
上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

0:09:45 (3) 0:20:45 (4) 0:32:05 (3) 0:43:39 (3) 0:53:32 (1)
IT企業 9:45 (3) 11:00 (7) 11:20 (4) 11:34 (10) ○ 9:53 (1)

0:10:19 (9) 0:21:42 (5) 0:32:30 (4) 0:43:15 (1) 0:53:47 (2)
一般 10:19 (9) 11:23 (10) ○ 10:48 (1) 10:45 (2) 10:32 (5)

0:10:01 (6) 0:20:34 (3) 0:32:40 (5) 0:43:55 (4) 0:54:11 (3)
IT企業 10:01 (6) 10:33 (2) 12:06 (25) 11:15 (6) 10:16 (3)

0:12:26 (95) 0:23:55 (24) 0:35:17 (15) 0:45:24 (8) 0:55:42 (4)
IT企業 12:26 (95) 11:29 (12) 11:22 (7) ○ 10:07 (1) 10:18 (4)

0:10:46 (17) 0:21:45 (6) 0:33:12 (7) 0:45:02 (7) 0:56:04 (5)
IT企業 10:46 (17) 10:59 (5) 11:27 (12) 11:50 (17) 11:02 (9)

0:09:42 (2) 0:20:06 (1) 0:31:31 (1) 0:43:18 (2) 0:56:14 (6)
IT企業 9:42 (2) ○ 10:24 (1) 11:25 (11) 11:47 (15) 12:56 (112)

0:09:39 (1) 0:20:18 (2) 0:31:49 (2) 0:44:06 (5) 0:56:16 (7)
IT企業 ○ 9:39 (1) 10:39 (3) 11:31 (13) 12:17 (32) 12:10 (49)

0:10:56 (19) 0:21:55 (8) 0:32:52 (6) 0:44:35 (6) 0:57:11 (8)
IT企業 10:56 (19) 10:59 (5) 10:57 (2) 11:43 (14) 12:36 (77)

0:11:16 (35) 0:22:59 (14) 0:34:23 (8) 0:46:02 (9) 0:58:28 (9)
IT企業 11:16 (35) 11:43 (17) 11:24 (8) 11:39 (13) 12:26 (73)

0:12:04 (67) 0:23:56 (25) 0:35:27 (16) 0:46:30 (10) 0:58:42 (10)
IT企業 12:04 (67) 11:52 (25) 11:31 (13) 11:03 (4) 12:12 (54)

0:12:45 (123) 0:23:46 (22) 0:35:07 (12) 0:47:05 (13) 0:59:20 (11)
IT企業 (1) 12:45 (123) 11:01 (8) 11:21 (6) 11:58 (21) 12:15 (59)

0:11:42 (53) 0:23:14 (16) 0:35:09 (13) 0:48:23 (16) 0:59:56 (12)
IT企業 (2) 11:42 (53) 11:32 (14) 11:55 (19) 13:14 (84) 11:33 (12)

0:12:12 (72) 0:24:20 (33) 0:37:29 (32) 0:50:02 (24) 0:59:59 (13)
IT企業 (3) 12:12 (72) 12:08 (36) 13:09 (70) 12:33 (39) 9:57 (2)

0:12:25 (93) 0:23:19 (18) 0:35:32 (17) 0:47:48 (15) 1:00:09 (14)
IT企業 (4) 12:25 (93) 10:54 (4) 12:13 (26) 12:16 (30) 12:21 (66)

0:10:33 (12) 0:22:36 (12) 0:35:17 (14) 0:48:43 (17) 1:00:26 (15)
IT企業 (5) 10:33 (12) 12:03 (32) 12:41 (43) 13:26 (100) 11:43 (20)

0:10:29 (11) 0:22:27 (10) 0:34:28 (10) 0:46:48 (12) 1:00:36 (16)
IT企業 (6) 10:29 (11) 11:58 (28) 12:01 (21) 12:20 (33) 13:48 (205)

0:12:34 (107) 0:24:21 (34) 0:38:08 (40) 0:49:38 (21) 1:00:56 (17)
IT企業 (7) 12:34 (107) 11:47 (20) 13:47 (130) 11:30 (9) 11:18 (10)

0:12:06 (69) 0:23:38 (19) 0:36:17 (20) 0:50:13 (25) 1:01:12 (18)
IT企業 (8) 12:06 (69) 11:32 (14) 12:39 (40) 13:56 (162) 10:59 (7)

0:12:21 (86) 0:24:53 (45) 0:38:33 (45) 0:49:32 (19) 1:01:37 (19)
IT企業 (9) 12:21 (86) 12:32 (54) 13:40 (117) 10:59 (3) 12:05 (42)

0:10:04 (7) 0:22:28 (11) 0:34:25 (9) 0:47:24 (14) 1:01:41 (20)
一般 (1) 10:04 (7) 12:24 (47) 11:57 (20) 12:59 (66) 14:17 (260)

0:10:52 (18) 0:24:27 (37) 0:37:18 (29) 0:49:34 (20) 1:01:59 (21)
IT企業 (10) 10:52 (18) 13:35 (129) 12:51 (51) 12:16 (30) 12:25 (71)

0:10:44 (15) 0:24:17 (31) 0:38:10 (41) 0:50:52 (31) 1:02:26 (22)
IT企業 (11) 10:44 (15) 13:33 (124) 13:53 (139) 12:42 (45) 11:34 (13)

0:11:15 (33) 0:23:15 (17) 0:36:50 (23) 0:49:42 (22) 1:02:45 (23)
IT企業 (12) 11:15 (33) 12:00 (29) 13:35 (108) 12:52 (58) 13:03 (120)

0:11:36 (47) 0:23:09 (15) 0:35:03 (11) 0:46:41 (11) 1:03:07 (24)
IT企業 (13) 11:36 (47) 11:33 (16) 11:54 (18) 11:38 (11) 16:26 (455)

0:11:41 (52) 0:24:56 (47) 0:37:36 (33) 0:50:21 (27) 1:03:15 (25)
IT企業 (14) 11:41 (52) 13:15 (96) 12:40 (42) 12:45 (48) 12:54 (105)

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

チーム名

25 458
FOCUS SYSTEMS チームF

5区（3km）4区（3km）3区（3km）2区（3km）1区（3km）

13 426
夢大和

國分 憲太 大浦 高晴

JECC チームA
開 輝文 北村 伸也 谷井 悠佑

21 644
BSN INET Team A

渡辺 祐 石村 友樹 黒石 啓太
1:01:59

木竜 俊一 野崎 政一

森川 徹治

20 489
げたのうら

1:01:41
杉山 大葉 杉山 幹太 栗山 聖吾 渡辺 幸司

1:03:15
佐藤 駿 小林 稔

安富 義貴

24 262
アイアンマンA

1:03:07
冨田 竜司 長安 宏樹 奥野 秀次 加藤 哲孝 本田 善智

中山 泰維 笠原 航 原田 雄一郎

田中 諒 松田 吉弘

23 515
スター福地と本八幡ランナー
ズ 1:02:45

山口 公晃 須藤 恒 薮崎 太加 田中 友博

22 3
ふなっちーふ

1:02:26
谷口 章 三嶋 勇希 舩津 将平

杉山 明

澤 政良 吉田 允文

19 346
GroupD

1:01:37
近藤 正俊 西澤 幹雄 篠木 逸人 米本 貴

18 469
エスコA

1:01:12
竹垣 健二 佐藤 勇二 岩崎 修大

1:00:56
小川 紀之 鮫島 淳

石川 龍太郎

16 345
AVANT TOP RUNNERS

1:00:36
古野 雅大 木島 俊樹 村田 雄希 平原 玲 中村 光希

小林 健 鮫島 宏樹

15 718
CYBERNET RC

1:00:26
生井 健介 中本 伸吾 矢野 雄介 久保田 聖

14 323
Thanks !

1:00:09
冨田 勝 蓮沼 克典 阿南 雅哉

17 465

0:59:59
横山 浩之 西嶋 優人

入江 直人

12 481
tadaima1

0:59:56
五十嵐 拓也 田名辺 敏幸 依田 拓樹 小南 光 久保田 渉

五十嵐 貴光 清水 巧次郎

11 290
PCI走リューションズ_BLUE

0:59:20
西田 舜 引地 匠 渡辺 敏弘 村上 裕樹

清水 孝哲

4 646
東北学院榴ヶ岡OB＠システ
ム運用 0:55:42

清水 薫 青山 貴志 本山 功

10 252
ハマデスポーツ(株)大島支店

0:58:42
濱出 憲一郎 齋藤 豪 中里 大地

9 105
オレンジアーチチームA

0:58:28
吉田 昌玄 下園 弘史

藤岡 英二

8 214
CTC Team JH

0:57:11
深澤 健一 永山 武靖 下村 拓英 鈴木 徹 廣岡 純治

髙杉 学 吉田 寛

7 132
JBAC

0:56:16
新居田 晃史 高浜 祐二 中野 駿 萩原 巌

今野 尊之 河合 康太朗 梅川 博輝

6 224
テラスカイ陸上競技部Aチー
ム 0:56:14

溝口 大地 四反田 祐弥 川口 真毅

5 320
トレンドマイクロ チームA

0:56:04
三宅 文彦 石川 徹治

佐藤 孝行 早坂 俊平

久保 公則 太田 信彦 田崎 浩平

2 58
OneIRランナーズ

0:53:47
平石 祐二 佐野 圭太 木村 元

1 414 0:53:32
ミライト Aチーム

小西 宏侑 角田 然

西村 怜央

七宮 史崇 桑原 崇 植松 裕樹

安木 徹也 村井 昂志

3 522
SCSK マジな100％

0:54:11
梶田 洋平 宗形 淳史 岡部 靖 正木 圭
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:12:16 (77) 0:24:26 (36) 0:38:03 (38) 0:51:05 (37) 1:03:18 (26)
IT企業 (15) 12:16 (77) 12:10 (37) 13:37 (111) 13:02 (70) 12:13 (56)

0:12:01 (64) 0:24:12 (29) 0:38:05 (39) 0:50:49 (30) 1:03:29 (27)
IT企業 (16) 12:01 (64) 12:11 (39) 13:53 (139) 12:44 (46) 12:40 (86)

0:13:31 (203) 0:26:12 (78) 0:39:34 (66) 0:50:53 (32) 1:03:33 (28)
IT企業 (17) 13:31 (203) 12:41 (60) 13:22 (84) 11:19 (7) 12:40 (86)

0:12:42 (119) 0:25:03 (49) 0:38:15 (42) 0:50:54 (33) 1:03:37 (29)
IT企業 (18) 12:42 (119) 12:21 (45) 13:12 (74) 12:39 (42) 12:43 (93)

0:11:41 (51) 0:23:48 (23) 0:36:11 (19) 0:49:09 (18) 1:03:39 (30)
IT企業 (19) 11:41 (51) 12:07 (35) 12:23 (32) 12:58 (65) 14:30 (281)

0:12:38 (113) 0:25:29 (61) 0:37:51 (34) 0:50:21 (28) 1:03:52 (31)
IT企業 (20) 12:38 (113) 12:51 (70) 12:22 (31) 12:30 (38) 13:31 (165)

