) 0:33:42 (656) 0:49:35 (612) 1:06:00 (611) 1:19:25 (535)
一般の部 (91) 13:57 (322) 19:45 (731) 15:53 (450) 16:25 (558) 13:25 (249)

0:16:00 (596) 0:30:32 (455) 0:46:18 (416) 1:01:11 (392) 1:19:26 (536)
IT企業の部 (445) 16:00 (596) 14:32 (306) 15:46 (434) 14:53 (375) 18:15 (709)

0:15:05 (482) 0:31:39 (532) 0:47:32 (505) 1:04:18 (545) 1:19:27 (537)
IT企業の部 (446) 15:05 (482) 16:34 (558) 15:53 (450) 16:46 (583) 15:09 (493)

0:15:47 (576) 0:32:31 (590) 0:49:19 (593) 1:04:58 (569) 1:19:29 (538)
IT企業の部 (447) 15:47 (576) 16:44 (573) 16:48 (554) 15:39 (478) 14:31 (414)

0:15:22 (524) 0:30:45 (474) 0:48:24 (551) 1:05:02 (574) 1:19:30 (539)
IT企業の部 (448) 15:22 (524) 15:23 (412) 17:39 (629) 16:38 (571) 14:28 (406)

0:17:59 (706) 0:32:38 (594) 0:50:19 (633) 1:07:17 (650) 1:19:31 (540)
IT企業の部 (449) 17:59 (706) 14:39 (319) 17:41 (632) 16:58 (598) 12:14 (93)

0:14:28 (385) 0:29:53 (391) 0:42:59 (228) 1:00:14 (344) 1:19:31 (541)
一般の部 (92) 14:28 (385) 15:25 (418) 13:06 (124) 17:15 (616) 19:17 (734)

0:15:29 (540) 0:32:37 (592) 0:48:03 (534) 1:02:42 (466) 1:19:36 (542)
IT企業の部 (450) 15:29 (540) 17:08 (603) 15:26 (388) 14:39 (342) 16:54 (648)

0:19:15 (747) 0:33:13 (640) 0:49:33 (606) 1:03:50 (524) 1:19:36 (543)
一般の部 (93) 19:15 (747) 13:58 (223) 16:20 (494) 14:17 (277) 15:46 (568)

0:13:00 (181) 0:27:30 (184) 0:46:43 (449) 1:01:50 (429) 1:19:37 (544)
一般の部 (94) 13:00 (181) 14:30 (297) 19:13 (709) 15:07 (407) 17:47 (694)

0:14:50 (445) 0:31:37 (529) 0:47:47 (519) 1:02:43 (467) 1:19:39 (545)
IT企業の部 (451) 14:50 (445) 16:47 (574) 16:10 (479) 14:56 (381) 16:56 (652)

0:17:49 (704) 0:31:54 (549) 0:47:01 (472) 1:02:39 (462) 1:19:42 (546)
IT企業の部 (452) 17:49 (704) 14:05 (240) 15:07 (349) 15:38 (474) 17:03 (658)

0:17:07 (667) 0:30:37 (463) 0:47:13 (477) 1:05:43 (600) 1:19:43 (547)
一般の部 (95) 17:07 (667) 13:30 (156) 16:36 (531) 18:30 (695) 14:00 (328)

0:18:47 (734) 0:34:39 (692) 0:50:23 (638) 1:04:52 (561) 1:19:43 (548)
IT企業の部 (453) 18:47 (734) 15:52 (478) 15:44 (427) 14:29 (311) 14:51 (454)

0:15:15 (504) 0:31:10 (499) 0:47:31 (504) 1:06:18 (623) 1:19:44 (549)
IT企業の部 (454) 15:15 (504) 15:55 (481) 16:21 (497) 18:47 (709) 13:26 (256)

0:14:26 (377) 0:27:07 (159) 0:48:19 (545) 1:05:38 (597) 1:19:46 (550)
IT企業の部 (455) 14:26 (377) 12:41 (75) 21:12 (749) 17:19 (624) 14:08 (348)

526 535
マルモリ

1:19:09
宮下 力哉 佐々木 拓也 岩崎 慶太

齊藤 悠太

辻本 真也 坂本 幸紀

529 591
風会　西

1:19:19
福田 丈也 青木 紀子

岩切 博 米岡 靖浩 徳谷 崇 上西 司 近藤 拓朗

青木 遥香 宮下 拓人

527 232
チーム白石

1:19:15
三木 玲児 樋川 博章 原田 朱羅 白石 康治

木戸 正仁 安西 正憲 柴田 久

534 765
DIGISIGN　A

1:19:24
大下 聖人 小野 光太郎 藤根 登

533 131
花金神保町

1:19:23
都築 慎治 植栗 彩子

有賀 丈晶

吉村 辰久 松土 倫子

537 185
TSF45

1:19:27
中村 友一 李 枝娟

高橋 多慶治 錦谷 未津樹 千葉 史 小野 康介 清水 泰雅

田北 亘 片桐 稔

535 442
ハウルの動く城

1:19:25
辻井 昌史 竹田 淳生 林 陽子 角元 愛美

坪田 譲治 福岡 和恵 伊藤 健

542 495
クララ　チームN

1:19:36
田口 大輔 廣瀬 陽子 本田 哲朗

541 387
牛二陸歩部チーム2

1:19:31
松永 誠一 今村 芳江

渡邉 勇也

大城 悟史 田中 祐男

545 126
ゲス極まってます

1:19:39
岡本 悠 齊藤 明彦

海老名 睦 北村 行二 波田 洋 安達 裕 町田 諒

朴 童建 家本 賢太郎

543 334
渡邉　勇也とその仲間たち

1:19:36
矢澤 裕 久世 好彦 宮澤 信吾 山口 孝司

岡崎 晃 筒井 優紀 浜野 剛昭

550 500
KMS2(チームB)

1:19:46
成瀬 祐貴 栗栖 遼平 長友 武士

549 15
CMKフットサル部Bチーム

1:19:44
村本 江梨花 久富 僚

筧 和郎 丹羽 雄太

528 653
有楽町ドルフィンズ

1:19:18

鎌倉 雄平 濱岡 聖悟

532 390
■豊洲の風

1:19:23

531 570
吉野 可奈子

高田 敦夫 小山内 志江 佐藤 豊明 小倉 卓也 土屋 順平

のんびり走ろう！
1:19:21

臼田 昌弘 川床 俊夫 坪谷 綾子 本田 朱麗

佐藤 智香 佐藤 友理英 菅田 敦司

530 511
C-QUICK7

1:19:20
門田 洋介

536 702
TYN-COS

1:19:26

仲田　康二 中崎 司

540 140
チームKINKAEN

1:19:31

539 582
北沢 将幸

神山 拓也 梁瀬 東子 小川 大地 辻村 洋太郎 渡辺 俊平

ぐるなび チームA
1:19:30

田中 泰博 庄野 幸子 田中 望 小曽根 緑

須坂 敦 堀江 日向子 酒井 修

538 178
ミライトレジェンド

1:19:29
瀬尾 真二

544 89
DMC-3

1:19:37

塩尻 圭介 高山 純一

548 33
KM-Fairies

1:19:43

547 60
大場 純平

富永  有美 野口  優美 牧野 真紀 相京  佳那 渡辺 律子

アクアライン3課B
1:19:43

沼沢 宰 遊佐 恭兵 北村 貴志 仙石 浩規

杉山 充 安藤 航汰 柴崎 啓吾

546 463
CLINKSランニング部B

1:19:42
吉山 健太
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:17:19 (679) 0:32:43 (597) 0:50:44 (651) 1:04:42 (556) 1:19:48 (551)
IT企業の部 (456) 17:19 (679) 15:24 (416) 18:01 (647) 13:58 (230) 15:06 (490)

0:13:15 (217) 0:28:13 (243) 0:43:39 (272) 1:02:36 (460) 1:19:48 (552)
一般の部 (96) 13:15 (217) 14:58 (368) 15:26 (388) 18:57 (715) 17:12 (666)

0:15:07 (488) 0:33:04 (631) 0:49:03 (581) 1:04:18 (544) 1:19:51 (553)
IT企業の部 (457) 15:07 (488) 17:57 (667) 15:59 (463) 15:15 (424) 15:33 (547)

0:14:11 (350) 0:32:09 (561) 0:49:31 (604) 1:05:15 (582) 1:19:53 (554)
IT企業の部 (458) 14:11 (350) 17:58 (668) 17:22 (604) 15:44 (491) 14:38 (432)

0:15:41 (566) 0:29:55 (395) 0:47:44 (514) 1:06:29 (630) 1:19:54 (555)
IT企業の部 (459) 15:41 (566) 14:14 (258) 17:49 (638) 18:45 (708) 13:25 (249)

0:16:53 (656) 0:33:58 (665) 0:50:50 (658) 1:05:54 (609) 1:19:54 (556)
IT企業の部 (460) 16:53 (656) 17:05 (599) 16:52 (565) 15:04 (399) 14:00 (328)

0:12:37 (139) 0:30:24 (441) 0:43:04 (239) 0:59:18 (314) 1:19:55 (557)
IT企業の部 (461) 12:37 (139) 17:47 (653) 12:40 (81) 16:14 (545) 20:37 (754)

0:12:35 (136) 0:29:17 (340) 0:47:53 (522) 1:03:35 (513) 1:19:55 (558)
一般の部 (97) 12:35 (136) 16:42 (567) 18:36 (679) 15:42 (486) 16:20 (609)

0:14:16 (357) 0:28:06 (233) 0:48:51 (571) 1:03:42 (520) 1:19:56 (559)
IT企業の部 (462) 14:16 (357) 13:50 (198) 20:45 (743) 14:51 (371) 16:14 (597)

0:19:55 (756) 0:34:27 (687) 0:49:32 (605) 1:04:22 (547) 1:19:56 (560)
一般の部 (98) 19:55 (756) 14:32 (306) 15:05 (341) 14:50 (365) 15:34 (551)

0:14:32 (397) 0:31:52 (548) 0:48:48 (567) 1:05:44 (602) 1:19:57 (561)
IT企業の部 (463) 14:32 (397) 17:20 (620) 16:56 (577) 16:56 (596) 14:13 (360)

0:16:04 (605) 0:29:15 (335) 0:46:47 (454) 1:04:47 (558) 1:19:57 (562)
IT企業の部 (464) 16:04 (605) 13:11 (124) 17:32 (620) 18:00 (668) 15:10 (497)

0:16:39 (643) 0:31:36 (528) 0:47:26 (497) 1:03:15 (497) 1:19:58 (563)
IT企業の部 (465) 16:39 (643) 14:57 (362) 15:50 (444) 15:49 (504) 16:43 (636)

0:17:37 (692) 0:39:00 (758) 0:54:24 (733) 1:06:49 (635) 1:20:00 (564)
IT企業の部 (466) 17:37 (692) 21:23 (753) 15:24 (384) 12:25 (58) 13:11 (212)

0:15:49 (581) 0:32:25 (583) 0:49:29 (601) 1:04:00 (530) 1:20:03 (565)
IT企業の部 (467) 15:49 (581) 16:36 (560) 17:04 (584) 14:31 (319) 16:03 (583)

0:16:28 (628) 0:35:53 (714) 0:53:20 (717) 1:07:33 (658) 1:20:07 (566)
IT企業の部 (468) 16:28 (628) 19:25 (726) 17:27 (610) 14:13 (268) 12:34 (131)

0:15:25 (531) 0:35:10 (702) 0:51:15 (677) 1:05:53 (607) 1:20:09 (567)
IT企業の部 (469) 15:25 (531) 19:45 (731) 16:05 (471) 14:38 (338) 14:16 (368)