0:13:54 (246) 0:25:49 (70) 0:37:27 (31) 0:50:58 (36) 1:03:59 (32)
IT企業 (21) 13:54 (246) 11:55 (26) 11:38 (15) 13:31 (111) 13:01 (116)

0:12:51 (133) 0:24:41 (40) 0:38:19 (44) 0:50:58 (35) 1:04:06 (33)
一般 (2) 12:51 (133) 11:50 (24) 13:38 (115) 12:39 (42) 13:08 (127)

0:09:59 (4) 0:21:46 (7) 0:35:35 (18) 0:51:48 (45) 1:04:08 (34)
IT企業 (22) 9:59 (4) 11:47 (20) 13:49 (135) 16:13 (386) 12:20 (64)

0:11:36 (48) 0:24:51 (44) 0:37:21 (30) 0:52:10 (49) 1:04:10 (35)
IT企業 (23) 11:36 (48) 13:15 (96) 12:30 (35) 14:49 (249) 12:00 (34)

0:12:14 (76) 0:24:01 (26) 0:37:17 (28) 0:50:55 (34) 1:04:12 (36)
一般 (3) 12:14 (76) 11:47 (20) 13:16 (81) 13:38 (123) 13:17 (137)

0:11:37 (50) 0:24:06 (28) 0:37:05 (26) 0:51:20 (39) 1:04:16 (37)
IT企業 (24) 11:37 (50) 12:29 (51) 12:59 (59) 14:15 (193) 12:56 (112)

0:11:10 (30) 0:24:05 (27) 0:38:45 (49) 0:51:29 (41) 1:04:17 (38)
IT企業 (25) 11:10 (30) 12:55 (78) 14:40 (222) 12:44 (46) 12:48 (99)

0:11:33 (44) 0:25:23 (57) 0:38:01 (36) 0:50:28 (29) 1:04:18 (39)
IT企業 (26) 11:33 (44) 13:50 (151) 12:38 (38) 12:27 (36) 13:50 (208)

0:12:48 (128) 0:26:21 (85) 0:39:51 (70) 0:51:42 (44) 1:04:19 (40)
IT企業 (27) 12:48 (128) 13:33 (124) 13:30 (97) 11:51 (18) 12:37 (80)

0:13:14 (177) 0:26:59 (114) 0:39:18 (62) 0:52:09 (48) 1:04:19 (41)
IT企業 (28) 13:14 (177) 13:45 (140) 12:19 (30) 12:51 (56) 12:10 (49)

0:11:54 (59) 0:24:47 (42) 0:38:19 (43) 0:51:30 (42) 1:04:31 (42)
IT企業 (29) 11:54 (59) 12:53 (72) 13:32 (103) 13:11 (79) 13:01 (116)

0:10:59 (22) 0:26:48 (110) 0:39:58 (73) 0:52:50 (61) 1:04:32 (43)
IT企業 (30) 10:59 (22) 15:49 (343) 13:10 (72) 12:52 (58) 11:42 (19)

0:13:09 (168) 0:26:48 (111) 0:39:39 (67) 0:52:33 (54) 1:04:36 (44)
IT企業 (31) 13:09 (168) 13:39 (135) 12:51 (51) 12:54 (62) 12:03 (39)

0:12:54 (138) 0:25:44 (68) 0:39:28 (64) 0:52:43 (58) 1:04:36 (45)
IT企業 (32) 12:54 (138) 12:50 (68) 13:44 (124) 13:15 (86) 11:53 (28)

0:11:06 (26) 0:25:33 (64) 0:38:03 (37) 0:52:29 (52) 1:04:42 (46)
IT企業 (33) 11:06 (26) 14:27 (199) 12:30 (35) 14:26 (210) 12:13 (56)

0:11:08 (28) 0:24:26 (35) 0:36:39 (21) 0:50:20 (26) 1:04:44 (47)
IT企業 (34) 11:08 (28) 13:18 (100) 12:13 (26) 13:41 (127) 14:24 (271)

0:11:20 (36) 0:24:43 (41) 0:38:50 (52) 0:52:42 (57) 1:04:44 (48)
一般 (4) 11:20 (36) 13:23 (106) 14:07 (172) 13:52 (148) 12:02 (37)

0:11:12 (31) 0:23:43 (20) 0:37:54 (35) 0:52:06 (47) 1:04:49 (49)
IT企業 (35) 11:12 (31) 12:31 (53) 14:11 (176) 14:12 (185) 12:43 (93)

0:13:19 (187) 0:26:32 (93) 0:39:14 (60) 0:51:24 (40) 1:04:54 (50)
IT企業 (36) 13:19 (187) 13:13 (91) 12:42 (44) 12:10 (26) 13:30 (162)

SCSK マジな82%
松下 玲奈 岡田 泰弘 小松崎 真一

中年探偵団
山崎 功嗣 竹中 雅敏 鬼頭 大介

37 326
UAL KUNIGIWA3

小林 環 荒木 敏貴 与都 貴哲

41 679
creema_1

萩原 大 小池 慧 片貝 洋美

45 77
ゴマ油風呂

吉本 勇真 岡部 隆之 岩崎 大
1:04:36

倉本 裕介 本多 拓人

中谷 一也

44 715
SF特別選抜Aチーム

1:04:36
平澤 孝教 吉田 雄一郎

29 45
ウイングアーク1st選抜

清水 貞治 黒島 圭 田中 拓
1:03:37

久我 温紀 小竹 慎吾

小林 岳樹

28 530
風の森～あきさん～

1:03:33
横山 瞳 岡村 創 山岸 淳一 近藤 浩之 小磯 昭英

布施 太章 並河 史朗

27 475
IKIサッカー部

1:03:29
谷村 尚也 荒川 貴洋 伊藤 洋貴 田村 智宏

岩崎 弘明 武村 保彦
50 509

DIS
1:04:54

津田 雅彰 阪野 晃太郎 赤松 佑一

1:04:49
菊田 慶貴 浅見 忠宏

野口 隼人

48 738
おっちーwith中年

1:04:44
深谷 一郎 越智 愛來 五十嵐 幹和 佐々木 賢 竹内 景介

渡辺 浩規 久保田 雄希

47 125
PFUインフランナーズ

1:04:44
倉地 隆昭 中西 隆一 長島 源 水越 博生

46 84
CCL VENTUS

1:04:42
西村 夕貴 亀山 礼 末吉 正治

49 543

若杉 進也 島原 将敬 大石 弘人

本橋 佑一 横尾 和希

43 513
はじまるくんA

1:04:32
岩田 達也 大塚 裕一郎 能戸 雄大 西出 達郎

42 123
PHNランニングクラブB

1:04:31
八木 亨 小池 洋行 三浦 怜

1:04:19
大橋 優輝 大石 哲生

田中 潤

40 732
FessチームA

1:04:19
小林 健太 西村 真悟 高瀬 祐志 小畑 良介 塚田 健太

名和 恵祐 田畑 浩之

39 707
EXA チームA

1:04:18
千葉 峻介 村上 雅浩 中田 貴大 森田 優樹

38 617
チームGACHI

1:04:17
府川 トーマス 加藤 拓実 篠井 悠

1:04:16
須田 仁 佐藤 操

松尾 智治

36 488
TEAM A-Z

1:04:12
柴谷 淑夫 武田 将 安田 匡孝 浦西 耕平 宮前 亮二

正木 一規 東條 嵩之

35 137
チームアドソル

1:04:10
竹中 道忠 野村 晃洋 工藤 直樹 安保 俊作

34 438
TEAM ELECOM

1:04:08
赤澤 祐介 正木 航太 福本 光浩

1:04:06
山口 城弘 藤川 卓哉

鈴木 康弘

32 33
STS Aチーム

1:03:59
成田 知教 福田 哲也 瀬戸 雅弘 三浦 航大 三輪 裕樹

高橋 生真 平栗 和俊

31 75
Public Team TT

1:03:52
村社 諒 西口 亮礼 小鹿原 裕一 笠原 佑哉

30 703
愛徳会（エヌデーデー）

1:03:39
河南 豪 関口 卓弥 高田 一機

33 56

26 454
UCHIDAアクティブランナーA

1:03:18
渡部 智也 宮下 俊也 横田 哲
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:12:29 (98) 0:26:03 (75) 0:39:30 (65) 0:52:49 (60) 1:05:01 (51)
IT企業 (37) 12:29 (98) 13:34 (128) 13:27 (94) 13:19 (92) 12:12 (54)

0:11:03 (24) 0:26:15 (82) 0:40:02 (76) 0:53:35 (69) 1:05:10 (52)
IT企業 (38) 11:03 (24) 15:12 (274) 13:47 (130) 13:33 (116) 11:35 (15)

0:13:15 (178) 0:26:56 (113) 0:41:27 (106) 0:53:19 (66) 1:05:24 (53)
IT企業 (39) 13:15 (178) 13:41 (136) 14:31 (199) 11:52 (19) 12:05 (42)

0:12:51 (134) 0:25:11 (52) 0:38:34 (46) 0:51:57 (46) 1:05:24 (54)
IT企業 (40) 12:51 (134) 12:20 (43) 13:23 (87) 13:23 (97) 13:27 (152)

0:10:45 (16) 0:24:15 (30) 0:38:45 (48) 0:51:35 (43) 1:05:34 (55)
IT企業 (41) 10:45 (16) 13:30 (118) 14:30 (198) 12:50 (54) 13:59 (223)

0:11:32 (41) 0:26:14 (81) 0:38:52 (53) 0:52:42 (56) 1:05:48 (56)
IT企業 (42) 11:32 (41) 14:42 (219) 12:38 (38) 13:50 (143) 13:06 (125)

0:11:59 (61) 0:26:14 (80) 0:40:11 (80) 0:54:05 (76) 1:05:52 (57)
IT企業 (43) 11:59 (61) 14:15 (184) 13:57 (148) 13:54 (157) 11:47 (22)

0:12:37 (111) 0:25:31 (62) 0:38:40 (47) 0:55:06 (94) 1:05:54 (58)
IT企業 (44) 12:37 (111) 12:54 (76) 13:09 (70) 16:26 (406) 10:48 (6)

0:11:32 (42) 0:22:52 (13) 0:37:10 (27) 0:52:45 (59) 1:06:12 (59)
IT企業 (45) 11:32 (42) 11:20 (9) 14:18 (185) 15:35 (325) 13:27 (152)

0:13:05 (158) 0:26:33 (97) 0:40:45 (91) 0:54:30 (82) 1:06:17 (60)
IT企業 (46) 13:05 (158) 13:28 (114) 14:12 (179) 13:45 (135) 11:47 (22)

0:13:06 (164) 0:25:39 (67) 0:39:14 (59) 0:54:22 (81) 1:06:27 (61)
IT企業 (47) 13:06 (164) 12:33 (55) 13:35 (108) 15:08 (282) 12:05 (42)

0:12:32 (103) 0:25:29 (60) 0:38:49 (51) 0:52:36 (55) 1:06:31 (62)
IT企業 (48) 12:32 (103) 12:57 (79) 13:20 (83) 13:47 (138) 13:55 (215)

0:12:22 (87) 0:23:46 (21) 0:36:52 (24) 0:49:48 (23) 1:06:45 (63)
IT企業 (49) 12:22 (87) 11:24 (11) 13:06 (68) 12:56 (64) 16:57 (489)

0:12:46 (125) 0:26:21 (84) 0:40:55 (93) 0:53:09 (65) 1:06:48 (64)
IT企業 (50) 12:46 (125) 13:35 (129) 14:34 (206) 12:14 (28) 13:39 (178)

0:14:26 (307) 0:28:12 (182) 0:40:35 (86) 0:52:59 (63) 1:06:51 (65)
IT企業 (51) 14:26 (307) 13:46 (144) 12:23 (32) 12:24 (34) 13:52 (210)

0:11:34 (45) 0:25:34 (65) 0:39:08 (58) 0:53:20 (67) 1:06:53 (66)
IT企業 (52) 11:34 (45) 14:00 (164) 13:34 (105) 14:12 (185) 13:33 (168)

0:13:06 (162) 0:26:37 (101) 0:40:00 (74) 0:52:27 (51) 1:07:16 (67)
IT企業 (53) 13:06 (162) 13:31 (121) 13:23 (87) 12:27 (36) 14:49 (311)

0:12:23 (90) 0:26:23 (88) 0:40:57 (94) 0:55:39 (109) 1:07:19 (68)
IT企業 (54) 12:23 (90) 14:00 (164) 14:34 (206) 14:42 (240) 11:40 (16)

0:13:00 (149) 0:25:03 (50) 0:39:07 (57) 0:52:51 (62) 1:07:23 (69)
IT企業 (55) 13:00 (149) 12:03 (32) 14:04 (164) 13:44 (130) 14:32 (285)

0:14:02 (256) 0:27:28 (136) 0:39:55 (71) 0:53:44 (70) 1:07:24 (70)
IT企業 (56) 14:02 (256) 13:26 (111) 12:27 (34) 13:49 (141) 13:40 (179)

0:12:51 (135) 0:24:36 (38) 0:40:59 (97) 0:53:45 (71) 1:07:25 (71)
IT企業 (57) 12:51 (135) 11:45 (18) 16:23 (401) 12:46 (49) 13:40 (179)

0:12:49 (131) 0:26:02 (74) 0:39:45 (69) 0:54:38 (87) 1:07:32 (72)
IT企業 (58) 12:49 (131) 13:13 (91) 13:43 (122) 14:53 (255) 12:54 (105)

0:14:39 (339) 0:27:26 (132) 0:42:11 (140) 0:55:39 (110) 1:07:35 (73)
IT企業 (59) 14:39 (339) 12:47 (63) 14:45 (234) 13:28 (105) 11:56 (30)

0:12:48 (127) 0:27:16 (127) 0:41:37 (114) 0:55:32 (106) 1:07:42 (74)
IT企業 (60) 12:48 (127) 14:28 (201) 14:21 (188) 13:55 (159) 12:10 (49)

0:12:49 (129) 0:24:59 (48) 0:41:54 (126) 0:55:30 (104) 1:07:53 (75)
一般 (5) 12:49 (129) 12:10 (37) 16:55 (440) 13:36 (119) 12:23 (68)

サンシャイン江崎
明路 靖男 浅川  貴史 佐久間 直人

69 206
CTC金融第1

市川 かなえ 篭田 亮太 辻井 佑昌

73 642
雑走集団サブ

黄 石載 白鷹 浩 川瀬 政樹

竹之下 倫志

53 261
Godrilla

中村 光 細井 真太郎 三宅 健

57 116
明走会♪がち

稲葉 佳孝 横山 菊勝 間 玄一

61 288
GRANDITトータス

千賀 淳一 伊藤 篤志 田水 港一
1:06:27

長内 賢 齊藤 孝二

小杉 良孝

60 477
ユー・エス・イー

1:06:17
安井 涼 佐々木 寿輝

宇田川 雄 岡崎 修二

75 722
トーマツ_箱根

1:07:53
平山 真澄 丸山 修平 松田 流輝 石川 絵菜

74 271
Team☆Aruba

1:07:42
矢島 祐樹 重村 リーナマリー 曽根 優希

1:07:35
岩下 正吾 本間 峰輝

坂口 清

72 350
永田組 From FIERTE

1:07:32
安里 憲彦 木内 佳史 幸保 快 安達 祐太 山下 直哉

天野 重敏 門田 法彦

71 652
微女と珍獣  走らん会

1:07:25
小林 貴嗣 杉江 泰 坂本 潤奈 藤本 美津也

70 274
ARUBA Boys

1:07:24
辻田 澄人 藤内 理志 青柳 憲明

1:07:23
英 純一 木村 晋司

小川 誠

68 46
ウイングアーク フットサル部

1:07:19
丹波 勇良 阿多 真之介 橋本 拓磨 中原 新平 水島 健人

妹川 公亮 上原 宏

67 434
UOSベスト

1:07:16
市川 幸平 中島 敏夫 檜山 準 川本 進志

66 70
DELL POWEREDGER

1:06:53
YU HAI 渡邊 創 大久保 孝彦

1:06:51
江﨑   佳典 木村 仁美

宮澤 智彰

64 98
ジェネレーション5

1:06:48
河合 佑亮 松本 勇 山本 幹雄 高杉 侑典 服部 晃宏

榊原  雅和 桑田  友明

63 241
北関東技術グループ

1:06:45
須賀 健太 宮下 知之 田中 良和 小柳 寛晃

62 459
FOCUS SYSTEMS Oチーム

1:06:31
矢部  純一 小甲  将史 古郡  真央

65 285

橋本 拓磨 羽田 直輝 原 正輝

飯島 宏行 吉田 竜馬

59 120
はんしゅい

1:06:12
小堀 貴仁 焦 雪松 豊島 幹 南 綾子

58 279
チームバラ11本

1:05:54
宮本 健斗 細野 敬太 平山 直樹

1:05:52
本山 功 田中 雄一郎

橋本 祐樹

56 213
Run Somewhere

1:05:48
川村 優太 齋藤 賢治 中谷 魁斗 釣 洸一 佐久間 達也

藤野 晋也 石川 研一

55 2
FVL横浜最強

1:05:34
石田 哲也 倉田 健吾 成田 勇気 中楯 洋一

54 287
GRANDITラビット

1:05:24
今井 寿之 鑑田 俊司 岩橋 雄吾

1:05:24
濱西 亮 加藤 翔

寶田 優一朗

52 141
Infoteria チームA

1:05:10
鈴木 誠也 山脇 宏夢 遠藤 秀幸 岩泉 喬 Teule Clemen

51 294
チームエキサイト

1:05:01
宮西 隼人 小澤 好正 壷井 章賀 土居 充
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:10:58 (20) 0:27:38 (148) 0:39:02 (55) 0:56:19 (128) 1:07:53 (76)
一般 (6) 10:58 (20) 16:40 (433) 11:24 (8) 17:17 (476) 11:34 (13)

0:11:36 (46) 0:25:05 (51) 0:39:57 (72) 0:53:26 (68) 1:07:54 (77)
IT企業 (61) 11:36 (46) 13:29 (117) 14:52 (245) 13:29 (107) 14:28 (280)

0:12:14 (74) 0:27:30 (137) 0:41:06 (101) 0:54:38 (86) 1:07:57 (78)
IT企業 (62) 12:14 (74) 15:16 (279) 13:36 (110) 13:32 (114) 13:19 (142)

0:14:19 (294) 0:28:28 (202) 0:41:40 (117) 0:55:16 (98) 1:08:04 (79)
一般 (7) 14:19 (294) 14:09 (175) 13:12 (74) 13:36 (119) 12:48 (99)

0:13:33 (209) 0:27:06 (117) 0:41:00 (98) 0:55:26 (101) 1:08:08 (80)
IT企業 (63) 13:33 (209) 13:33 (124) 13:54 (142) 14:26 (210) 12:42 (91)

0:12:27 (96) 0:25:12 (53) 0:41:56 (127) 0:55:31 (105) 1:08:09 (81)
IT企業 (64) 12:27 (96) 12:45 (61) 16:44 (428) 13:35 (118) 12:38 (81)

0:11:58 (60) 0:28:00 (168) 0:42:58 (171) 0:55:12 (96) 1:08:13 (82)
IT企業 (65) 11:58 (60) 16:02 (367) 14:58 (252) 12:14 (28) 13:01 (116)

0:12:54 (142) 0:26:39 (104) 0:41:00 (99) 0:54:20 (80) 1:08:21 (83)
IT企業 (66) 12:54 (142) 13:45 (140) 14:21 (188) 13:20 (95) 14:01 (227)

0:12:34 (106) 0:26:35 (99) 0:40:44 (89) 0:54:33 (83) 1:08:30 (84)
IT企業 (67) 12:34 (106) 14:01 (168) 14:09 (175) 13:49 (141) 13:57 (217)

0:12:33 (105) 0:26:47 (109) 0:41:05 (100) 0:53:57 (73) 1:08:31 (85)
IT企業 (68) 12:33 (105) 14:14 (181) 14:18 (185) 12:52 (58) 14:34 (290)

0:14:12 (279) 0:27:35 (143) 0:41:58 (131) 0:55:53 (115) 1:08:31 (86)
IT企業 (69) 14:12 (279) 13:23 (106) 14:23 (193) 13:55 (159) 12:38 (81)

0:14:43 (343) 0:29:13 (254) 0:42:50 (165) 0:56:42 (134) 1:08:32 (87)
IT企業 (70) 14:43 (343) 14:30 (204) 13:37 (111) 13:52 (148) 11:50 (25)

0:13:39 (220) 0:28:57 (236) 0:41:57 (128) 0:56:28 (131) 1:08:41 (88)
IT企業 (71) 13:39 (220) 15:18 (282) 13:00 (60) 14:31 (223) 12:13 (56)

0:15:02 (373) 0:28:30 (206) 0:41:45 (121) 0:55:15 (97) 1:08:45 (89)
IT企業 (72) 15:02 (373) 13:28 (114) 13:15 (79) 13:30 (110) 13:30 (162)

0:14:17 (292) 0:28:25 (196) 0:41:30 (108) 0:54:37 (85) 1:08:45 (90)
IT企業 (73) 14:17 (292) 14:08 (174) 13:05 (67) 13:07 (77) 14:08 (246)

0:13:45 (228) 0:29:55 (287) 0:43:45 (202) 0:56:58 (142) 1:08:55 (91)
IT企業 (74) 13:45 (228) 16:10 (379) 13:50 (138) 13:13 (82) 11:57 (31)

0:11:36 (49) 0:26:32 (94) 0:41:23 (104) 0:54:41 (90) 1:08:55 (92)
IT企業 (75) 11:36 (49) 14:56 (245) 14:51 (243) 13:18 (91) 14:14 (255)

0:13:09 (167) 0:24:39 (39) 0:40:15 (83) 0:55:36 (107) 1:08:56 (93)
一般 (8) 13:09 (167) 11:30 (13) 15:36 (319) 15:21 (303) 13:20 (145)