0:14:50 (447) 0:31:44 (540) 0:47:29 (501) 1:02:59 (483) 1:20:13 (568)
IT企業の部 (470) 14:50 (447) 16:54 (581) 15:45 (431) 15:30 (460) 17:14 (670)

0:17:45 (700) 0:34:15 (673) 0:47:41 (511) 1:01:42 (421) 1:20:15 (569)
一般の部 (99) 17:45 (700) 16:30 (548) 13:26 (153) 14:01 (235) 18:33 (715)

0:13:34 (270) 0:31:39 (534) 0:47:18 (485) 1:02:41 (464) 1:20:18 (570)
IT企業の部 (471) 13:34 (270) 18:05 (674) 15:39 (410) 15:23 (440) 17:37 (690)

0:17:29 (685) 0:30:15 (429) 0:46:50 (458) 1:03:34 (511) 1:20:27 (571)
IT企業の部 (472) 17:29 (685) 12:46 (82) 16:35 (530) 16:44 (578) 16:53 (647)

0:16:24 (626) 0:34:18 (677) 0:51:57 (691) 1:07:39 (664) 1:20:29 (572)
IT企業の部 (473) 16:24 (626) 17:54 (665) 17:39 (629) 15:42 (486) 12:50 (155)

0:16:39 (642) 0:31:49 (546) 0:46:47 (455) 1:04:49 (560) 1:20:30 (573)
IT企業の部 (474) 16:39 (642) 15:10 (386) 14:58 (329) 18:02 (671) 15:41 (561)

0:14:58 (465) 0:32:23 (578) 0:47:21 (492) 1:04:48 (559) 1:20:32 (574)
IT企業の部 (475) 14:58 (465) 17:25 (626) 14:58 (329) 17:27 (635) 15:44 (567)

0:16:10 (612) 0:34:33 (690) 0:49:33 (609) 1:06:19 (626) 1:20:32 (575)
IT企業の部 (476) 16:10 (612) 18:23 (690) 15:00 (333) 16:46 (583) 14:13 (360)

加藤 淳一郎

松木 貴雄 松木 直子

553 230
チーム宮崎

1:19:51
雨宮 竜希 石毛 博之

佐藤 夢積 尾崎 めぐみ 東 佳那 寺島 笑花 岡 翼

551 326
ミツイワ）ＰＳ部

1:19:48
栗原 裕幸 木崎 正樹 若山 眞啓 岸本 育久

山本 雄太 福田 恭子 大熊 克美

558 437
紅の豚

1:19:55
大澤 弘毅 堀 慶子 渡邉 真梨

557 183
Team Pretty Bears

1:19:55
川瀬 勇気 竹下 順子

市村 拓也

田間 恵 黒子 美咲

561 709
energy

1:19:57
大月 彬子 古賀 希美

三堀 道治 加藤  旭 工藤 泰斗 八尾 貴裕 小池  崇介

石塚 成美 佐藤 一馬

559 446
AIS(Innovationチーム)

1:19:56
岩﨑 一将 小川 陽平 佐藤 蒼 松沼 高嶺

永野 靖 花房 貴大 丸田 善博

566 413
チームゆれくる

1:20:07
安部 達哉 関根 大 佐々木 秀平

565 768
ミライト　野球部

1:20:03
佐藤 涼 亀田 達也

高倉 健仁

出口 拓夫 南部 達哉

569 18
ほぼちば。

1:20:15
粗 直樹 岸 拓実

清水 健太 上村 琴美 池田 裕一郎 木暮 大輔 環貫 修

保刈 祐希彦 池端 健太郎

567 790
マネフォうさぎさんチーム

1:20:09
藤田 綾香 高橋 邦雄 町田 華子 高山 大介

門田 爾 内藤 美穂 永田 史人

574 552
ラッツ＆スター

1:20:32
藤井 健二 真藤 貴志 秀島 光

573 13
ポケモンGOCOTO

1:20:30
池田 春菜 小林 正和

永峰 恵

河澄 賢哉 坂本 俊

575 1
頑張れ、福島、熊本!チーム

1:20:32
越尾 さくら 門馬 よしひこ 河野 昌志 今田 みのり

552 253
みんなの夢アワード7学生事
務局 1:19:48

林 隆史 石橋 直樹

556 493
クララ　チームO

1:19:54

555 243
岩佐 龍昌

塩谷 太朗 林 寛子 小峰 劉太 遠藤 千尋 干場 一広

STS ゆかもんGO!
1:19:54

小見野 淳一 小田 一貴 小谷田 結花 岩永 篤実

広瀬 琢也 檜山 武俊 橋本 隆志

554 451
ＴＳＨ＿Ａ

1:19:53
鎌田 佳宏

560 78
Gemstone税理士法人

1:19:56

河口 奈緒 神谷 貴子

564 226
ウチダシステムズB

1:20:00

563 524
大隈 富士夫

坂口 躍 垣本 晴香 谷上 実佳 芹田 裕也 安積 俊明

チーム富士夫！
1:19:58

福浦 秀磨 西田 圭吾 佐藤 泰一朗 竹内 庸浩

奥野 克孝 鈴木 俊平 柳澤 孝衣

562 763
MTC.BlueFaerie's

1:19:57
平岡 あゆみ

568 184
Team お江戸

1:20:13

高橋 友風季 小吹 哲史

572 266
GMOグローバルサインチーム

1:20:29

571 237
吉田 裕司

勝又 深雪 狩野 恵実 牛島 直紀 石井 徹也 伊藤 裕太

MBFS
1:20:27

池田 正人 石川 道博 五十嵐 護 安保 良

岩本 築 鈴木 杏奈 橘 秀彦

570 770
DOUBLE GUCCI

1:20:18
寺口 耕平
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:14:54 (458) 0:31:09 (496) 0:49:47 (619) 1:06:49 (634) 1:20:34 (576)
IT企業の部 (477) 14:54 (458) 16:15 (518) 18:38 (680) 17:02 (602) 13:45 (292)

0:16:56 (662) 0:32:19 (571) 0:48:02 (531) 1:05:40 (599) 1:20:36 (577)
IT企業の部 (478) 16:56 (662) 15:23 (412) 15:43 (422) 17:38 (647) 14:56 (473)

0:14:48 (443) 0:28:04 (231) 0:46:58 (466) 1:02:12 (445) 1:20:39 (578)
IT企業の部 (479) 14:48 (443) 13:16 (135) 18:54 (695) 15:14 (420) 18:27 (711)

0:15:12 (498) 0:32:24 (579) 0:48:29 (555) 1:03:11 (494) 1:20:40 (579)
IT企業の部 (480) 15:12 (498) 17:12 (609) 16:05 (471) 14:42 (347) 17:29 (685)

0:16:34 (635) 0:35:29 (706) 0:51:17 (678) 1:07:37 (661) 1:20:42 (580)
一般の部 (100) 16:34 (635) 18:55 (710) 15:48 (438) 16:20 (554) 13:05 (196)

0:15:33 (550) 0:32:58 (625) 0:50:24 (639) 1:08:11 (678) 1:20:47 (581)
IT企業の部 (481) 15:33 (550) 17:25 (626) 17:26 (609) 17:47 (656) 12:36 (135)

0:14:08 (343) 0:31:17 (508) 0:50:22 (637) 1:06:48 (633) 1:20:51 (582)
IT企業の部 (482) 14:08 (343) 17:09 (605) 19:05 (704) 16:26 (560) 14:03 (335)

0:12:41 (147) 0:28:18 (251) 0:52:00 (693) 1:07:22 (651) 1:20:56 (583)
IT企業の部 (483) 12:41 (147) 15:37 (444) 23:42 (765) 15:22 (438) 13:34 (271)

0:12:24 (113) 0:26:40 (132) 0:47:00 (469) 1:04:17 (541) 1:20:56 (584)
IT企業の部 (484) 12:24 (113) 14:16 (261) 20:20 (734) 17:17 (619) 16:39 (630)

0:10:03 (11) 0:28:38 (281) 0:46:55 (463) 1:03:51 (525) 1:20:58 (585)
一般の部 (101) 10:03 (11) 18:35 (698) 18:17 (661) 16:56 (596) 17:07 (663)

0:14:27 (380) 0:30:18 (432) 0:49:50 (621) 1:07:33 (657) 1:20:58 (586)
IT企業の部 (485) 14:27 (380) 15:51 (473) 19:32 (717) 17:43 (651) 13:25 (249)

0:15:37 (554) 0:28:56 (304) 0:48:55 (575) 1:06:44 (631) 1:21:00 (587)
IT企業の部 (486) 15:37 (554) 13:19 (143) 19:59 (725) 17:49 (657) 14:16 (368)

0:15:39 (561) 0:29:27 (355) 0:47:59 (526) 1:05:30 (592) 1:21:00 (588)
IT企業の部 (487) 15:39 (561) 13:48 (193) 18:32 (677) 17:31 (641) 15:30 (539)

0:14:07 (339) 0:30:49 (481) 0:48:39 (564) 1:04:34 (552) 1:21:01 (589)
IT企業の部 (488) 14:07 (339) 16:42 (567) 17:50 (639) 15:55 (517) 16:27 (617)

0:13:55 (315) 0:31:29 (521) 0:46:52 (462) 1:04:12 (538) 1:21:02 (590)
IT企業の部 (489) 13:55 (315) 17:34 (638) 15:23 (379) 17:20 (627) 16:50 (643)

0:15:38 (559) 0:30:04 (408) 0:47:51 (521) 1:04:26 (548) 1:21:02 (591)
IT企業の部 (490) 15:38 (559) 14:26 (283) 17:47 (637) 16:35 (567) 16:36 (624)

0:14:25 (374) 0:28:03 (229) 0:48:34 (559) 1:04:04 (533) 1:21:04 (592)
一般の部 (102) 14:25 (374) 13:38 (170) 20:31 (738) 15:30 (460) 17:00 (656)

0:18:25 (721) 0:33:54 (663) 0:50:27 (640) 1:05:44 (601) 1:21:09 (593)
一般の部 (103) 18:25 (721) 15:29 (426) 16:33 (526) 15:17 (427) 15:25 (526)

0:18:48 (736) 0:37:59 (745) 0:53:18 (716) 1:06:14 (622) 1:21:13 (594)
IT企業の部 (491) 18:48 (736) 19:11 (717) 15:19 (370) 12:56 (103) 14:59 (477)

0:15:59 (594) 0:30:42 (472) 0:48:00 (528) 1:07:33 (656) 1:21:14 (595)
IT企業の部 (492) 15:59 (594) 14:43 (328) 17:18 (598) 19:33 (726) 13:41 (280)

0:12:27 (123) 0:29:30 (362) 0:44:11 (300) 1:00:36 (362) 1:21:14 (596)
IT企業の部 (493) 12:27 (123) 17:03 (597) 14:41 (293) 16:25 (558) 20:38 (755)

0:13:22 (238) 0:28:19 (253) 0:43:57 (288) 1:04:27 (550) 1:21:15 (597)
IT企業の部 (494) 13:22 (238) 14:57 (362) 15:38 (407) 20:30 (740) 16:48 (641)

0:11:47 (72) 0:26:05 (106) 0:45:53 (386) 1:07:09 (645) 1:21:20 (598)
一般の部 (104) 11:47 (72) 14:18 (267) 19:48 (721) 21:16 (749) 14:11 (355)

0:16:30 (633) 0:35:47 (709) 0:50:54 (660) 1:07:37 (662) 1:21:21 (599)
IT企業の部 (495) 16:30 (633) 19:17 (722) 15:07 (349) 16:43 (576) 13:44 (288)

0:11:07 (36) 0:32:21 (572) 0:48:08 (536) 1:05:10 (579) 1:21:21 (600)
IT企業の部 (496) 11:07 (36) 21:14 (751) 15:47 (437) 17:02 (602) 16:11 (594)

加藤 鶴羽 佐々木 匠

577 651
FessチームE

1:20:36
案野 光弘 木村 孝文

森 浩司 大越 大造 酒井 宏一郎 佐野 真人 吉浦 弘高

小井 彩織 宮本 和治 駒田 明

582 304
チーム★エバンジェリスト

1:20:51
小島 利貴 長島 ちえみ 川辺 祐樹

581 611
チームはじまるくんＢ

1:20:47
川島 宏史 西村 あすか

望月 洋

波木井 孝則 高橋 明友美

585 438
千と千尋の神隠し

1:20:58
宮川 太郎 田畑 未来

八巻 大輔 佐藤 佳奈 山田 健太 深作 萌珠 穴見 弘則

小安 しのぶ 松田 洋介

583 82
デル 60ミニッツ

1:20:56
小林 正典 上田 昌明 Yusoff Zamhury 福山 孝子

吉﨑 正 阪本 賢治 藤尾 征範

590 201
UAL企画部選抜

1:21:02
福井 朗夫 大 城二 向坂 紀文

589 736
KS-SOLチームC

1:21:01
樫原 真治 髙井 晴由

鈴木 良幸

高長 克行 秋吉 征人

593 59
アクアライン3課A

1:21:09
水田 誠 長部 臣

小林 直人 小野 剛 吉田 良二 中平 拓也 小田 創和

神戸 滝人 今井 保

591 498
中原ＩＯＴチーム

1:21:02
熊田 勝 遠藤 知彦 中田 祐之 鶴 義伸

奥山 恭範 森本 仁 岸本 有玄

598 506
シンプルにチーム堂元

1:21:20
安江 優太 田村 雅幸 金子 穂高

597 351
カームコンピュータ東京

1:21:15
五十嵐 遼太朗 小林 正典

長谷川 大輔

三井 潤哉 宮内 一哉 池田 一樹 山森 啓之 畔上 博

山岸 麻友 堂元 一孝

599 496
クララ　チームL

1:21:21
福田 哲也 顧 艶菁 土井 一倫 丸田 賢太郎

576 566
Veeam Software -A

1:20:34

西山 祐泰 林 耕平

580 21
チームITSOL

1:20:42

579 562
井関 雅人

金子 恵一 吉田 圭介 細田 悠司 菰田 良介 杉本 有希哉

TACT　ヒノマイタ
1:20:40

古田 亮介 川井 成治 石塚 亮 根岸 昌浩

加藤 翔 福田 洋平 中田 健司

578 685
ワンオールシステム

1:20:39
中野 卓人

584 359
ぐるなびチームD

1:20:56

小川 裕子 宮崎 順

588 203
FCS 最速？チーム

1:21:00

587 75
児島 秀和

若松 伸幸 楠本 広樹 内山 一紀 芥子 大樹 山崎 紘一朗

CTCBS‐RC‐Oxks
1:21:00

五来 大介 田中 康寛 鈴木 仁美 下田 珠子

野内 ほのか 稲村 歩子 遠藤 祐貴

586 608
A40's

1:20:58
斉藤 秀明

592 255
ワタミ株式会社Ⅰ

1:21:04

寺尾 隆彦 阿部 陽子

596 248
STS ゼブラーズ

1:21:14

595 656
佐竹 浩一

三浦 航大 井上 千栄 嶋 優樹 増田 貴美 鈴木 英司

精いっぱいがんばる
1:21:14

鴨田 典明 稲田 翔 大和田 美央 夫津木 瑠里

小板 譲 中村 裕一 岩尾 和也

594 313
TJKランナーズB

1:21:13
平田 龍

600 522
コムシスネット６

1:21:21
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:14:24 (373) 0:34:49 (696) 0:51:03 (665) 1:07:47 (666) 1:21:21 (601)
IT企業の部 (497) 14:24 (373) 20:25 (746) 16:14 (487) 16:44 (578) 13:34 (271)

0:12:12 (97) 0:26:52 (145) 0:45:34 (373) 1:06:59 (640) 1:21:22 (602)
IT企業の部 (498) 12:12 (97) 14:40 (321) 18:42 (684) 21:25 (753) 14:23 (384)

0:15:21 (521) 0:33:59 (666) 0:50:52 (659) 1:07:16 (649) 1:21:24 (603)
IT企業の部 (499) 15:21 (521) 18:38 (702) 16:53 (568) 16:24 (556) 14:08 (348)

0:12:32 (132) 0:30:53 (485) 0:48:22 (549) 1:06:59 (639) 1:21:25 (604)
IT企業の部 (500) 12:32 (132) 18:21 (687) 17:29 (616) 18:37 (700) 14:26 (397)

0:19:02 (744) 0:33:53 (661) 0:51:35 (681) 1:06:08 (615) 1:21:28 (605)
IT企業の部 (501) 19:02 (744) 14:51 (350) 17:42 (633) 14:33 (324) 15:20 (514)

0:18:39 (730) 0:34:58 (700) 0:51:51 (687) 1:05:25 (588) 1:21:29 (606)
一般の部 (105) 18:39 (730) 16:19 (526) 16:53 (568) 13:34 (175) 16:04 (585)

0:16:22 (622) 0:37:35 (737) 0:51:45 (686) 1:07:37 (660) 1:21:30 (607)
一般の部 (106) 16:22 (622) 21:13 (750) 14:10 (243) 15:52 (513) 13:53 (310)

0:13:31 (264) 0:28:23 (256) 0:47:19 (488) 1:02:05 (439) 1:21:30 (608)
IT企業の部 (502) 13:31 (264) 14:52 (352) 18:56 (697) 14:46 (355) 19:25 (737)

0:12:55 (169) 0:25:48 (95) 0:45:46 (382) 1:02:14 (446) 1:21:34 (609)
一般の部 (107) 12:55 (169) 12:53 (94) 19:58 (724) 16:28 (561) 19:20 (735)

0:18:33 (727) 0:37:03 (732) 0:49:10 (588) 1:03:46 (523) 1:21:35 (610)
IT企業の部 (503) 18:33 (727) 18:30 (693) 12:07 (49) 14:36 (335) 17:49 (695)

0:14:46 (436) 0:31:43 (539) 0:49:02 (579) 1:05:54 (608) 1:21:35 (611)
一般の部 (108) 14:46 (436) 16:57 (587) 17:19 (601) 16:52 (592) 15:41 (561)

0:15:56 (590) 0:32:29 (587) 0:52:14 (698) 1:05:34 (594) 1:21:42 (612)
IT企業の部 (504) 15:56 (590) 16:33 (554) 19:45 (720) 13:20 (148) 16:08 (589)

0:18:35 (728) 0:33:19 (644) 0:49:28 (599) 1:07:11 (647) 1:21:44 (613)
IT企業の部 (505) 18:35 (728) 14:44 (332) 16:09 (478) 17:43 (651) 14:33 (418)

0:18:39 (729) 0:35:50 (711) 0:51:05 (666) 1:06:19 (624) 1:21:47 (614)
一般の部 (109) 18:39 (729) 17:11 (607) 15:15 (364) 15:14 (420) 15:28 (535)

0:15:44 (570) 0:30:41 (470) 0:52:48 (706) 1:07:54 (669) 1:21:49 (615)
IT企業の部 (506) 15:44 (570) 14:57 (362) 22:07 (758) 15:06 (402) 13:55 (317)

0:14:52 (453) 0:30:12 (419) 0:47:15 (482) 1:07:00 (642) 1:21:51 (616)
IT企業の部 (507) 14:52 (453) 15:20 (404) 17:03 (583) 19:45 (729) 14:51 (454)

0:14:28 (384) 0:31:57 (552) 0:49:07 (586) 1:07:48 (667) 1:21:51 (617)
IT企業の部 (508) 14:28 (384) 17:29 (634) 17:10 (587) 18:41 (703) 14:03 (335)

0:15:22 (522) 0:31:20 (513) 0:48:10 (539) 1:02:56 (479) 1:21:54 (618)
一般の部 (110) 15:22 (522) 15:58 (488) 16:50 (559) 14:46 (355) 18:58 (725)

0:14:28 (389) 0:31:44 (541) 0:50:30 (644) 1:07:59 (672) 1:21:57 (619)
IT企業の部 (509) 14:28 (389) 17:16 (614) 18:46 (687) 17:29 (638) 13:58 (323)

0:14:47 (438) 0:30:14 (423) 0:44:54 (337) 1:03:22 (503) 1:22:03 (620)
IT企業の部 (510) 14:47 (438) 15:27 (423) 14:40 (291) 18:28 (693) 18:41 (721)

0:15:27 (532) 0:31:27 (519) 0:48:21 (547) 1:06:47 (632) 1:22:08 (621)
IT企業の部 (511) 15:27 (532) 16:00 (492) 16:54 (572) 18:26 (692) 15:21 (517)

0:18:11 (714) 0:32:46 (606) 0:50:21 (634) 1:04:58 (568) 1:22:11 (622)
IT企業の部 (512) 18:11 (714) 14:35 (314) 17:35 (624) 14:37 (337) 17:13 (669)

0:14:42 (425) 0:30:16 (430) 0:49:58 (624) 1:06:10 (617) 1:22:14 (623)
IT企業の部 (513) 14:42 (425) 15:34 (440) 19:42 (719) 16:12 (540) 16:04 (585)

0:16:14 (615) 0:31:08 (494) 0:50:22 (636) 1:06:53 (637) 1:22:15 (624)
一般の部 (111) 16:14 (615) 14:54 (357) 19:14 (711) 16:31 (565) 15:22 (519)

0:21:20 (763) 0:38:50 (753) 0:54:27 (734) 1:05:27 (589) 1:22:22 (625)
IT企業の部 (514) 21:20 (763) 17:30 (636) 15:37 (404) 11:00 (6) 16:55 (649)