0:13:27 (194) 0:27:43 (153) 0:42:21 (146) 0:56:34 (133) 1:08:57 (94)
IT企業 (76) 13:27 (194) 14:16 (187) 14:38 (214) 14:13 (191) 12:23 (68)

0:14:36 (332) 0:27:50 (156) 0:41:48 (124) 0:54:36 (84) 1:08:57 (95)
IT企業 (77) 14:36 (332) 13:14 (94) 13:58 (150) 12:48 (52) 14:21 (269)

0:14:01 (253) 0:27:52 (158) 0:42:58 (170) 0:55:06 (92) 1:08:58 (96)
IT企業 (78) 14:01 (253) 13:51 (152) 15:06 (264) 12:08 (25) 13:52 (210)

0:13:13 (174) 0:27:10 (122) 0:41:35 (112) 0:55:42 (111) 1:09:01 (97)
IT企業 (79) 13:13 (174) 13:57 (158) 14:25 (194) 14:07 (177) 13:19 (142)

0:14:23 (303) 0:27:56 (163) 0:42:00 (132) 0:57:06 (149) 1:09:03 (98)
IT企業 (80) 14:23 (303) 13:33 (124) 14:04 (164) 15:06 (280) 11:57 (31)

0:12:39 (118) 0:25:44 (69) 0:39:45 (68) 0:52:10 (50) 1:09:04 (99)
IT企業 (81) 12:39 (118) 13:05 (84) 14:01 (153) 12:25 (35) 16:54 (486)

0:14:56 (364) 0:28:40 (218) 0:42:26 (150) 0:56:28 (130) 1:09:04 (100)
IT企業 (82) 14:56 (364) 13:44 (138) 13:46 (126) 14:02 (171) 12:36 (77)

ドランカー安富と本八幡ラン
ナーズ

福地 健司 清田 広明 三浦 雄一

【ISB】本社
中澤 洋輔 岩城 徳彦 向山 光

85 505
Team PTQLうさぎさん

川村 雅人 三橋 翼 佐伯 泰斗

89 713
Team Global ATU 2

中村 聡志 横須賀 周平 春日 泰介

93 547
サバーズ１

野村 健司 金井 美沙子 金井 隆憲
1:08:56

水野 皓太 知念 健一

武川 佳暉

92 234
世界のKAWANO

1:08:55
高橋 政徳 岩田 憲孝

77 28
RANVAL

齋藤 之博 椛澤 昌浩 鈴木 惇也
1:07:54

吉田 達夫 吉田 祐一郎

76 720
トーマツ_出雲

1:07:53
横山 和哉 金井 勝洋

谷口 健太朗

100 256
海南大付属

1:09:04
伊藤 優之介 國武 英明 田中 志門 藤田 博之 山本 剛

島田 篤史 幸田 至弘

99 352
駅すぱあと with T

1:09:04
堀北 寛人 高橋 直宏 添田 悠央 茂木 友哉

98 497
SLC☆J&M☆A

1:09:03
湯川 清克 宮田 亜希 浜本 雅英

1:09:01
那須川 祐一 吉田 幸司

巻島 大典

96 520
はじまるくんC

1:08:58
北澤 宏海 駒田 明 小田 悠二 秋葉 洋毅 谷澤 和義

船川 真央 諸星 幸雄

95 627
ウルトラNBE

1:08:57
横木 隆郎 森本 航 小倉 律子 上口 健太郎

94 421
ミライト ブラジリアンワックス

1:08:57
樋口 聡司 中森 翔 永井 康次

97 521

河野 拓也 中尾 健太郎 齊田 誠至

新田 直也 伴仲 輝大

91 541
コムシスネット2

1:08:55
小山 哲司 髙橋 一成 吉田 一勝 大野 博志

90 121
PFUサービス盛り合わせ2017

1:08:45
島田 一洋 佐々木 直幸 松尾 信之

1:08:45
赤田 将之 西澤 貴志

山下 健作

88 402
ミライト TRmy4th

1:08:41
長南 博隆 佐々木 崇 戸崎 学 城 裕一 高木 智之

釣澤 純 馬場 敦士

87 553
Amazon Team B

1:08:32
脇田 修二 磯 蘭水 藤原 蓮 宮本 淳

86 610
5523

1:08:31
束野 孝光 加々美 仁史 平田 健太郎

1:08:31
横田 良 大谷 祐介

上村 奈保美

84 92
フットサル部チームA

1:08:30
岡崎 晃 木村 浩祐 坂本 幸司 古賀 裕一 山本 紘文

柴崎 啓吾 岩瀬 賢典

83 653
微女と珍獣 走るん会

1:08:21
川崎 貴章 関村 由和 小池 正人 顧 毅夫

82 283
忖度

1:08:13
飯島 和樹 椎名 敬祐 樋口 桃子

1:08:09
丹下 直 藤本 孝治

塚田 隆

80 694
CTC DEG TEAM

1:08:08
平林 勇人 森川 泰 真柳 直樹 小出 敦司 野宮 清央

伊藤 慶 高見 佑介

79 62
AGS第1事業部A

1:08:04
石川 大我 伊藤 孝一 石田 達哉 矢島 恭介

78 660
KWCクラウダーズ

1:07:57
佐藤 純 駒井 健生 浅川 誠

81 557

河野 昌子 徳光 紀子 中島 領子
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:13:17 (182) 0:28:40 (220) 0:41:57 (130) 0:56:09 (121) 1:09:12 (101)
IT企業 (83) 13:17 (182) 15:23 (291) 13:17 (82) 14:12 (185) 13:03 (120)

0:13:32 (208) 0:29:03 (240) 0:42:58 (169) 0:56:10 (124) 1:09:13 (102)
IT企業 (84) 13:32 (208) 15:31 (304) 13:55 (144) 13:12 (80) 13:03 (120)

0:12:19 (82) 0:28:30 (204) 0:40:44 (90) 0:56:57 (141) 1:09:27 (103)
IT企業 (85) 12:19 (82) 16:11 (382) 12:14 (28) 16:13 (386) 12:30 (74)

0:13:04 (156) 0:26:12 (79) 0:40:13 (82) 0:55:26 (102) 1:09:29 (104)
IT企業 (86) 13:04 (156) 13:08 (87) 14:01 (153) 15:13 (285) 14:03 (234)

0:12:58 (144) 0:30:06 (296) 0:44:17 (228) 0:57:20 (152) 1:09:31 (105)
IT企業 (87) 12:58 (144) 17:08 (473) 14:11 (176) 13:03 (72) 12:11 (52)

0:12:00 (62) 0:27:02 (116) 0:38:48 (50) 0:53:09 (64) 1:09:32 (106)
IT企業 (88) 12:00 (62) 15:02 (258) 11:46 (16) 14:21 (205) 16:23 (449)

0:13:39 (218) 0:27:28 (135) 0:42:55 (167) 0:56:09 (122) 1:09:33 (107)
一般 (9) 13:39 (218) 13:49 (150) 15:27 (302) 13:14 (84) 13:24 (146)

0:15:18 (399) 0:28:42 (222) 0:43:28 (183) 0:56:55 (139) 1:09:34 (108)
IT企業 (89) 15:18 (399) 13:24 (109) 14:46 (235) 13:27 (104) 12:39 (84)

0:13:31 (202) 0:26:30 (92) 0:40:07 (77) 0:55:51 (114) 1:09:35 (109)
IT企業 (90) 13:31 (202) 12:59 (83) 13:37 (111) 15:44 (337) 13:44 (190)

0:13:35 (211) 0:26:25 (89) 0:41:57 (129) 0:55:37 (108) 1:09:38 (110)
IT企業 (91) 13:35 (211) 12:50 (68) 15:32 (312) 13:40 (125) 14:01 (227)

0:11:21 (37) 0:24:18 (32) 0:40:25 (84) 0:54:09 (77) 1:09:39 (111)
IT企業 (92) 11:21 (37) 12:57 (79) 16:07 (381) 13:44 (130) 15:30 (382)

0:11:09 (29) 0:26:22 (86) 0:40:08 (78) 0:55:20 (99) 1:09:44 (112)
IT企業 (93) 11:09 (29) 15:13 (276) 13:46 (126) 15:12 (284) 14:24 (271)

0:12:45 (124) 0:26:08 (76) 0:40:59 (96) 0:54:14 (78) 1:09:45 (113)
IT企業 (94) 12:45 (124) 13:23 (106) 14:51 (243) 13:15 (86) 15:31 (385)

0:17:16 (528) 0:29:50 (285) 0:41:10 (102) 0:53:46 (72) 1:09:46 (114)
IT企業 (95) 17:16 (528) 12:34 (56) 11:20 (4) 12:36 (41) 16:00 (424)

0:13:47 (231) 0:26:41 (105) 0:40:43 (88) 0:56:58 (143) 1:09:52 (115)
IT企業 (96) 13:47 (231) 12:54 (76) 14:02 (158) 16:15 (390) 12:54 (105)

0:17:34 (541) 0:30:10 (304) 0:43:32 (188) 0:56:58 (145) 1:09:56 (116)
IT企業 (97) 17:34 (541) 12:36 (59) 13:22 (84) 13:26 (100) 12:58 (115)

0:11:27 (39) 0:27:41 (151) 0:41:28 (107) 0:54:52 (91) 1:09:57 (117)
IT企業 (98) 11:27 (39) 16:14 (386) 13:47 (130) 13:24 (98) 15:05 (329)

0:13:18 (185) 0:26:43 (106) 0:42:31 (153) 0:53:59 (74) 1:10:00 (118)
IT企業 (99) 13:18 (185) 13:25 (110) 15:48 (340) 11:28 (8) 16:01 (426)

0:15:16 (397) 0:29:16 (259) 0:42:57 (168) 0:57:05 (148) 1:10:06 (119)
IT企業 (100) 15:16 (397) 14:00 (164) 13:41 (119) 14:08 (179) 13:01 (116)

0:13:29 (198) 0:25:55 (73) 0:38:59 (54) 0:54:41 (89) 1:10:07 (120)
IT企業 (101) 13:29 (198) 12:26 (50) 13:04 (65) 15:42 (333) 15:26 (378)

0:12:23 (91) 0:26:59 (115) 0:40:09 (79) 0:54:19 (79) 1:10:12 (121)
IT企業 (102) 12:23 (91) 14:36 (214) 13:10 (72) 14:10 (183) 15:53 (415)

0:12:32 (102) 0:27:23 (131) 0:42:01 (133) 0:55:29 (103) 1:10:17 (122)
IT企業 (103) 12:32 (102) 14:51 (237) 14:38 (214) 13:28 (105) 14:48 (309)

0:14:20 (296) 0:29:14 (255) 0:43:27 (182) 0:56:15 (126) 1:10:19 (123)
IT企業 (104) 14:20 (296) 14:54 (243) 14:13 (181) 12:48 (52) 14:04 (235)

0:12:33 (104) 0:28:07 (177) 0:43:45 (203) 0:58:23 (182) 1:10:25 (124)
IT企業 (105) 12:33 (104) 15:34 (316) 15:38 (324) 14:38 (232) 12:02 (37)