阿部 悠 山口 真琴

601 686
CISCO チームCPS

1:21:21
小口 友理 石垣 美津代

菊池 真由 関 晶子 今西 了一

606 254
ワタミメンバーズアライアンス

1:21:29
亀本 伸彦 阿部 恵里香 中澤 晴子

605 531
ＪＫＣの母

1:21:28
荒川 真美 細田 直美

高田 広大

玉田 宏一 小林 大喜

609 172
チームEddy

1:21:34
野口 慎一郎 加納 雅也

尾田 源市 長谷川 歩 新谷 綾 横田 大和 松本 拓朗

家寿田 恵美 吉田 良二

607 335
東京支店ＧＯ

1:21:30
嘉藤 英樹 三田村 裕嗣 島田 洋匡 矢野 貴裕

坂本 俊也 神田 光悟 藤田 純一

614 171
DEBUじゃないのよDIBU

1:21:47
石井 彦次 伊藤 朝子 澤木 安奈

613 640
ネクシスwithスギちゃん

1:21:44
吉田 彩乃 杉山 浩

城 剛史

中山 泉 岡田 淑子

617 784
ぐるなびチームJ

1:21:51
西塚 洋介 久良木 麻里

安木 宏昌 箭内 征弘 谷口 賢吾 三浦 滉平 姫野 哲弘

金 民教 青野 宗右

615 283
シュナイダーエレクトリック
チーム東京 1:21:49

長田 豊之 清田 陽子 松崎 耕介 宮口 英治

井上 等 国松 俊郎 神保 賢一

622 433
Sexy Sweaty 120％

1:22:11
幸坂 健史 竹迫 裕真 髙岡 暁人

621 449
BarN3

1:22:08
松下 浩 市川 祥隆

豊永 周平

625 727
まろーん５

1:22:22
古川 雅之 豊田 裕司

佐々木 慎吾 橋谷 輝明 橋谷 優杏 堀河 俊介 西山 茅波

ＡＩＥＭＡＡＮ ＭＮ 橘 友仁

623 373
Creema（クリーマ）ファンラン
チーム 1:22:14

御法川 薫 石渡 達也 佐野 由貴 針生 未希

林 宏明 紫藤 泰至

604 285
シュナイダーエレクトリック
チーム埼京 1:21:25

603 728
小川 洋介

中澤 吾一 金村 愛華 内野 邦郎 岩澤 純子 福島 久史

BU111
1:21:24

久保 大典 東 枝理加 芦川 智彦 関 龍

加藤 陽子 山崎 多加子 冨田 雄一郎

602 423
えどむらC

1:21:22
石井 裕貴

608 113
山ぶどう from EAST1

1:21:30

上原 榛奈 酒井 美紀子

612 221
アド_MIDDLE

1:21:42

611 256
中村 七重

岡村 涼平 西村 晃典 佐藤 裕子 野村 晃洋 望月 研吾

ワタミ株式会社Ⅱ
1:21:35

小林 典史 尾崎 史朗 星﨑 雅量 池谷 豊

茂木 翔子 仁平 恭代 細貝 康高

610 671
チームいいね！

1:21:35
望月 真貴子

616 425
えどむらC2

1:21:51

斉藤 洋祐 岡本 満実子

620 320
team まる２

1:22:03

619 477
本間 慎吾

木根渕 真人 山下 隆宏 佐々田 吉章 岡本 英樹 船越 義郎

Lazybones陸上部younger
1:21:57

白石 駿英 野澤 晋作 坂田 宏樹 水野 靖紀

草苅 祐太 浅田 真之 木村 美貴

618 633
リスブランナーズ

1:21:54
住田 由紀子

624 170
スマイリー

1:22:15

小幡 将大 大川 慎吾 藤原 直樹
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:18:24 (719) 0:34:03 (667) 0:50:41 (649) 1:07:58 (671) 1:22:22 (626)
IT企業の部 (515) 18:24 (719) 15:39 (449) 16:38 (535) 17:17 (619) 14:24 (389)

0:17:12 (673) 0:32:55 (619) 0:48:07 (535) 1:06:57 (638) 1:22:23 (627)
IT企業の部 (516) 17:12 (673) 15:43 (454) 15:12 (360) 18:50 (713) 15:26 (529)

0:15:17 (511) 0:32:25 (582) 0:49:43 (616) 1:06:51 (636) 1:22:25 (628)
IT企業の部 (517) 15:17 (511) 17:08 (603) 17:18 (598) 17:08 (608) 15:34 (551)

0:14:36 (404) 0:30:27 (445) 0:49:30 (603) 1:07:02 (643) 1:22:25 (629)
IT企業の部 (518) 14:36 (404) 15:51 (473) 19:03 (702) 17:32 (642) 15:23 (522)

0:15:43 (569) 0:30:32 (454) 0:45:35 (374) 1:05:22 (587) 1:22:27 (630)
IT企業の部 (519) 15:43 (569) 14:49 (345) 15:03 (337) 19:47 (730) 17:05 (660)

0:15:31 (544) 0:30:33 (459) 0:50:49 (657) 1:08:05 (675) 1:22:30 (631)
IT企業の部 (520) 15:31 (544) 15:02 (373) 20:16 (733) 17:16 (618) 14:25 (392)

0:17:17 (677) 0:32:30 (589) 0:48:56 (576) 1:05:39 (598) 1:22:31 (632)
IT企業の部 (521) 17:17 (677) 15:13 (393) 16:26 (508) 16:43 (576) 16:52 (645)

0:17:40 (694) 0:33:37 (652) 0:51:07 (667) 1:07:25 (653) 1:22:36 (633)
IT企業の部 (522) 17:40 (694) 15:57 (486) 17:30 (617) 16:18 (549) 15:11 (498)

0:14:55 (463) 0:32:44 (598) 0:48:03 (533) 1:05:53 (606) 1:22:37 (634)
IT企業の部 (523) 14:55 (463) 17:49 (657) 15:19 (370) 17:50 (658) 16:44 (637)

0:16:03 (600) 0:31:54 (550) 0:45:41 (378) 1:05:47 (604) 1:22:43 (635)
IT企業の部 (524) 16:03 (600) 15:51 (473) 13:47 (198) 20:06 (736) 16:56 (652)

0:18:06 (711) 0:37:06 (733) 0:52:28 (702) 1:07:06 (644) 1:22:47 (636)
IT企業の部 (525) 18:06 (711) 19:00 (711) 15:22 (375) 14:38 (338) 15:41 (561)

0:18:58 (742) 0:35:26 (705) 0:51:54 (689) 1:10:29 (704) 1:22:55 (637)
IT企業の部 (526) 18:58 (742) 16:28 (541) 16:28 (511) 18:35 (699) 12:26 (109)

0:14:40 (419) 0:34:25 (683) 0:51:13 (674) 1:05:27 (590) 1:22:57 (638)
IT企業の部 (527) 14:40 (419) 19:45 (731) 16:48 (554) 14:14 (269) 17:30 (686)

0:17:51 (705) 0:33:18 (643) 0:50:12 (630) 1:06:19 (625) 1:22:58 (639)
IT企業の部 (528) 17:51 (705) 15:27 (423) 16:54 (572) 16:07 (531) 16:39 (630)

0:15:33 (548) 0:33:47 (658) 0:52:04 (695) 1:07:12 (648) 1:23:00 (640)
IT企業の部 (529) 15:33 (548) 18:14 (680) 18:17 (661) 15:08 (408) 15:48 (571)

0:16:46 (647) 0:32:22 (574) 0:50:35 (646) 1:07:30 (654) 1:23:01 (641)
IT企業の部 (530) 16:46 (647) 15:36 (443) 18:13 (655) 16:55 (594) 15:31 (543)

0:18:04 (709) 0:36:21 (722) 0:53:16 (715) 1:08:43 (685) 1:23:04 (642)
IT企業の部 (531) 18:04 (709) 18:17 (683) 16:55 (575) 15:27 (453) 14:21 (380)

0:15:39 (560) 0:37:35 (738) 0:54:17 (728) 1:09:20 (695) 1:23:05 (643)
一般の部 (112) 15:39 (560) 21:56 (759) 16:42 (544) 15:03 (397) 13:45 (292)

0:15:57 (592) 0:31:26 (517) 0:48:23 (550) 1:08:23 (680) 1:23:06 (644)
IT企業の部 (532) 15:57 (592) 15:29 (426) 16:57 (578) 20:00 (734) 14:43 (439)

0:13:31 (262) 0:33:24 (649) 0:51:53 (688) 1:05:38 (596) 1:23:06 (645)
一般の部 (113) 13:31 (262) 19:53 (736) 18:29 (672) 13:45 (198) 17:28 (684)

0:13:09 (203) 0:28:14 (244) 0:43:24 (258) 1:05:09 (578) 1:23:08 (646)
一般の部 (114) 13:09 (203) 15:05 (376) 15:10 (357) 21:45 (755) 17:59 (702)

0:15:41 (568) 0:32:58 (624) 0:52:25 (701) 1:08:49 (687) 1:23:12 (647)
一般の部 (115) 15:41 (568) 17:17 (616) 19:27 (716) 16:24 (556) 14:23 (384)

0:17:35 (688) 0:34:24 (682) 0:51:10 (673) 1:07:57 (670) 1:23:13 (648)
IT企業の部 (533) 17:35 (688) 16:49 (577) 16:46 (548) 16:47 (586) 15:16 (507)

0:19:39 (754) 0:36:33 (725) 0:51:59 (692) 1:08:10 (677) 1:23:14 (649)
IT企業の部 (534) 19:39 (754) 16:54 (581) 15:26 (388) 16:11 (538) 15:04 (483)

0:15:19 (516) 0:32:45 (599) 0:50:15 (631) 1:08:17 (679) 1:23:33 (650)
一般の部 (116) 15:19 (516) 17:26 (629) 17:30 (617) 18:02 (671) 15:16 (507)

杉本 悠太 松島 優奈

孫 維純 鈴村 和也 調整 中

630 681
TAKT B

1:22:27
小出 翔平 岩佐 祐介 畠山 慎也

629 276
チームDIVA

1:22:25
新垣 亜也子 落合 勇人

山本 大

高橋 良子 西川 宗男

633 551
ジョディホスター

1:22:36
谷崎 龍一 伊藤 瑛乃

小島 薫 田中 潤 島澤 甲 藤本 泰輔 内野 弘幸

佐藤 美月 本田 崇継

631 79
Go Big Win Big

1:22:30
八木 孝宜 秦 宇暉 岡本 将吾 城戸 功

門馬 由紀 高崎 恵 岡野 征彦

638 246
STS たまこんHG

1:22:57
青山 甚一 関 亜沙美 菅野 共孝

637 432
ネオジャパンオール・スター

1:22:55
古賀 達士 稲見 璃々子

篠崎 正継

木村 宏美 安西 出

641 616
MIS駅伝部A

1:23:01
田島 智 長岡 弘祥

工藤 伸一 西小野 誠 佐藤 正芳 尾崎 敏彦 小川 正己

小林 愛 東野 翼

639 468
PS1Gちーむお菓子屋さん

1:22:58
土井 麻美 小林 千明 伊藤 友紀代 高倉 映三子

山田 向美 園田 利弥 溝田 雄介

646 360
チーム町高

1:23:08
内山 信隆 鈴木 岳夫 猪俣 直彦

645 507
One MIZOTA

1:23:06
山田 拓磨 市川 康明

長岡 裕美

早川 明枝 早川 誠也

649 715
三色丼

1:23:14
西川 望 木村 健

安藤 貴 大野 真之 志原 祐太 神林 純一 後藤 陽二

坂下 誠 玉利 義明

647 628
J Soul Mothers

1:23:12
江浦 寛子 高橋 洋子 渡辺 麗子 丸茂 麻紀子

松尾 崇志 川村 亮介

628 665
Team Office Yoga

1:22:25

627 700
八木 司

中村 美月 植村 容子 青山 朋代 石川 智惠 調所 峰子

株式会社サンテクノシステム
1:22:23

久松 泰治 今井 和美 大山 晴一郎 寺西 一裕

626 264
Biz-ズートピア

1:22:22
山県 昌明

632 48
大IoT実験

1:22:31

藤井 正子 飯室 昭一

636 212
トレンドマイクロ@乾杯をもっと
おいしく 1:22:47

635 620
江口 浩一郎

野村 和美 甲賀 陽子 吉沢 智子 遠矢 龍太 藤井 和宏

チームとらちゃん
1:22:43

佐々木 翔太 森野 彩可 上野 仁 平田 優子

藤橋 純 桐山 英人 山口 隆

634 381
富士通CSL)Lチーム

1:22:37
木村 一馬

640 29
KM-QSC

1:23:00

石川 幸 内田 裕一郎

644 37
滞留ゼロ

1:23:06

643 176
根本 祐誠

小林 光子 池田 あや 小林 未紗子 中村 美穂 桑山 昌幸

PHN RUNNIG CLUB D
1:23:05

矢部 貴明 輪嶋 信也 遠山 直樹 小川 健太

林 宏樹 市池 和幹 渡邉 崚太

642 288
シュナイダーエレクトリック
チーム中央 1:23:04

平尾 幸一

648 563
TACT　カンエツドウ

1:23:13

大嶋 里沙 竹田 ゆかり

梅村 知久 野村 博昭 小倉 宏之

650 638
パリピ

1:23:33
阿部 祐女
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:16:37 (641) 0:32:23 (576) 0:49:47 (618) 1:08:09 (676) 1:23:35 (651)
一般の部 (117) 16:37 (641) 15:46 (462) 17:24 (608) 18:22 (691) 15:26 (529)

0:14:09 (345) 0:31:20 (511) 0:48:08 (537) 1:05:35 (595) 1:23:44 (652)
一般の部 (118) 14:09 (345) 17:11 (607) 16:48 (554) 17:27 (635) 18:09 (707)

0:16:17 (616) 0:32:46 (607) 0:52:45 (704) 1:10:49 (712) 1:23:44 (653)
IT企業の部 (535) 16:17 (616) 16:29 (546) 19:59 (725) 18:04 (676) 12:55 (168)

0:15:05 (484) 0:34:18 (675) 0:52:47 (705) 1:11:21 (719) 1:23:47 (654)
IT企業の部 (536) 15:05 (484) 19:13 (718) 18:29 (672) 18:34 (698) 12:26 (109)

0:16:19 (618) 0:35:02 (701) 0:51:42 (685) 1:08:53 (689) 1:23:50 (655)
IT企業の部 (537) 16:19 (618) 18:43 (706) 16:40 (543) 17:11 (611) 14:57 (475)

0:16:14 (614) 0:34:29 (688) 0:51:15 (676) 1:09:19 (694) 1:23:53 (656)
IT企業の部 (538) 16:14 (614) 18:15 (682) 16:46 (548) 18:04 (676) 14:34 (419)

0:15:29 (537) 0:35:43 (708) 0:52:21 (699) 1:07:38 (663) 1:23:56 (657)
IT企業の部 (539) 15:29 (537) 20:14 (744) 16:38 (535) 15:17 (427) 16:18 (605)

0:14:04 (334) 0:32:26 (584) 0:53:05 (710) 1:06:21 (628) 1:24:02 (658)
一般の部 (119) 14:04 (334) 18:22 (689) 20:39 (740) 13:16 (142) 17:41 (692)

0:15:35 (553) 0:32:52 (616) 0:51:08 (670) 1:09:17 (693) 1:24:06 (659)
IT企業の部 (540) 15:35 (553) 17:17 (616) 18:16 (660) 18:09 (683) 14:49 (450)

0:15:31 (543) 0:34:13 (672) 0:49:19 (594) 1:03:08 (489) 1:24:09 (660)
IT企業の部 (541) 15:31 (543) 18:42 (705) 15:06 (344) 13:49 (211) 21:01 (759)

0:18:30 (725) 0:36:06 (717) 0:50:44 (653) 1:06:03 (613) 1:24:10 (661)
IT企業の部 (542) 18:30 (725) 17:36 (640) 14:38 (283) 15:19 (432) 18:07 (705)

0:16:51 (653) 0:36:04 (716) 0:48:36 (561) 1:08:36 (682) 1:24:27 (662)
IT企業の部 (543) 16:51 (653) 19:13 (718) 12:32 (70) 20:00 (734) 15:51 (574)

0:15:30 (542) 0:38:58 (756) 0:54:03 (724) 1:12:34 (735) 1:24:27 (663)
IT企業の部 (544) 15:30 (542) 23:28 (761) 15:05 (341) 18:31 (696) 11:53 (62)

0:18:57 (741) 0:35:50 (712) 0:50:58 (663) 1:08:00 (673) 1:24:27 (664)
IT企業の部 (545) 18:57 (741) 16:53 (580) 15:08 (353) 17:02 (602) 16:27 (617)

0:15:02 (473) 0:29:18 (341) 0:46:36 (439) 1:05:17 (584) 1:24:31 (665)
IT企業の部 (546) 15:02 (473) 14:16 (261) 17:18 (598) 18:41 (703) 19:14 (731)

0:16:02 (597) 0:34:11 (671) 0:49:12 (590) 1:04:53 (562) 1:24:32 (666)
IT企業の部 (547) 16:02 (597) 18:09 (677) 15:01 (334) 15:41 (483) 19:39 (739)

0:14:07 (340) 0:29:37 (369) 0:49:34 (611) 1:05:30 (591) 1:24:43 (667)
IT企業の部 (548) 14:07 (340) 15:30 (431) 19:57 (723) 15:56 (519) 19:13 (730)

0:13:57 (319) 0:30:03 (406) 0:46:31 (435) 1:04:34 (551) 1:24:43 (668)
一般の部 (120) 13:57 (319) 16:06 (505) 16:28 (511) 18:03 (674) 20:09 (746)

0:16:35 (638) 0:29:25 (351) 0:49:51 (622) 1:10:34 (708) 1:24:47 (669)
IT企業の部 (549) 16:35 (638) 12:50 (88) 20:26 (736) 20:43 (744) 14:13 (360)

0:18:09 (712) 0:33:41 (653) 0:55:19 (744) 1:10:46 (711) 1:24:51 (670)
IT企業の部 (550) 18:09 (712) 15:32 (435) 21:38 (754) 15:27 (453) 14:05 (340)

0:17:08 (669) 0:33:14 (641) 0:50:06 (627) 1:07:33 (659) 1:24:54 (671)
IT企業の部 (551) 17:08 (669) 16:06 (505) 16:52 (565) 17:27 (635) 17:21 (674)

0:14:41 (420) 0:34:26 (685) 0:47:19 (487) 1:06:59 (641) 1:24:56 (672)
一般の部 (121) 14:41 (420) 19:45 (731) 12:53 (100) 19:40 (728) 17:57 (699)

0:12:56 (172) 0:31:27 (518) 0:49:41 (615) 1:04:40 (555) 1:25:14 (673)
IT企業の部 (552) 12:56 (172) 18:31 (695) 18:14 (658) 14:59 (388) 20:34 (753)

0:17:41 (695) 0:32:13 (567) 0:46:06 (401) 1:03:18 (501) 1:25:15 (674)
一般の部 (122) 17:41 (695) 14:32 (306) 13:53 (211) 17:12 (612) 21:57 (762)

0:16:21 (620) 0:34:20 (678) 0:50:02 (625) 1:03:15 (498) 1:25:16 (675)
IT企業の部 (553) 16:21 (620) 17:59 (670) 15:42 (421) 13:13 (136) 22:01 (763)

新井 由美子 前田 幸慧 阿蘇品 彩

654 783
ぐるなびチームE

1:23:47
池田 琢也 津金 瞳 内田 菜月

653 473
BCN　チームC

1:23:44
佐相 彰彦 齋藤 裕哉

寺師 正明

飯塚 美生 高野 朱加

657 687
SHIFT_チームA

1:23:56
高階 祐介 高木 陽平

和泉 雅彦 杉森 史章 河原 順治 喜志 倫久 鮎沢 潤

田中 小百合 山崎 進太郎

655 290
シュナイダーエレクトリック
チーム京葉 1:23:50

安西 浩 Yu Jennifer 武藤 功二 青砥 理恵

鈴木 崇也 田沼 亨輔 長谷川 幸佑

662 341
UOSニュー

1:24:27
大山 聖雅 澤井 智紀 新保 貴丈

661 111
テノンBチーム

1:24:10
米﨑 琴枝 軽部 茉知子

梅村 和孝

金 文虎 趙 堅

665 569
CTCBSチーム2

1:24:31
蒔野 大輔 池永 眞人

高橋 博文 乙供 竜一 長沼 史宏 平野 友香 平野 洋一郎

千徳 祐実 横内 秀幸

663 494
クララ　チームS

1:24:27
吉村 真輝 余 尚桓 土倉 恵一 鄭 リンエン

坂本 麻乃 谷村 瑞季 中邨 吉宏

670 342
KTS-A

1:24:51
庄司 章弘 坂井 圭昌 荒木 俊介

669 282
シュナイダーエレクトリック
チーム新人 1:24:47

紺谷 佳弘 生盛 寛樹

瓜本 篤史

川畑 薫 本部 挙成

673 526
Ｆｔｅｃ1

1:25:14
佐近 大介 天野 正彦

高尾 将吏 目黒 那央子 大橋 孝太郎 天野 萌 目黒 大輔

内藤 慎 星野 洋平

671 543
BS１

1:24:54
和知 研介 上代 陽太 小田 尚宜 ＮＧＵＹＥＮ ＢＡＣＨ

652 333
オーシャンズ９

1:23:44

651 729
野中 龍聖

高畑 慎一郎 進士 益輝 池上 知二 永井 琢也 山崎 賢人

NSGルーキー
1:23:35

石井 琢也 田中 凌 本山 祥平 五十嵐 悠也

656 371
ＤＣＳマラソン部目標は完走
チーム 1:23:53

久保 昭仁 相澤 駿

660 51
チーム 白金の夜明け

1:24:09

659 456
本間 佳子

阿多 真之介 関口 太郎 堀川 茅夏 橋本 拓磨 吉田 佑奈

愛徳会（NOSファンランチー
ム） 1:24:06

久保 陽子 坂木 良美 金 珉華 角元 英里香

園田 厚平 池田 健太郎 松浦 直史

658 443
風立ちぬ

1:24:02
角 颯人

664 235
Infoteria B

1:24:27

鎌田 悟 坂口 隆史

668 87
Dell Japan Mgmt Team

1:24:43

667 137
早川 隆志

黒田 晴彦 諸原 裕二 平手 智行 Gill Vikram 松本 光吉

H&MELオールド選抜
1:24:43

木村 仁美 片岡 唯 早川 信幸 島 健二

久保内 直子 北川 淳之介 木下 真帆

666 233
チーム鎌田

1:24:32
松本 剛

672 204
本平た組

1:24:56

本間 幸樹 中村 友大

675 534
塚原 康仁

ＧＯＤ
1:25:16

村田 修一 藤井 英史 田宮 惇平 松尾 雄智

松本 博之 杉山 昭 國武 正己

674 63
アクアラインコールセンター工
事班 1:25:15

服部 祐元
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:13:08 (199) 0:32:11 (562) 0:46:05 (399) 1:10:23 (701) 1:25:17 (676)
IT企業の部 (554) 13:08 (199) 19:03 (715) 13:54 (214) 24:18 (767) 14:54 (466)

0:17:28 (684) 0:30:20 (434) 0:50:21 (635) 1:06:10 (616) 1:25:17 (677)
IT企業の部 (555) 17:28 (684) 12:52 (91) 20:01 (729) 15:49 (504) 19:07 (728)

0:18:44 (732) 0:33:56 (664) 0:50:29 (643) 1:06:20 (627) 1:25:19 (678)
IT企業の部 (556) 18:44 (732) 15:12 (391) 16:33 (526) 15:51 (509) 18:59 (726)

0:17:24 (681) 0:34:40 (693) 0:51:08 (669) 1:09:21 (696) 1:25:20 (679)
IT企業の部 (557) 17:24 (681) 17:16 (614) 16:28 (511) 18:13 (686) 15:59 (581)

0:15:10 (494) 0:32:45 (604) 0:50:46 (656) 1:10:39 (709) 1:25:20 (680)
IT企業の部 (558) 15:10 (494) 17:35 (639) 18:01 (647) 19:53 (732) 14:41 (436)

0:16:54 (658) 0:35:39 (707) 0:52:58 (707) 1:10:42 (710) 1:25:26 (681)
IT企業の部 (559) 16:54 (658) 18:45 (708) 17:19 (601) 17:44 (653) 14:44 (441)

0:18:28 (724) 0:32:58 (626) 0:51:39 (683) 1:06:12 (621) 1:25:32 (682)
IT企業の部 (560) 18:28 (724) 14:30 (297) 18:41 (682) 14:33 (324) 19:20 (735)

0:15:55 (588) 0:28:28 (266) 0:50:57 (661) 1:04:45 (557) 1:25:35 (683)
IT企業の部 (561) 15:55 (588) 12:33 (70) 22:29 (759) 13:48 (209) 20:50 (757)