0:13:00 (147) 0:28:06 (175) 0:44:11 (225) 0:56:18 (127) 1:10:27 (125)
IT企業 (106) 13:00 (147) 15:06 (263) 16:05 (376) 12:07 (24) 14:09 (248)

ミライト MIS駅伝部B
樽本 一将 只松 義喬 川満 友樹

117 692
うおきん！大好き！

宇田川 賢 北園 康太 田邊 博英

121 128
PFU首都圏CS　チームＡ

日向野 遼 矢島 和幸 山本 隆

125 478
NSSOLテニス同好会A

柴田 裕希子 牧野 友 佐々木 慧
1:10:27

荻原 佑基 柴田 亮

高本 智之

124 511
NDIソリューションズB

1:10:25
岡田 享 宮下 超

101 444
ミツイワ)営業ドリームチーム

北爪 尚人 板倉 正典 馬場 剛

105 704
タクト01

遠山 豊 齋藤 隆昌 福井 結紀

109 410
ミライト M3

徳橋 佑輔 早崎 隆 三橋 翔太
1:09:35

栗原 秀樹 吉田 仁

下池 士朗

108 539
ごとく

1:09:34
沢辺 壮 工藤 稿一郎

福田 学 長谷川 翔太 可児 健吾

薮内 智志 小山 裕輔

123 273
チームアンディ

1:10:19
堀川 知道 玉田 周 久野 尚明 千葉 杏平

122 301
クオリティソフトISMチーム

1:10:17
鏑木 良彰 小椋 量友紀 滝川 智也

1:10:12
井沼 亮平 横山 大

青木 大将

120 275
Inside/Out

1:10:07
川本  洋右 五月女 純也 大澤 亮平 大和 太郎 佐藤 英史

加納 雅也 飯森 栄治

119 462
DTS

1:10:06
石川 翔太郎 川島 彰人 安達 淳也 吉村 大

118 130
グリンズ

1:10:00
野口 慎一郎 川口 響生 仁平 恭代

1:09:57
田中 健雄 主山 基司

五十嵐 教司

116 79
CA1&2 DMC①

1:09:56
濱尾 麻衣 清水 美甫 市原 一輝 涌井 崇行 江本 発

高橋 寛行 中澤 万伊子

115 298
シナプスイノベーションAチー
ム 1:09:52

髙野 允佑 前川 敦士 楠本 広樹 若松 伸幸

114 678
ソルクシーズ１

1:09:46
森前 陽介 一島 祐一郎 相馬 亮太

1:09:45
秋山 裕生 福田 圭一

矢ノ下 雄太

112 331
UAL泉チーム

1:09:44
湯浅 貴幸 安里 七海 宮寺 渉平 泉 邦昌 中平 真人

岡村 和央司 川嶋 淳一郎

111 479
NSSOLテニス同好会B

1:09:39
大向 慧 宇津木 哲 末松 沙希 靏井 翔平

110 693
REDHAT JAPAN OPS

1:09:38
飯田 蔵土 中津 賢介 三浦 充晴

113 404

遠藤 奨 野村 良英 栗岡 誠

中尾 貴之 河合 亮

107 706
愛徳会（エクサ）

1:09:33
鈴木 幹久 山村 建司 田崎 裕也 榎田 康人

106 495
Marketo 2

1:09:32
稲垣 亮太 花房 洵也 星子 彩美

1:09:31
藤枝 定義 大澤 潤

野村 和孝

104 540
【ISB】フィナンシャルＡ

1:09:29
髙山 聡 遠藤 皇士 平山 拓海 馬場 翔平 中野 友郎

小口 喜美夫 和田 聡

103 626
officenavi ランナーず

1:09:27
近藤 貴仁 室岡 里美 浜野 高好 山内 万里江

102 725
SAXA老RUNズ

1:09:13
小野 明 中村 耕児 児玉 正巳

1:09:12
田中 宏幸 山下 健司
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:14:14 (287) 0:30:37 (339) 0:45:34 (287) 0:57:26 (156) 1:10:39 (126)
IT企業 (107) 14:14 (287) 16:23 (402) 14:57 (249) 11:52 (19) 13:13 (133)

0:15:27 (409) 0:28:15 (185) 0:43:35 (193) 0:57:22 (153) 1:10:40 (127)
IT企業 (108) 15:27 (409) 12:48 (65) 15:20 (291) 13:47 (138) 13:18 (138)

0:13:11 (171) 0:27:14 (125) 0:42:46 (163) 0:56:46 (137) 1:10:43 (128)
IT企業 (109) 13:11 (171) 14:03 (170) 15:32 (312) 14:00 (167) 13:57 (217)

0:13:01 (151) 0:29:05 (242) 0:42:11 (139) 0:57:03 (147) 1:10:44 (129)
IT企業 (110) 13:01 (151) 16:04 (372) 13:06 (68) 14:52 (254) 13:41 (183)

0:13:28 (196) 0:26:26 (91) 0:39:15 (61) 0:52:30 (53) 1:10:47 (130)
IT企業 (111) 13:28 (196) 12:58 (81) 12:49 (49) 13:15 (86) 18:17 (537)

0:13:11 (172) 0:27:15 (126) 0:42:29 (152) 0:56:45 (136) 1:10:56 (131)
IT企業 (112) 13:11 (172) 14:04 (171) 15:14 (280) 14:16 (197) 14:11 (251)

0:11:54 (58) 0:28:04 (174) 0:42:06 (136) 0:56:44 (135) 1:11:00 (132)
IT企業 (113) 11:54 (58) 16:10 (379) 14:02 (158) 14:38 (232) 14:16 (256)

0:14:56 (363) 0:29:14 (257) 0:42:37 (158) 0:57:38 (159) 1:11:08 (133)
IT企業 (114) 14:56 (363) 14:18 (189) 13:23 (87) 15:01 (274) 13:30 (162)

0:11:28 (40) 0:25:16 (54) 0:41:37 (113) 0:55:57 (116) 1:11:09 (134)
IT企業 (115) 11:28 (40) 13:48 (148) 16:21 (397) 14:20 (204) 15:12 (344)

0:13:49 (235) 0:27:17 (128) 0:42:49 (164) 0:56:47 (138) 1:11:19 (135)
IT企業 (116) 13:49 (235) 13:28 (114) 15:32 (312) 13:58 (163) 14:32 (285)

0:13:10 (169) 0:27:08 (121) 0:42:26 (149) 0:57:42 (161) 1:11:22 (136)
IT企業 (117) 13:10 (169) 13:58 (159) 15:18 (286) 15:16 (291) 13:40 (179)

0:17:28 (536) 0:32:01 (420) 0:47:38 (380) 0:59:27 (223) 1:11:25 (137)
IT企業 (118) 17:28 (536) 14:33 (210) 15:37 (322) 11:49 (16) 11:58 (33)

0:12:08 (70) 0:25:23 (58) 0:40:26 (85) 0:55:06 (95) 1:11:27 (138)
IT企業 (119) 12:08 (70) 13:15 (96) 15:03 (259) 14:40 (235) 16:21 (444)

0:14:16 (289) 0:29:48 (281) 0:41:40 (118) 0:56:07 (120) 1:11:29 (139)
IT企業 (120) 14:16 (289) 15:32 (307) 11:52 (17) 14:27 (214) 15:22 (370)

0:10:37 (13) 0:25:22 (55) 0:36:46 (22) 0:55:46 (112) 1:11:34 (140)
一般 (10) 10:37 (13) 14:45 (229) 11:24 (8) 19:00 (546) 15:48 (409)

0:17:29 (537) 0:30:48 (350) 0:46:39 (336) 0:58:43 (199) 1:11:35 (141)
一般 (11) 17:29 (537) 13:19 (103) 15:51 (352) 12:04 (23) 12:52 (102)

0:13:27 (195) 0:27:51 (157) 0:43:35 (192) 0:57:53 (167) 1:11:38 (142)
IT企業 (121) 13:27 (195) 14:24 (197) 15:44 (337) 14:18 (202) 13:45 (192)

0:14:00 (251) 0:29:32 (271) 0:44:05 (221) 0:57:44 (162) 1:11:42 (143)
IT企業 (122) 14:00 (251) 15:32 (307) 14:33 (204) 13:39 (124) 13:58 (221)

0:14:43 (342) 0:28:01 (169) 0:41:35 (111) 0:56:01 (117) 1:11:45 (144)
IT企業 (123) 14:43 (342) 13:18 (100) 13:34 (105) 14:26 (210) 15:44 (402)

0:12:24 (92) 0:28:35 (210) 0:42:06 (135) 0:58:19 (180) 1:11:45 (145)
IT企業 (124) 12:24 (92) 16:11 (382) 13:31 (99) 16:13 (386) 13:26 (148)

0:12:37 (112) 0:28:08 (180) 0:44:37 (236) 0:59:30 (226) 1:11:48 (146)
IT企業 (125) 12:37 (112) 15:31 (304) 16:29 (410) 14:53 (255) 12:18 (62)

0:12:44 (122) 0:29:08 (248) 0:43:44 (200) 0:57:49 (165) 1:11:50 (147)
IT企業 (126) 12:44 (122) 16:24 (403) 14:36 (211) 14:05 (174) 14:01 (227)

0:16:24 (477) 0:31:17 (378) 0:45:14 (269) 0:58:08 (175) 1:11:51 (148)
IT企業 (127) 16:24 (477) 14:53 (241) 13:57 (148) 12:54 (62) 13:43 (187)

0:15:53 (444) 0:30:07 (297) 0:44:03 (217) 0:57:55 (170) 1:11:53 (149)
IT企業 (128) 15:53 (444) 14:14 (181) 13:56 (147) 13:52 (148) 13:58 (221)

0:14:07 (266) 0:28:50 (230) 0:43:57 (212) 0:58:25 (183) 1:11:54 (150)
IT企業 (129) 14:07 (266) 14:43 (224) 15:07 (268) 14:28 (215) 13:29 (161)

頑張れT4C！！
日比野 圭介 関 守雅 吉塚 晃

149 423
ミライト エムワン

大藤 隆史 遠山 卓己 井口 健

STS  酒はのんでも飲まれる
な

宮林 隼 堀尾 隆人 境 悠

133 99
SHINKA関東

山崎 聡史 山中 英司 井上 洋介

137 442
チーム PCAクラウド

大島 幹也 新粥 文哉 梁井 直樹

141 737
コマ劇場

上之家 克子 鮎澤 毅 深谷 敏広
1:11:35

杉原 紀子 高麗 亜希子

田中 利和

140 721
トーマツ_全日本

1:11:34
横溝 輝人 小泉 友美

小川 武 中村 敏亮
150 470

エスコB
1:11:54

中川 元 中島 祐二 能登 祐介

1:11:53
須藤 健介 桜井 鏡多

玉置 征久

148 480
フロントライナーズランナーズ

1:11:51
塩田  悠介 栗原  拓雅 川尻 達也 真鍋 俊希 橘 大輝

本田 崇継 小出 翔平

147 658
TeamNV基盤２A

1:11:50
小池 史朗 工藤 俊太 難波 泰平 川田 勇貴

146 664
TAKT A

1:11:48
竹内 健介 矢代 真樹 渡辺 誠

1:11:45
川里 武広 東條 菜穂子

佐藤 宏樹

144 215
WEIC SPEED STAR

1:11:45
小林 翔 小林 飛鳥 田神 敬祐 高園 寛 森 一

上谷 真也 岡村 和樹

143 661
セゾン情報システムズＫ－１

1:11:42
田邉 博英 小林 美樹 上條 功郎 片桐 怜美

142 641
雑走集団

1:11:38
松本 真治 金 鍾赫 孫 将司

145 609

水野 龍也 片野 友里衣 中原 健

石井 駿 平岡 良介

139 427
Armada

1:11:29
佐藤 卓 菊地 大智 片山 麻由実 大貫 貴史

138 334
PP2

1:11:27
飯塚 和輝 森田 紀明 北埜 法俊

1:11:25
岡本 俊哉 杉山 元基

田村 和寛

136 507
パーソナル情報システムA

1:11:22
金子 剛 小林 明 早川 健太 北郷 大輔 草留 芹加

和泉 孝 小笠原 孝

135 608
チームLINK

1:11:19
迫原 真吾 草薙 丈 片山 匠人 中村 太一

134 257
Yasuo Japan!