0:18:21 (716) 0:34:34 (691) 0:50:29 (641) 1:09:10 (692) 1:25:46 (684)
IT企業の部 (562) 18:21 (716) 16:13 (516) 15:55 (458) 18:41 (703) 16:36 (624)

0:14:39 (416) 0:32:56 (620) 0:47:58 (525) 1:05:55 (610) 1:25:48 (685)
一般の部 (123) 14:39 (416) 18:17 (683) 15:02 (335) 17:57 (665) 19:53 (743)

0:15:52 (584) 0:31:46 (544) 0:52:39 (703) 1:11:27 (721) 1:25:50 (686)
IT企業の部 (563) 15:52 (584) 15:54 (480) 20:53 (746) 18:48 (711) 14:23 (384)

0:21:28 (764) 0:37:58 (744) 0:56:48 (752) 1:14:01 (746) 1:25:55 (687)
IT企業の部 (564) 21:28 (764) 16:30 (548) 18:50 (694) 17:13 (613) 11:54 (63)

0:21:56 (765) 0:37:10 (734) 0:55:10 (742) 1:11:22 (720) 1:26:04 (688)
IT企業の部 (565) 21:56 (765) 15:14 (397) 18:00 (645) 16:12 (540) 14:42 (437)

0:17:15 (675) 0:37:15 (735) 0:54:55 (740) 1:11:46 (727) 1:26:05 (689)
IT企業の部 (566) 17:15 (675) 20:00 (738) 17:40 (631) 16:51 (591) 14:19 (373)

0:15:38 (558) 0:34:21 (679) 0:50:39 (648) 1:06:11 (619) 1:26:08 (690)
IT企業の部 (567) 15:38 (558) 18:43 (706) 16:18 (491) 15:32 (465) 19:57 (744)

0:14:50 (446) 0:29:12 (328) 0:48:36 (560) 1:07:46 (665) 1:26:09 (691)
IT企業の部 (568) 14:50 (446) 14:22 (275) 19:24 (715) 19:10 (720) 18:23 (710)

0:18:04 (710) 0:36:17 (720) 0:51:39 (682) 1:07:32 (655) 1:26:12 (692)
IT企業の部 (569) 18:04 (710) 18:13 (679) 15:22 (375) 15:53 (516) 18:40 (720)

0:15:33 (549) 0:32:13 (568) 0:57:51 (758) 1:13:25 (740) 1:26:18 (693)
IT企業の部 (570) 15:33 (549) 16:40 (561) 25:38 (767) 15:34 (467) 12:53 (160)

0:16:07 (608) 0:32:47 (609) 0:50:45 (654) 1:08:40 (683) 1:26:19 (694)
IT企業の部 (571) 16:07 (608) 16:40 (561) 17:58 (641) 17:55 (662) 17:39 (691)

0:16:22 (621) 0:32:48 (612) 0:47:36 (506) 1:05:31 (593) 1:26:21 (695)
IT企業の部 (572) 16:22 (621) 16:26 (539) 14:48 (307) 17:55 (662) 20:50 (757)

0:12:10 (95) 0:32:11 (563) 0:48:50 (569) 1:10:31 (705) 1:26:38 (696)
IT企業の部 (573) 12:10 (95) 20:01 (740) 16:39 (540) 21:41 (754) 16:07 (588)

0:15:21 (520) 0:38:58 (755) 0:55:27 (747) 1:10:57 (714) 1:26:39 (697)
IT企業の部 (574) 15:21 (520) 23:37 (762) 16:29 (518) 15:30 (460) 15:42 (564)

0:16:28 (629) 0:32:46 (605) 0:51:55 (690) 1:08:50 (688) 1:26:44 (698)
一般の部 (124) 16:28 (629) 16:18 (523) 19:09 (706) 16:55 (594) 17:54 (698)

0:15:14 (502) 0:31:42 (538) 0:54:21 (731) 1:09:37 (697) 1:26:49 (699)
一般の部 (125) 15:14 (502) 16:28 (541) 22:39 (761) 15:16 (425) 17:12 (666)

0:21:02 (761) 0:41:12 (763) 0:53:32 (718) 1:12:31 (734) 1:26:50 (700)
IT企業の部 (575) 21:02 (761) 20:10 (742) 12:20 (56) 18:59 (717) 14:19 (373)

森下 将宏 浦 浩太 島津 敦好

678 483
ARC　チームCP

1:25:19
谷田 健太郎 成田 直紀 鈴木 隆夫

677 355
FINOLAB:リレーフォワード

1:25:17
工藤 崇 越智 一真

西村 和美

白土 浩司 源馬 俊明

681 556
BI戦士

1:25:26
高橋 聖 橋詰 史輝

泉 智子 宮坂 景子 余田 京子 横山 紀子 三宅 唯美香

佐藤 瞭 堀内 健剛

679 623
中原軍団

1:25:20
玉城 里奈 鈴木 真央 中原 優 田中 美紀

渡辺 皓紀 大高 聡士 大谷 和也 船木 信博 才田 晃世

内田 翔 福田 智史

687 102
AIS(Allianceチーム)

1:25:55
古川 和明 池添 智紀 坂庭 亮介 関根 智史

山口 亜香里 橋本 真里 野見山 敦志

686 191
オレンジアーチ チームD

1:25:50
筆本 太志 的場 麻希 宇留間 幸久

685 731
チーム　のみちゃん

1:25:48
安達 友洋 鬼塚 楓

赤澤 義仁

KS-SOLチームA
1:26:09

重川 知数 大高 健司 稲川 依里 藤井 大輔

久保田 桂子 秋子 英明 秋國 史裕

690 279
イントラマート本舗

1:26:08
尾崎 克生 仲井 幸治 平野 辰也

689 306
クオリティソフトQNDチーム

1:26:05
小林 幸雄 武田 いづみ

近藤 英樹

坂本 怜士 田中 良介

695 741
吾勝野の野を貫きて

1:26:21
中谷 祐一 松浦 和也 大垣 信二 伊藤 健

坂井 天翔 高木 佑里人 治田 利男

694 690
SHIFT_チームD

1:26:19
ソン ヒジェ 工藤 瑞奈 金井 高子

693 619
新日本システック

1:26:18
大城 卓正 飯田 隼太

太田 陽次

698 88
DMC-4

1:26:44
清水 美甫 濱尾 麻衣 荒木 睦代

697 190
オレンジアーチ チームC

1:26:39
鈴木 悌之 浅田 彩織

大賀 勝利 田中 淳代 福島 久美子 室田 和彦

676 192
オレンジアーチ チームE

1:25:17
梅津 義昭 栗山 由莉香 宮森 貴史 比企 優 伊澤 知治

680 415
日立ICT女子

1:25:20

川上 智弘 栗原 昌伸

684 720
Team　Vitals　2

1:25:46

683 47
岩川 真也

田原 杏奈 ボイチェンコ クセニア 福田 真尚 山田 真奈美 椿 真輝

テラスカイ陸上競技部Dチー
ム 1:25:35

大澤 龍光 四反田 祐弥 山本 賢拓 塚田 育久

村瀬 俊紀 真山 弘行 犬童 功

682 392
Teamみなこ

1:25:32
児玉 美奈子

金濱 祐基 垣内 朋子 今井 義人 盛田 佳那子 宮原 崇

688 262
勝ったら焼肉

1:26:04

和田 誠 中山 義人

692 777
ハーモニーベネフィット

1:26:12

691 734
菅沼 ひかり

新海 柚香 阿部 隆博 李 勇秀 飯原 邦彦 富永 陽

BarN4
1:26:49

安部 孝宏 間部 直也 天崎 公詩 高畑 諭

関 智郎 江本 彩乃 星野 淳

696 613
マッチ棒こすり隊

1:26:38

内田 汐美 小梁川 絵理

700 791
マネフォかめさんチーム

1:26:50

699 450
中村 尚
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:16:42 (645) 0:32:07 (560) 0:48:10 (540) 1:08:46 (686) 1:26:51 (701)
IT企業の部 (576) 16:42 (645) 15:25 (418) 16:03 (467) 20:36 (742) 18:05 (704)

0:15:12 (497) 0:32:24 (581) 0:48:02 (530) 1:10:34 (707) 1:26:51 (702)
IT企業の部 (577) 15:12 (497) 17:12 (609) 15:38 (407) 22:32 (760) 16:17 (602)

0:17:05 (666) 0:33:47 (659) 0:49:36 (613) 1:03:16 (499) 1:26:54 (703)
IT企業の部 (578) 17:05 (666) 16:42 (567) 15:49 (441) 13:40 (186) 23:38 (765)

0:18:45 (733) 0:36:33 (726) 0:54:51 (738) 1:15:38 (754) 1:26:55 (704)
一般の部 (126) 18:45 (733) 17:48 (654) 18:18 (664) 20:47 (745) 11:17 (28)

0:13:35 (272) 0:29:30 (363) 0:52:04 (694) 1:13:57 (744) 1:26:55 (705)
IT企業の部 (579) 13:35 (272) 15:55 (481) 22:34 (760) 21:53 (757) 12:58 (176)

0:17:16 (676) 0:38:09 (747) 0:57:23 (756) 1:13:03 (738) 1:26:56 (706)
IT企業の部 (580) 17:16 (676) 20:53 (749) 19:14 (711) 15:40 (480) 13:53 (310)

0:14:53 (456) 0:32:45 (600) 0:51:07 (668) 1:12:14 (730) 1:26:59 (707)
IT企業の部 (581) 14:53 (456) 17:52 (659) 18:22 (668) 21:07 (748) 14:45 (442)

0:16:50 (652) 0:30:38 (465) 0:50:38 (647) 1:11:40 (725) 1:27:02 (708)
一般の部 (127) 16:50 (652) 13:48 (193) 20:00 (728) 21:02 (747) 15:22 (519)

0:12:44 (155) 0:30:24 (440) 0:49:12 (592) 1:07:50 (668) 1:27:04 (709)
IT企業の部 (582) 12:44 (155) 17:40 (645) 18:48 (690) 18:38 (701) 19:14 (731)

0:15:24 (529) 0:33:41 (654) 0:54:50 (737) 1:12:05 (728) 1:27:06 (710)
一般の部 (128) 15:24 (529) 18:17 (683) 21:09 (748) 17:15 (616) 15:01 (480)

0:14:51 (448) 0:30:32 (453) 0:53:11 (714) 1:11:29 (722) 1:27:08 (711)
IT企業の部 (583) 14:51 (448) 15:41 (452) 22:39 (761) 18:18 (688) 15:39 (559)

0:15:09 (492) 0:33:47 (657) 0:51:01 (664) 1:03:34 (510) 1:27:14 (712)
一般の部 (129) 15:09 (492) 18:38 (702) 17:14 (593) 12:33 (70) 23:40 (766)

0:13:58 (323) 0:32:06 (559) 0:46:52 (461) 1:06:12 (620) 1:27:19 (713)
一般の部 (130) 13:58 (323) 18:08 (676) 14:46 (302) 19:20 (723) 21:07 (760)

0:20:08 (758) 0:35:52 (713) 0:54:18 (729) 1:12:08 (729) 1:27:21 (714)
IT企業の部 (584) 20:08 (758) 15:44 (457) 18:26 (670) 17:50 (658) 15:13 (500)

0:11:43 (65) 0:28:17 (250) 0:46:32 (437) 1:07:11 (646) 1:27:42 (715)
IT企業の部 (585) 11:43 (65) 16:34 (558) 18:15 (659) 20:39 (743) 20:31 (751)

0:14:33 (399) 0:32:50 (615) 0:54:32 (735) 1:12:30 (733) 1:27:50 (716)
IT企業の部 (586) 14:33 (399) 18:17 (683) 21:42 (756) 17:58 (666) 15:20 (514)

0:16:29 (630) 0:30:58 (489) 0:54:10 (726) 1:11:42 (726) 1:27:52 (717)
一般の部 (131) 16:29 (630) 14:29 (293) 23:12 (763) 17:32 (642) 16:10 (591)

0:17:11 (672) 0:34:31 (689) 0:49:12 (591) 1:07:23 (652) 1:27:55 (718)
IT企業の部 (587) 17:11 (672) 17:20 (620) 14:41 (293) 18:11 (684) 20:32 (752)

0:18:11 (715) 0:37:51 (742) 0:53:00 (708) 1:09:53 (699) 1:27:57 (719)
一般の部 (132) 18:11 (715) 19:40 (729) 15:09 (355) 16:53 (593) 18:04 (703)

0:13:06 (195) 0:30:47 (478) 0:51:39 (684) 1:10:56 (713) 1:28:06 (720)
IT企業の部 (588) 13:06 (195) 17:41 (646) 20:52 (744) 19:17 (722) 17:10 (665)

0:16:03 (603) 0:31:20 (512) 0:53:01 (709) 1:08:03 (674) 1:28:08 (721)
IT企業の部 (589) 16:03 (603) 15:17 (399) 21:41 (755) 15:02 (396) 20:05 (745)

0:20:46 (760) 0:38:08 (746) 0:55:40 (749) 1:11:14 (717) 1:28:09 (722)
IT企業の部 (590) 20:46 (760) 17:22 (623) 17:32 (620) 15:34 (467) 16:55 (649)

0:16:43 (646) 0:41:25 (764) 0:57:09 (755) 1:12:15 (731) 1:28:12 (723)
IT企業の部 (591) 16:43 (646) 24:42 (766) 15:44 (427) 15:06 (402) 15:57 (578)

0:15:04 (478) 0:31:35 (526) 0:53:05 (711) 1:09:49 (698) 1:28:19 (724)
一般の部 (133) 15:04 (478) 16:31 (550) 21:30 (752) 16:44 (578) 18:30 (713)

0:24:14 (766) 0:37:50 (741) 0:54:19 (730) 1:10:33 (706) 1:28:23 (725)
IT企業の部 (592) 24:14 (766) 13:36 (168) 16:29 (518) 16:14 (545) 17:50 (696)

岡本 綾 齋藤 敬明 鍛冶 佳亮

702 560
TACT　ヨリスグリ

1:26:51
松田 学 山口 威彦 細川 一樹

701 766
DIGISIGN　B

1:26:51
弓削 健 石井 隆一

703 712
ベテランGO!!

1:26:54
舩津 将平

小湊 丈司 栗原 弘幸

マリーン ジェレミー コイケ ヘイリー 細坪 和樹

706 480
ひらめき

1:26:56
鈴木 愛恵 グュンザ フー 五十嵐 晶子

705 642
FINOLAB：U&C

1:26:55
鳥飼 良太 藤垣 慶介

神藤 裕紀

森田 智彦

708 300
マーケティング本部・経営管
理本部 1:27:02

新堂 紘子 草 剛史 大島 太郎 廣渡 紀恵 桑田 光章

織田 快 井上 英昭

707 121
Junji Runners

1:26:59
村田 和紀 大塚 香 稲川 智乃 付 思宇

青鹿 江里子 津輕 佐和子

711 726
アセンテックサポート

1:27:08
植田 誠 植田 成紀 小川 剛史 秋池 信也

神田 麻鈴 小川 諭 江嶌 和弘

710 445
となりのトットロ

1:27:06
中島 敬太 渥美 香那 藤野 裕子

709 57
make DTC(歌舞伎町)

1:27:04
金原 雄治 中村 まり

木村 潤 國田 進一郎 吉村 俊介

714 252
STS安倍マリオ

1:27:21
和田 香奈子 松崎 大樹 賞雅 菜月

713 62
アクアライン5課A

1:27:19
竹下 勲 荻原 真一

川村 亮太

712 764
薬樹ウィル

1:27:14
坂口 光 大内 武揚 清水 美鈴 池田 真隆 小野 ひかる

野中 翔太

716 340
UOSヤング

1:27:50
渡辺 亮 宮永 雅之 武藤 良彦 近内 頼子 近藤 淳

佐々木 聡美 元澤 史門

715 128
チームスターバックス

1:27:42
高柳 宏樹 小田 夏月 高橋 直美 岩崎 香奈

名取 真央 海保 晶代

719 97
ゴモク☆ヤキソバ

1:27:57
藤田 真理 北川 詩織 佐藤 由季 小鹿原 和美

東 昭守 太田井 豊 上本 到

718 721
Team　Vitals　3

1:27:55
知名 歩 清水 靖裕 山口 恭

717 308
あうるすぽっとランＲＵＮクラ
ブ 1:27:52

坂野 真凛 藤原 正和

森 嘉瑛 青柳 悟 大和 環

722 735
KS-SOLチームB

1:28:09
木村 敦夫 曽谷 修二 揃 宏二

721 242
STS森の住人たち

1:28:08
渋谷 真衣 桐生 翼

浅利 千紗子

720 691
ism@浜松町チーム

1:28:06
田辺 貴之 宮野 祐人 伊藤 優子 原 英嵩 加藤 雅史

好川 諒平

724 77
FDAメンバー

1:28:19
木村 明寛 渡辺 恵 前田 晃伸 水谷 淳 水口 孟

木村 拓哉 大倉 康史

723 751
Wingマラソン部３軍

1:28:12
前野 敏隆 白岩 真紀 羽沢 圭央 吉村 大

長谷川 昇 林 邦俊 堀江 晋
725 711

チーム満足
1:28:23

若月 慶紀 本庄 憲司

704 353
肉ノートｄｅａｔｈ

1:26:55
樋口 昌宏 相田 和久 矢代 緑 井上 裕司 吉野 広幸

池田 吉正 尾上 広介 市川 公之
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:17:13 (674) 0:31:38 (531) 0:47:13 (479) 1:04:57 (567) 1:28:23 (726)
IT企業の部 (593) 17:13 (674) 14:25 (281) 15:35 (402) 17:44 (653) 23:26 (764)

0:15:06 (487) 0:39:11 (760) 0:54:34 (736) 1:14:00 (745) 1:28:29 (727)
IT企業の部 (594) 15:06 (487) 24:05 (764) 15:23 (379) 19:26 (725) 14:29 (410)

0:13:08 (197) 0:28:16 (248) 0:43:23 (257) 1:01:36 (415) 1:28:30 (728)
一般の部 (134) 13:08 (197) 15:08 (383) 15:07 (349) 18:13 (686) 26:54 (767)

0:14:52 (454) 0:36:36 (727) 0:57:05 (754) 1:14:24 (748) 1:28:41 (729)
IT企業の部 (595) 14:52 (454) 21:44 (757) 20:29 (737) 17:19 (624) 14:17 (371)

0:16:37 (639) 0:34:25 (684) 0:52:23 (700) 1:12:48 (736) 1:28:41 (730)
IT企業の部 (596) 16:37 (639) 17:48 (654) 17:58 (641) 20:25 (739) 15:53 (575)

0:18:26 (722) 0:37:46 (740) 0:53:54 (723) 1:11:19 (718) 1:28:44 (731)
IT企業の部 (597) 18:26 (722) 19:20 (724) 16:08 (475) 17:25 (634) 17:25 (678)

0:13:05 (192) 0:33:05 (632) 0:51:22 (679) 1:08:57 (690) 1:28:46 (732)
IT企業の部 (598) 13:05 (192) 20:00 (738) 18:17 (661) 17:35 (646) 19:49 (742)

0:13:22 (237) 0:31:57 (553) 0:52:05 (696) 1:13:21 (739) 1:28:50 (733)
IT企業の部 (599) 13:22 (237) 18:35 (698) 20:08 (731) 21:16 (749) 15:29 (536)

0:15:59 (593) 0:33:11 (638) 0:53:34 (720) 1:12:18 (732) 1:28:56 (734)
一般の部 (135) 15:59 (593) 17:12 (609) 20:23 (735) 18:44 (707) 16:38 (628)

0:15:50 (582) 0:32:57 (623) 0:47:27 (500) 1:10:24 (702) 1:28:58 (735)
IT企業の部 (600) 15:50 (582) 17:07 (601) 14:30 (272) 22:57 (762) 18:34 (717)

0:15:49 (579) 0:32:56 (621) 0:47:27 (499) 1:10:25 (703) 1:28:58 (736)
IT企業の部 (601) 15:49 (579) 17:07 (601) 14:31 (275) 22:58 (763) 18:33 (715)

0:16:30 (632) 0:34:06 (669) 0:50:44 (652) 1:08:40 (684) 1:29:04 (737)
一般の部 (136) 16:30 (632) 17:36 (640) 16:38 (535) 17:56 (664) 20:24 (750)

0:17:36 (689) 0:32:19 (570) 0:58:36 (760) 1:16:56 (758) 1:29:06 (738)
IT企業の部 (602) 17:36 (689) 14:43 (328) 26:17 (768) 18:20 (689) 12:10 (87)

0:16:23 (624) 0:32:01 (555) 0:49:33 (610) 1:10:03 (700) 1:29:07 (739)
IT企業の部 (603) 16:23 (624) 15:38 (446) 17:32 (620) 20:30 (740) 19:04 (727)

0:17:59 (707) 0:33:24 (650) 0:51:10 (672) 1:08:27 (681) 1:29:09 (740)
IT企業の部 (604) 17:59 (707) 15:25 (418) 17:46 (636) 17:17 (619) 20:42 (756)

0:17:43 (698) 0:36:13 (719) 0:51:30 (680) 1:13:41 (742) 1:29:19 (741)
IT企業の部 (605) 17:43 (698) 18:30 (693) 15:17 (369) 22:11 (759) 15:38 (556)

0:15:41 (567) 0:33:00 (628) 0:49:28 (600) 1:09:05 (691) 1:29:27 (742)
IT企業の部 (606) 15:41 (567) 17:19 (618) 16:28 (511) 19:37 (727) 20:22 (749)

0:16:58 (664) 0:38:32 (751) 0:57:34 (757) 1:11:10 (716) 1:29:42 (743)
IT企業の部 (607) 16:58 (664) 21:34 (756) 19:02 (700) 13:36 (180) 18:32 (714)

0:16:57 (663) 0:36:48 (729) 0:55:19 (745) 1:11:37 (724) 1:29:51 (744)
IT企業の部 (608) 16:57 (663) 19:51 (735) 18:31 (676) 16:18 (549) 18:14 (708)

0:16:10 (611) 0:41:58 (765) 1:00:45 (764) 1:15:13 (749) 1:30:06 (745)
IT企業の部 (609) 16:10 (611) 25:48 (768) 18:47 (689) 14:28 (306) 14:53 (463)

0:17:47 (702) 0:36:21 (721) 0:53:48 (722) 1:15:37 (753) 1:30:29 (746)
IT企業の部 (610) 17:47 (702) 18:34 (697) 17:27 (610) 21:49 (756) 14:52 (460)

0:18:59 (743) 0:38:53 (754) 0:54:54 (739) 1:11:31 (723) 1:30:46 (747)
IT企業の部 (611) 18:59 (743) 19:54 (737) 16:01 (465) 16:37 (568) 19:15 (733)

0:17:10 (671) 0:36:52 (730) 0:55:46 (750) 1:13:48 (743) 1:31:09 (748)
IT企業の部 (612) 17:10 (671) 19:42 (730) 18:54 (695) 18:02 (671) 17:21 (674)

0:16:06 (607) 0:33:02 (630) 0:52:12 (697) 1:10:59 (715) 1:31:09 (749)
一般の部 (137) 16:06 (607) 16:56 (586) 19:10 (707) 18:47 (709) 20:10 (747)