1:11:09
安尾 浩誠 澤田 亮太 島村 夕莉香

1:11:08
早川 夏樹 矢野 真治

清原 聡

132 339
旅人B

1:11:00
船木 信博 岩瀬 雄二 七戸 遼 越渡 祥太 坂本 武治

茂原 恵太 小坂 剛生

131 244
しゃぶしゃぶキヨちゃんず

1:10:56
吉野 誠 近藤  拓朗 佐藤 幸太 笹川 裕也

130 544
amazon E チーム

1:10:47
伊藤 向子 林 昌吾 野崎 恵太

1:10:44
布目 孔志 松本 慧斗

生盛 寛樹

128 448
ミツイワ)PS部員がいるチーム

1:10:43
富所 奨太 榎本 治浩 中川 達也 木崎 正樹 栗原 裕幸

堀田 圭佑 松川 修

127 306
シュナイダーエレクトリック
チーム快速 1:10:40

福原 友美 松井 裕樹 石川 幸 中邨 吉宏

126 443
ヒューマンリレーションネクス
ト株式会社 1:10:39

小堺 和馬 吉川 佑人 谷川 弘樹

129 34
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:13:16 (180) 0:28:39 (216) 0:43:43 (198) 0:58:51 (206) 1:11:54 (151)
IT企業 (130) 13:16 (180) 15:23 (291) 15:04 (263) 15:08 (282) 13:03 (120)

0:12:57 (143) 0:29:22 (265) 0:44:04 (220) 0:58:10 (176) 1:11:57 (152)
IT企業 (131) 12:57 (143) 16:25 (404) 14:42 (228) 14:06 (175) 13:47 (201)

0:12:39 (117) 0:29:50 (284) 0:43:02 (173) 0:58:31 (186) 1:11:58 (153)
IT企業 (132) 12:39 (117) 17:11 (480) 13:12 (74) 15:29 (312) 13:27 (152)

0:14:58 (367) 0:27:56 (162) 0:43:48 (207) 0:58:42 (198) 1:12:00 (154)
一般 (12) 14:58 (367) 12:58 (81) 15:52 (355) 14:54 (260) 13:18 (138)

0:13:26 (192) 0:28:08 (178) 0:43:37 (194) 0:59:07 (214) 1:12:02 (155)
IT企業 (133) 13:26 (192) 14:42 (219) 15:29 (304) 15:30 (315) 12:55 (109)

0:14:08 (269) 0:29:35 (275) 0:43:56 (211) 0:57:48 (164) 1:12:05 (156)
IT企業 (134) 14:08 (269) 15:27 (298) 14:21 (188) 13:52 (148) 14:17 (260)

0:14:45 (346) 0:27:58 (165) 0:43:54 (210) 0:59:23 (220) 1:12:08 (157)
IT企業 (135) 14:45 (346) 13:13 (91) 15:56 (367) 15:29 (312) 12:45 (96)

0:15:13 (389) 0:28:45 (223) 0:42:18 (143) 0:57:09 (150) 1:12:14 (158)
IT企業 (136) 15:13 (389) 13:32 (123) 13:33 (104) 14:51 (252) 15:05 (329)

0:13:53 (242) 0:27:39 (149) 0:42:32 (154) 0:58:30 (185) 1:12:15 (159)
IT企業 (137) 13:53 (242) 13:46 (144) 14:53 (246) 15:58 (362) 13:45 (192)

0:17:24 (533) 0:30:29 (328) 0:43:03 (174) 0:57:33 (158) 1:12:16 (160)
IT企業 (138) 17:24 (533) 13:05 (84) 12:34 (37) 14:30 (217) 14:43 (305)

0:14:29 (313) 0:28:16 (186) 0:43:29 (184) 0:59:30 (225) 1:12:18 (161)
IT企業 (139) 14:29 (313) 13:47 (147) 15:13 (277) 16:01 (366) 12:48 (99)

0:16:11 (463) 0:29:46 (279) 0:45:20 (274) 0:56:58 (144) 1:12:19 (162)
IT企業 (140) 16:11 (463) 13:35 (129) 15:34 (316) 11:38 (11) 15:21 (368)

0:14:10 (274) 0:29:10 (250) 0:44:24 (230) 0:57:24 (154) 1:12:19 (163)
IT企業 (141) 14:10 (274) 15:00 (252) 15:14 (280) 13:00 (67) 14:55 (317)

0:14:02 (257) 0:28:45 (224) 0:45:29 (284) 0:58:33 (188) 1:12:23 (164)
IT企業 (142) 14:02 (257) 14:43 (224) 16:44 (428) 13:04 (74) 13:50 (208)

0:13:32 (206) 0:29:24 (266) 0:42:08 (137) 0:57:24 (155) 1:12:24 (165)
IT企業 (143) 13:32 (206) 15:52 (349) 12:44 (47) 15:16 (291) 15:00 (326)

0:11:51 (56) 0:26:33 (96) 0:43:24 (178) 0:58:19 (179) 1:12:24 (166)
IT企業 (144) 11:51 (56) 14:42 (219) 16:51 (436) 14:55 (262) 14:05 (239)

0:13:14 (175) 0:26:25 (90) 0:42:50 (166) 0:58:55 (208) 1:12:27 (167)
IT企業 (145) 13:14 (175) 13:11 (89) 16:25 (403) 16:05 (373) 13:32 (167)

0:13:18 (183) 0:27:22 (130) 0:43:25 (180) 0:59:23 (221) 1:12:29 (168)
IT企業 (146) 13:18 (183) 14:04 (171) 16:03 (374) 15:58 (362) 13:06 (125)

0:15:09 (384) 0:30:39 (342) 0:43:43 (199) 0:58:36 (193) 1:12:36 (169)
一般 (13) 15:09 (384) 15:30 (303) 13:04 (65) 14:53 (255) 14:00 (225)

0:13:30 (200) 0:26:15 (83) 0:40:57 (95) 0:55:06 (93) 1:12:37 (170)
IT企業 (147) 13:30 (200) 12:45 (61) 14:42 (228) 14:09 (181) 17:31 (514)

0:12:28 (97) 0:30:07 (298) 0:46:00 (308) 0:59:24 (222) 1:12:37 (171)
IT企業 (148) 12:28 (97) 17:39 (505) 15:53 (357) 13:24 (98) 13:13 (133)

0:14:13 (282) 0:27:31 (138) 0:42:42 (162) 0:57:39 (160) 1:12:38 (172)
IT企業 (149) 14:13 (282) 13:18 (100) 15:11 (271) 14:57 (266) 14:59 (323)

0:19:09 (582) 0:31:44 (403) 0:45:33 (286) 0:59:10 (216) 1:12:44 (173)
IT企業 (150) 19:09 (582) 12:35 (58) 13:49 (135) 13:37 (121) 13:34 (169)

0:13:54 (244) 0:28:25 (195) 0:45:21 (277) 1:00:40 (267) 1:12:44 (174)
IT企業 (151) 13:54 (244) 14:31 (207) 16:56 (441) 15:19 (297) 12:04 (40)

0:15:44 (430) 0:33:20 (475) 0:47:06 (357) 1:00:08 (248) 1:12:48 (175)
IT企業 (152) 15:44 (430) 17:36 (504) 13:46 (126) 13:02 (70) 12:40 (86)

ミツイワ)情報システム部チー
ム

立川 真大 菊地 節男 増井 拓巳

165 536
amazon A チーム

唐木 奨 保里 善太 畔勝 洋平

169 66
AGS第6事業部

洞澤 宏志 筒井 寛和 鷲尾 和哉

173 538
Amazon Team F

斎藤 英輔 越野 将兵 松本 照吾
1:12:44

鈴木 智也 戸内 加奈

土屋 賢記

172 260
FY14 Members

1:12:38
伊藤 慎一 池田 拓磨

153 510
NDIソリューションズA

藤木 卓馬 松田 禎史 西村 美保

157 655
ウチダシステムズ　チームA

芹田 裕也 安藤 達也 安積 俊明
1:12:08

鴇田 義邦 神尾 典之

遠山 晴之

156 449
ミツイワ情報2017チーム

1:12:05
土屋 祐二 松本 咲

高橋  蔵光

青柳 陽介 高橋 健一

175 318
トレンドマイクロ チーム2

1:12:48
佐平 優子 早川  昌宏 古田  恭一 高橋  真幸

174 418
ミライトLadies&Gentlemen

1:12:44
小林 弘幸 納谷 祐太 堀江 亜希子

棚原 泰隆 樺山 えりな 石橋 史子

木下 彰 遠竹 大輔

171 535
【ISB】土屋さん家の賢記くん
が走る 1:12:37

石倉 拓真 小石 晴哉人 加治屋 輝 塩谷 章

170 113
JASIPA会員

1:12:37
工藤 大智 礒部 康人 大野 智也

1:12:36
平石 晃祐 金﨑 卓也

福井 大脩

168 254
HP新人 野村だよ～☆

1:12:29
田中 祐之 堀口 高志 村田 祐樹 野村 勇介 小林 貞人

本田 隆一 縄田 楓也

167 351
新卒!ラブ☆レボリューション

1:12:27
一ノ瀬 泰斗 市原 慶一 佐藤 颯 宮部 剛志

166 85
CCL VERTEX

1:12:24
山田 雅海 広瀬 暢隆 佐藤 廣樹

1:12:24
新家 健吾 松川 由里

河村 博之

164 284
あっぷす

1:12:23
雨宮 洋輝 鈴木  曜 奈良 姿宜 寺坂 英矩 打木 大介

原 佑将 佐々木 勝也

163 714
チームＢｒａｖｅ５

1:12:19
栗原 武和 山岸 大介 倉田 薫 和田 哲明

162 447
ミツイワ)事業推進部チーム

1:12:19
橋本 真一 大木 基史 大木 亜希子

1:12:18
西川 高正 引地 健

成合 優

160 631
のいのい倶楽部

1:12:16
黒岩 光明 北村 雅人 川井 昌博 大川 隆史 山野井 貴生

東 裕介 安里 元

159 8
JKCの父

1:12:15
久保 陽平 平良 学 小須田 優弥 荒川 真美

158 259
ダンディー竹内 with K

1:12:14
竹内 靖史 下園 福田 智史

161 446

小林 誠 井上 靖也 島津 智行

横内 義人 鈴木 敬志

155 695
はる３０２＋青木

1:12:02
青木 篤 一瀬 順子 御厨 奈美子 角田 茜

154 104
Team hang over

1:12:00
山田 眞士 西野 晴彦 君島 忍

1:11:58
中村 正太 牧 周作

吉永 浩輔

152 457
Team OPRO

1:11:57
加邉 友晃 飯田 亮 森園 健一 小林 亮太 本多 晶

151 747
ぐるなび チームF

1:11:54
星 佑果 鈴木 拓 萩原 豊 西平 泰士
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:13:53 (243) 0:26:46 (108) 0:43:30 (185) 0:58:21 (181) 1:12:48 (176)
IT企業 (153) 13:53 (243) 12:53 (72) 16:44 (428) 14:51 (252) 14:27 (278)

0:13:32 (205) 0:28:16 (187) 0:43:30 (186) 0:59:00 (210) 1:12:48 (177)
IT企業 (154) 13:32 (205) 14:44 (227) 15:14 (280) 15:30 (315) 13:48 (205)

0:11:49 (55) 0:26:36 (100) 0:39:22 (63) 0:56:11 (125) 1:12:49 (178)
IT企業 (155) 11:49 (55) 14:47 (232) 12:46 (48) 16:49 (439) 16:38 (472)

0:12:19 (83) 0:29:05 (243) 0:45:21 (276) 1:00:21 (253) 1:12:54 (179)
IT企業 (156) 12:19 (83) 16:46 (444) 16:16 (391) 15:00 (269) 12:33 (76)

0:14:23 (302) 0:27:58 (166) 0:42:19 (144) 0:58:38 (196) 1:12:54 (180)
IT企業 (157) 14:23 (302) 13:35 (129) 14:21 (188) 16:19 (397) 14:16 (256)

0:14:27 (310) 0:30:42 (345) 0:44:43 (246) 0:58:34 (190) 1:12:59 (181)
IT企業 (158) 14:27 (310) 16:15 (390) 14:01 (153) 13:51 (146) 14:25 (274)

0:14:35 (329) 0:31:40 (399) 0:46:28 (328) 1:00:08 (247) 1:13:01 (182)
IT企業 (159) 14:35 (329) 17:05 (470) 14:48 (238) 13:40 (125) 12:53 (103)

0:12:54 (139) 0:27:11 (123) 0:44:45 (248) 0:58:28 (184) 1:13:05 (183)
一般 (14) 12:54 (139) 14:17 (188) 17:34 (479) 13:43 (128) 14:37 (296)

0:12:02 (66) 0:27:13 (124) 0:43:34 (191) 0:58:32 (187) 1:13:05 (184)
IT企業 (160) 12:02 (66) 15:11 (273) 16:21 (397) 14:58 (268) 14:33 (288)

0:17:17 (529) 0:31:02 (367) 0:47:30 (374) 1:00:21 (254) 1:13:06 (185)
IT企業 (161) 17:17 (529) 13:45 (140) 16:28 (406) 12:51 (56) 12:45 (96)

0:13:39 (221) 0:25:28 (59) 0:40:00 (75) 0:58:52 (207) 1:13:08 (186)
IT企業 (162) 13:39 (221) 11:49 (23) 14:32 (202) 18:52 (541) 14:16 (256)

0:13:22 (189) 0:28:40 (219) 0:44:41 (242) 1:00:45 (271) 1:13:08 (187)
IT企業 (163) 13:22 (189) 15:18 (282) 16:01 (372) 16:04 (371) 12:23 (68)

0:15:27 (408) 0:28:38 (214) 0:44:09 (222) 0:58:33 (189) 1:13:09 (188)
IT企業 (164) 15:27 (408) 13:11 (89) 15:31 (307) 14:24 (209) 14:36 (295)

0:12:37 (110) 0:28:28 (203) 0:45:46 (297) 0:59:17 (218) 1:13:09 (189)
IT企業 (165) 12:37 (110) 15:51 (346) 17:18 (463) 13:31 (111) 13:52 (210)

0:14:26 (306) 0:31:25 (383) 0:46:44 (339) 1:01:47 (305) 1:13:11 (190)
IT企業 (166) 14:26 (306) 16:59 (462) 15:19 (288) 15:03 (277) 11:24 (11)

0:10:23 (10) 0:22:20 (9) 0:36:58 (25) 0:58:34 (191) 1:13:11 (191)
IT企業 (167) 10:23 (10) 11:57 (27) 14:38 (214) 21:36 (587) 14:37 (296)

0:12:00 (63) 0:28:55 (233) 0:43:48 (206) 1:00:52 (276) 1:13:14 (192)
IT企業 (168) 12:00 (63) 16:55 (456) 14:53 (246) 17:04 (461) 12:22 (67)

0:13:29 (197) 0:31:08 (369) 0:43:47 (205) 0:57:56 (171) 1:13:14 (193)
IT企業 (169) 13:29 (197) 17:39 (505) 12:39 (40) 14:09 (181) 15:18 (358)

0:12:14 (73) 0:27:31 (139) 0:41:31 (110) 1:00:05 (244) 1:13:17 (194)
IT企業 (170) 12:14 (73) 15:17 (281) 14:00 (152) 18:34 (534) 13:12 (130)

0:18:11 (567) 0:30:58 (361) 0:46:47 (342) 1:01:28 (293) 1:13:18 (195)
IT企業 (171) 18:11 (567) 12:47 (63) 15:49 (344) 14:41 (237) 11:50 (25)

0:12:35 (109) 0:24:48 (43) 0:40:12 (81) 0:58:16 (177) 1:13:23 (196)
IT企業 (172) 12:35 (109) 12:13 (41) 15:24 (297) 18:04 (508) 15:07 (335)

0:16:16 (468) 0:30:49 (353) 0:46:00 (309) 0:59:01 (211) 1:13:25 (197)
IT企業 (173) 16:16 (468) 14:33 (210) 15:11 (271) 13:01 (68) 14:24 (271)

0:14:55 (359) 0:27:18 (129) 0:41:45 (122) 0:57:55 (169) 1:13:25 (198)
IT企業 (174) 14:55 (359) 12:23 (46) 14:27 (196) 16:10 (382) 15:30 (382)

0:12:12 (71) 0:28:26 (201) 0:46:50 (347) 0:59:53 (239) 1:13:27 (199)
IT企業 (175) 12:12 (71) 16:14 (386) 18:24 (521) 13:03 (72) 13:34 (169)

0:10:59 (21) 0:27:28 (134) 0:42:40 (160) 0:56:56 (140) 1:13:28 (200)
IT企業 (176) 10:59 (21) 16:29 (413) 15:12 (274) 14:16 (197) 16:32 (466)

JECC チームB
長井 和政 大渡 達也 人見 裕之

197 138
アド_VETERAN

池内 治 森井 貴夫 南木 健秀

スヤマー
深井 守 小柴 悠 小林 祐介

181 27
鰤・小野

鈴木 伸彰 松野 弘喜 橋本 大海

185 291
PCI走リューションズ_RED

小澤 茂之 島袋 良和 横山 慎治

189 552
【ISB】キャプテンオガンガ

松浪 秀紀 齋藤 慶保 小川 雅司
1:13:09

高久 奨乃 小原 健太朗

小林 徹

188 486
走るサバカン営業たち

1:13:09
浅尾 元 岸川 孝明

安田 忠浩

200 332
UALドリームス

1:13:28
塩川 祥史 古谷 司 福本 健太 李 英哲 鈴木 健之

野上 祐一郎 田島 淳樹

199 96
チームひがし

1:13:27
横山 幸作 宮澤 智也 田島 敦朗 西 真矢

198 628
スーパーNBE

1:13:25
塚本 和広 宇野 健司 塚本 里美

1:13:25
河村 康雄 相澤 憲幸

森田 智彦

196 82
ヤマネコ23

1:13:23
派谷 翔太 根本 勲 加藤 勇児 平野 健太郎 伊藤 遼

片山 暢 小俣 将吾

195 276
キャプテン煌生!

1:13:18
大塚 尚之 村田 和紀 稲川 智乃 森田 煌生

194 355
Bチーム

1:13:17
宮下 秀太 梅谷 笙太 呉 世源

1:13:14
大谷 将大 岩崎 秀典

後藤 賢一

192 341
AIT26周年記念チーム

1:13:14
山本 雄太 池田 裕一郎 江藤 史隆 福田 恭子 大熊 克美

荻上 陽祐 山下 博稔

191 102
Kankocyo-Live-Office

1:13:11
山﨑 雄太 伊藤 佳正 奥山 日出男 吉田 瑞穂

190 518
Team　Vitals　1

1:13:11
村岸 康次 飯田 拓磨 冨田 倫康

193 466

角田 奈津季 神田 英昭 関 恭裕

相坂 麻衣 宮林 健斗

187 632
ASYスピリット

1:13:08
熊谷 成隆 三谷 聡 田島 由紀 矢部 智

186 353
駅すぱあと with Y

1:13:08
伊藤 孝幸 吉尾 俊 藤枝 拓弥

1:13:06
古田 亮 幸保 賢一

廣渡 嘉秀

184 340
はじめての駅伝

1:13:05
豊田 晃司郎 近藤 翼 西村 剛 永沼 茂樹 酒井 修

加藤 慶一 中村 悟

183 69
AGS第7.8.9.10事業部B

1:13:05
大上 翔 八木 亨 岩楯 慎吾 廣渡 紀恵

182 633
熱血のストームランナー

1:13:01
関野 浩平 碓井 将平 柳澤 宏之

1:12:59
佐野 雄一 藤井 ケン

西川 仁

180 519
コムシスネット１

1:12:54
助川 肇 榊原 久仁子 小川 佳紀 杉田 博紀 内田 聡太

小山内 志江 高田 敦夫

179 673
メルコム陸連B

1:12:54
立林 亜貴 砂岡 歩季 本土 雄大 荒井 栄治

178 406
MIRAIT PROTEIN’S(バナナ

1:12:49
坪井 直樹 矢島 敦 望月 裕矢

1:12:48
隅田 康介 松本 光

176 526
Amazon Team C

1:12:48
鈴木 謙吾 七條 泰志 札場 寛之 松岡 千都子 宇都宮 清

177 248
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:10:42 (14) 0:27:32 (141) 0:45:11 (267) 0:59:23 (219) 1:13:29 (201)
IT企業 (177) 10:42 (14) 16:50 (448) 17:39 (482) 14:12 (185) 14:06 (242)

0:16:39 (491) 0:30:09 (301) 0:45:57 (303) 1:00:29 (257) 1:13:32 (202)
IT企業 (178) 16:39 (491) 13:30 (118) 15:48 (340) 14:32 (226) 13:03 (120)