0:15:32 (546) 0:37:55 (743) 0:58:47 (761) 1:15:27 (751) 1:31:24 (750)
IT企業の部 (613) 15:32 (546) 22:23 (760) 20:52 (744) 16:40 (573) 15:57 (578)

加藤 聖大 長井 敏

727 251
STS和気あいあいチーム

1:28:29
川上 昌朗 小池 由恵 溝江  明浩 山口 夕希代

726 245
STS加藤と愉快な仲間たち

1:28:23
浜辺 啓佑 長沢 博輝 苅辺 直人

飯尾 綾乃 米田 恵里子 鈴岡 あかね

730 510
B-QUICK7

1:28:41
岡村 峠 岡田 尚夫 池上 恭介

729 583
ぐるなび チームC

1:28:41
寺岡 真吾 相原 由依

戸塚 哲平

728 98
ネタ要因チーム

1:28:30
桑山  貴吉 竹下 健太郎 岡崎 桃子 尾関 瑠 大橋 卓務

高 広樹

732 56
チームぐでぐで

1:28:46
寺田 洋平 佐久間 麻未 高橋 尚寛 宮崎 大樹 目黒 裕土

渡辺 拓 小池 利喜

731 615
NS12-KINUTA2

1:28:44
若川 裕史 堀田 典 阿部 純一 竹村 亮介

横谷 香奈子 桃井 道子

735 193
明走会♪ルイージ

1:28:58
稲葉 佳孝 岩村 俊毅 西村 高志 田中 雄一郎

國松 央之 具 普覧 韓 国仁

734 362
Promega Fluc

1:28:56
千須和 幸直 狩俣 梨乃 相田 阿弥子

733 293
Tadaima3号

1:28:50
竹川 健太 中川 香弥奈

片岡 佐季子 越智 一成 岩田 光司

738 760
チームES

1:29:06
増田 朔 新谷 円香 横小路 祥仁

737 664
ディーン・カタオカ

1:29:04
横井 利果 近藤 聖奈

野田 寿人

736 195
明走会♪マリオ

1:28:58
松岡 まり 松本 佳代子 尾越 まり恵 石井 悦子 野田 幸子

松岡 二千翔

740 162
PFU-アライアンス魂

1:29:09
矢口 孝彦 五味 英作 脇谷 有人 大河内 誠 増田 りか

森 千鶴 足立 卓也

739 105
OTSUKAレディー

1:29:07
今井 紗耶子 太田 真由美 國分 里衣 前田 菜摘

岩崎 泰大 荒井 崇嗣

743 58
Cチーム

1:29:42
間藤 匡 阿部 まゆみ 三上 璃穂 沼田 恭平

山田 一馬 清水 正文 伊藤 吉伸

742 564
TACT　ナンデヤネン

1:29:27
佐藤 和雄 藤原 豊広 九鬼 誉司

741 231
チーム津田

1:29:19
美濃部 篤史 中島 優希

立原 友太 島田 正剛 五十嵐 昇

746 278
アンカー新木場

1:30:29
水口 雄太 大池 有希子 越村 紀子

745 236
メディアバーン

1:30:06
中村 浩 桑本 憂樹

市川 大地

744 545
新横浜システム2部（１）

1:29:51
下向 博勝 渡部 絢 髙木 康広 吉田 光 宇都 明宣

辻 雄介

748 696
みんなのマーケット（Django）

1:31:09
大岩 静花 武田 亜佑美 川西 みなみ 辻 梓月 浦川 愛美

関口 直美 山口 健太郎

747 688
SHIFT_チームB

1:30:46
廣池 直哉 末松 隆行 八幡 寛 藤井 則公

佐藤 晴彦 蕨 桂一

島 佳代子 鈴木 勝洋 後藤 真菜美

750 281
シュナイダーエレクトリック
チームUPS 1:31:24

徳地 正也 朝蔭 幸信 今田 晴大

749 76
FDAスタッフ

1:31:09
成澤 俊輔 坂田 浩次
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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 5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

総合成績

第7回NIPPON ITチャリティ駅伝
2016年11月6日（日）

東京都立潮風公園・太陽の広場周辺

チーム名

0:16:54 (657) 0:38:24 (749) 1:00:06 (762) 1:14:18 (747) 1:31:38 (751)
IT企業の部 (614) 16:54 (657) 21:30 (754) 21:42 (756) 14:12 (263) 17:20 (673)

0:17:09 (670) 0:34:18 (676) 0:54:22 (732) 1:17:21 (760) 1:31:41 (752)
IT企業の部 (615) 17:09 (670) 17:09 (605) 20:04 (730) 22:59 (764) 14:20 (377)

0:20:28 (759) 0:38:11 (748) 0:56:50 (753) 1:13:02 (737) 1:31:48 (753)
IT企業の部 (616) 20:28 (759) 17:43 (649) 18:39 (681) 16:12 (540) 18:46 (722)

0:19:37 (753) 0:38:37 (752) 0:58:13 (759) 1:15:15 (750) 1:32:02 (754)
IT企業の部 (617) 19:37 (753) 19:00 (711) 19:36 (718) 17:02 (602) 16:47 (639)

0:18:01 (708) 0:37:02 (731) 1:00:23 (763) 1:16:11 (755) 1:32:33 (755)
IT企業の部 (618) 18:01 (708) 19:01 (713) 23:21 (764) 15:48 (502) 16:22 (611)

0:18:49 (737) 0:36:41 (728) 0:55:30 (748) 1:13:38 (741) 1:32:49 (756)
IT企業の部 (619) 18:49 (737) 17:52 (659) 18:49 (691) 18:08 (681) 19:11 (729)

0:18:54 (739) 0:37:35 (736) 0:54:57 (741) 1:16:19 (756) 1:32:55 (757)
IT企業の部 (620) 18:54 (739) 18:41 (704) 17:22 (604) 21:22 (752) 16:36 (624)

0:13:15 (218) 0:37:36 (739) 0:54:15 (727) 1:17:28 (761) 1:36:05 (758)
一般の部 (138) 13:15 (218) 24:21 (765) 16:39 (540) 23:13 (765) 18:37 (718)

0:19:51 (755) 0:38:28 (750) 0:56:40 (751) 1:18:38 (763) 1:36:28 (759)
IT企業の部 (621) 19:51 (755) 18:37 (700) 18:12 (654) 21:58 (758) 17:50 (696)

0:27:58 (769) 0:46:27 (767) 1:01:32 (765) 1:17:08 (759) 1:36:56 (760)
IT企業の部 (622) 27:58 (769) 18:29 (692) 15:05 (341) 15:36 (470) 19:48 (741)

0:12:35 (135) 0:30:40 (468) 0:55:22 (746) 1:15:33 (752) 1:37:29 (761)
IT企業の部 (623) 12:35 (135) 18:05 (674) 24:42 (766) 20:11 (737) 21:56 (761)

0:18:56 (740) 0:38:59 (757) 0:54:08 (725) 1:17:35 (762) 1:37:51 (762)
IT企業の部 (624) 18:56 (740) 20:03 (741) 15:09 (355) 23:27 (766) 20:16 (748)

0:14:00 (329) 0:39:47 (762) 0:55:14 (743) 1:19:43 (764) 1:38:20 (763)
IT企業の部 (625) 14:00 (329) 25:47 (767) 15:27 (393) 24:29 (768) 18:37 (718)

0:18:53 (738) 0:39:05 (759) 1:08:01 (768) 1:26:02 (767) 1:40:29 (764)
IT企業の部 (626) 18:53 (738) 20:12 (743) 28:56 (769) 18:01 (669) 14:27 (402)

0:25:25 (767) 0:44:45 (766) 1:05:48 (767) 1:21:57 (765) 1:41:39 (765)
IT企業の部 (627) 25:25 (767) 19:20 (724) 21:03 (747) 16:09 (534) 19:42 (740)

0:25:25 (768) 0:49:25 (768) 1:03:05 (766) 1:22:02 (766) 1:41:39 (766)
IT企業の部 (628) 25:25 (768) 24:00 (763) 13:40 (182) 18:57 (715) 19:37 (738)

0:18:27 (723) 0:39:46 (761) 0:53:38 (721) 1:16:28 (757) 1:45:59 (767)
一般の部 (139) 18:27 (723) 21:19 (752) 13:52 (206) 22:50 (761) 29:31 (768)

0:20:01 (757) 0:52:11 (769) 1:13:37 (769) 1:30:50 (768) 1:46:21 (768)
一般の部 (140) 20:01 (757) 32:10 (769) 21:26 (751) 17:13 (613) 15:31 (543)

0:11:15 (43) 0:22:47 (17) 0:33:56 (17)
一般の部 11:15 (43) 11:32 (19) 11:09 (16)

12:59 13:43 15:31 14:55

751 53
AMARANTHUS

1:31:38
田中 豪隼 白鳥 菜穂子 佐竹 祐史 田﨑 早瀬

米田 悦雄 宮崎 秀司 荒井 久司

754 471
Ｊ＆Ｍ　Ｃチーム

1:32:02
汐月 麻理佳 小坂 芳孝 成田 紗絵

753 337
UOSエース

1:31:48
松永 直樹 阿部 哲夫

坂井 友美

752 165
PFU首都圏CSチームBwith
助っ人 1:31:41

成川 勝 矢子 拓也 白石 哲也 大木 亮二 横田 正弘

矢作 大

756 630
ほらちまる

1:32:49
安本 幸史 瀬谷 葉子 洞地 泰志 浜野 詩織 三觜 勇樹

高柳 文恵 永野 嘉廣

755 717
走れやってぃ～

1:32:33
市村 梨香子 武士 仁美 伊藤 正樹 伊辺 光広

石川 修 正村 通浩

759 289
シュナイダーエレクトリック
チーム総武 1:36:28

高村 徳明 鈴木 愛 橘高 英雄 大森 真理子

小西 結 大和田 宗治 塩濱 匠

758 227
JRA

1:36:05
丸山 隆 中嶋 恵 大久保 泰伸

757 206
TransAct

1:32:55
吉田 奈美 三木 好子

加藤 尚行 三原 繁晃 泉 昂太

762 660
チーム フォ～

1:37:51
山根 勝彦 鶴田 康裕 宮下 勇人

761 259
加藤と泉のランデブー

1:37:29
酒井 大介 堀 朋美

佐藤 岳斗

760 544
BS2

1:36:56
長堀 智洋 崔 林 齋藤 良平 小島 拓人 高橋 誠志

小管 淳矢

764 240
ゴーストエキサイティングバス
ターズ★ 1:40:29

今井 菜津子 斎藤 風花 渡邉 まどか 山本 玲奈 牧山 瞭

石井 貴之 名無しの 権兵衛

763 189
オレンジアーチ チームB

1:38:20
志田 稔 近藤 優子 新川 太陽 荻沼 恵美

1:46:21
猿谷 仁也 酒元 和 梅山 剛 嶋田 康太 木屋 英二

目代 直也 横山 大

767 755
サバーズ2

1:45:59
金井 美沙子 加藤 遥香 服部 将 黒澤 敦

藤田 和裕 石塚 澄恵 伊藤 悟

766 158
POPEYE

1:41:39
飯島 敏子 三坂 千明 井上 豊

765 159
OLIVE

1:41:39
島井 洋 四十万 邦夫

片岡 優 南谷 昌嘉

倉本 裕介 吉本 勇真 池田 祐介

OPEN 459
アプレッソB

1:21:20
白石 拓也 田中 健一 細見 征司

DNF 91
ゴマ油風呂

梅村 宏 土佐 勇

横山 晴規

768 789
NPO法人ぱお
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