0:11:53 (57) 0:25:37 (66) 0:41:48 (123) 0:57:09 (151) 1:13:32 (203)
IT企業 (179) 11:53 (57) 13:44 (138) 16:11 (383) 15:21 (303) 16:23 (449)

0:12:35 (108) 0:30:18 (316) 0:44:50 (253) 0:59:50 (235) 1:13:34 (204)
IT企業 (180) 12:35 (108) 17:43 (509) 14:32 (202) 15:00 (269) 13:44 (190)

0:14:45 (347) 0:30:27 (326) 0:44:39 (240) 0:58:37 (194) 1:13:36 (205)
IT企業 (181) 14:45 (347) 15:42 (333) 14:12 (179) 13:58 (163) 14:59 (323)

0:16:54 (509) 0:33:24 (481) 0:45:41 (293) 1:00:22 (255) 1:13:37 (206)
IT企業 (182) 16:54 (509) 16:30 (415) 12:17 (29) 14:41 (237) 13:15 (135)

0:14:59 (370) 0:30:08 (300) 0:44:03 (218) 0:58:44 (200) 1:13:37 (207)
IT企業 (183) 14:59 (370) 15:09 (267) 13:55 (144) 14:41 (237) 14:53 (313)

0:16:12 (464) 0:30:41 (344) 0:45:53 (300) 1:00:46 (273) 1:13:41 (208)
IT企業 (184) 16:12 (464) 14:29 (203) 15:12 (274) 14:53 (255) 12:55 (109)

0:14:50 (356) 0:29:17 (261) 0:45:04 (263) 1:00:58 (280) 1:13:41 (209)
IT企業 (185) 14:50 (356) 14:27 (199) 15:47 (339) 15:54 (355) 12:43 (93)

0:14:28 (312) 0:28:26 (200) 0:45:03 (261) 0:59:56 (241) 1:13:42 (210)
IT企業 (186) 14:28 (312) 13:58 (159) 16:37 (419) 14:53 (255) 13:46 (196)

0:12:18 (80) 0:27:56 (161) 0:42:36 (156) 0:57:02 (146) 1:13:42 (211)
IT企業 (187) 12:18 (80) 15:38 (319) 14:40 (222) 14:26 (210) 16:40 (477)

0:18:25 (571) 0:33:26 (487) 0:48:14 (402) 1:01:59 (317) 1:13:43 (212)
IT企業 (188) 18:25 (571) 15:01 (255) 14:48 (238) 13:45 (135) 11:44 (21)

0:20:30 (598) 0:33:21 (478) 0:47:07 (359) 0:59:48 (232) 1:13:44 (213)
IT企業 (189) 20:30 (598) 12:51 (70) 13:46 (126) 12:41 (44) 13:56 (216)

0:15:13 (391) 0:30:04 (294) 0:42:05 (134) 0:57:49 (166) 1:13:46 (214)
IT企業 (190) 15:13 (391) 14:51 (237) 12:01 (21) 15:44 (337) 15:57 (420)

0:12:17 (78) 0:25:53 (72) 0:39:06 (56) 0:51:16 (38) 1:13:46 (215)
IT企業 (191) 12:17 (78) 13:36 (133) 13:13 (77) 12:10 (26) 22:30 (595)

0:13:30 (201) 0:27:53 (159) 0:42:27 (151) 0:55:46 (113) 1:13:46 (216)
一般 (15) 13:30 (201) 14:23 (195) 14:34 (206) 13:19 (92) 18:00 (525)

0:16:17 (471) 0:30:17 (313) 0:43:12 (177) 0:56:02 (118) 1:13:46 (216)
IT企業 (192) 16:17 (471) 14:00 (164) 12:55 (56) 12:50 (54) 17:44 (519)

0:13:06 (161) 0:28:38 (213) 0:43:25 (179) 0:56:30 (132) 1:13:52 (218)
IT企業 (193) 13:06 (161) 15:32 (307) 14:47 (237) 13:05 (75) 17:22 (508)

0:13:01 (150) 0:28:55 (234) 0:44:50 (252) 0:59:54 (240) 1:13:54 (219)
IT企業 (194) 13:01 (150) 15:54 (355) 15:55 (363) 15:04 (278) 14:00 (225)

0:14:30 (315) 0:30:45 (348) 0:45:23 (280) 0:59:07 (215) 1:13:54 (220)
IT企業 (195) 14:30 (315) 16:15 (390) 14:38 (214) 13:44 (130) 14:47 (308)

0:11:01 (23) 0:26:39 (103) 0:42:22 (147) 0:56:06 (119) 1:13:56 (221)
IT企業 (196) 11:01 (23) 15:38 (319) 15:43 (333) 13:44 (130) 17:50 (522)

0:11:49 (54) 0:27:54 (160) 0:40:47 (92) 0:54:39 (88) 1:14:04 (222)
一般 (16) 11:49 (54) 16:05 (375) 12:53 (54) 13:52 (148) 19:25 (565)

0:14:37 (336) 0:30:16 (311) 0:45:22 (278) 1:00:40 (266) 1:14:05 (223)
IT企業 (197) 14:37 (336) 15:39 (321) 15:06 (264) 15:18 (295) 13:25 (147)

0:12:14 (75) 0:27:56 (164) 0:43:45 (201) 0:59:31 (227) 1:14:06 (224)
IT企業 (198) 12:14 (75) 15:42 (333) 15:49 (344) 15:46 (341) 14:35 (292)

0:13:42 (225) 0:28:14 (184) 0:43:31 (187) 1:00:37 (263) 1:14:12 (225)
IT企業 (199) 13:42 (225) 14:32 (208) 15:17 (284) 17:06 (464) 13:35 (172)

216 57

黒川 真 馬渕 未央

もろダンディーズ
岡村 宗一郎 宮崎 弘次 林 和史

213 745

武部 有人

手塚 健太 石嶋 宏之 黒木 健志

220 228
TEAM酒屋

1:13:54

219 445
ミツイワ)並木橋10階チーム

1:13:54
山本 順也

伊藤 尚哉 上原 榛奈 吉城 壮人 西川 宏 川上 徹

今井 良一 堀口 和昭 大谷 晃司 黒崎 幸孝

秋山 隼人 福島 純平 遠藤 龍人

218

201 11
Team SOL

大河内 一磨 中川 正 高木 将也

205 150
チーム大入

東 洋平 後藤 浩文 小出 善一郎
1:13:36

西田 祐太郎 小林 英昭

増田 栄二

204 656
ウチダシステムズ　チームB

1:13:34
篠宮 雅人 坂口 躍

225 674
メルコム陸連C

1:14:12
松尾 誠志 松浦 佑一

林 孝宜 小山 登美江 齋 崇紘 前野 智恵 遠藤 純輝

秋山 和之 金子 穂高

223 471
エスコC

1:14:05
愛澤 勝巳 松浦 高久 大場 直樹 宮崎 健治

224 742
ぐるなびチームE

1:14:06

下平 絢土 バズラチャルヤ スレス カダカ ジバン クマル

高橋 和久 森田 隼人 稲垣 徹

222 61
スポーツの秋

1:14:04
野崎 敬史 江木 達也 市原 祥

221 429
友男・サランヘヨ

1:13:56
横塚 晃明 堀 一彦

庄司 成臣

546
見えないカラスを、見に行こう

1:13:52
烏谷 正彦 新藤 香織 江河 嘉隆

216 324
BELL

1:13:46
佐賀 柾紀 宮澤 竜太

チームRCU
1:13:46

有馬 哲哉 菊川 彩 田辺 優 能登 麗子 宮本 直樹

高城 英介 長尾 繁和

215 686
サクサネットワークス

1:13:46
中原 翼 枝松 直樹 馬場 昌弘 村松 裕樹

214 413
ミライト チームDT

1:13:46
峯岸 悟 長南 翼 朝倉 奨

ぐるなび チームG
1:13:44

伊藤 健人 原田 直道

金子 弘

212 483
tadaima3

1:13:43
千葉 久美子 田口 正一 増井 浩史 関 敏 梅田 敏哉

田崎 正亮 安達 大介

211 135
チームもつやき

1:13:42
能勢 靖宏 佐賀 健太 小別所 琢磨 佐藤 貢

210 247
バグじゃない

1:13:42
上田 智史 赤木 絵美 河上 正昭

1:13:41
鎌田 真吾 熊谷 雄太

奥田 佳祐

208 424
しもたぁーず2017special

1:13:41
橋間 洋平 田中 伸旺 戸口 京介 我妻 勇 手塚 祐幾

岡田 博紀 小堤 亮輔

207 151
チームスリー

1:13:37
宮坂 浩平 三島 勉 伊藤 英雄 伊藤 芽以

206 743
ぐるなびチームB

1:13:37
岡庭 理恵 宮川 舞子 斎藤 泰輔

209 246

市川 志穂 赤澤 正人 野津 雄三

平川 博正 大塚 康成

203 335
A-QUICK7

1:13:32
米田 清人 菅 彰博 中嶋 みなみ 藤本 圭輝

202 491
Innovative

1:13:32
米倉 聖二 石川 智絵 高橋 悠

1:13:29
中台 竜太 山岸 純也
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:14:24 (304) 0:28:20 (192) 0:46:09 (319) 0:59:52 (236) 1:14:12 (226)
IT企業 (200) 14:24 (304) 13:56 (155) 17:49 (489) 13:43 (128) 14:20 (265)

0:14:38 (337) 0:30:25 (324) 0:43:26 (181) 0:59:53 (238) 1:14:13 (227)
IT企業 (201) 14:38 (337) 15:47 (341) 13:01 (61) 16:27 (407) 14:20 (265)

0:13:49 (234) 0:28:26 (199) 0:43:00 (172) 0:57:45 (163) 1:14:14 (228)
IT企業 (202) 13:49 (234) 14:37 (216) 14:34 (206) 14:45 (241) 16:29 (461)

0:15:55 (445) 0:30:15 (309) 0:44:37 (237) 1:00:46 (272) 1:14:14 (229)
IT企業 (203) 15:55 (445) 14:20 (193) 14:22 (192) 16:09 (379) 13:28 (156)

0:13:16 (179) 0:25:22 (56) 0:40:37 (87) 0:54:03 (75) 1:14:14 (230)
IT企業 (204) 13:16 (179) 12:06 (34) 15:15 (283) 13:26 (100) 20:11 (579)

0:15:51 (439) 0:30:37 (340) 0:45:35 (289) 1:01:39 (300) 1:14:17 (231)
IT企業 (205) 15:51 (439) 14:46 (231) 14:58 (252) 16:04 (371) 12:38 (81)

0:11:07 (27) 0:27:36 (146) 0:41:23 (105) 0:55:24 (100) 1:14:22 (232)
IT企業 (206) 11:07 (27) 16:29 (413) 13:47 (130) 14:01 (168) 18:58 (556)

0:15:42 (427) 0:29:12 (253) 0:44:02 (216) 0:57:54 (168) 1:14:22 (233)
IT企業 (207) 15:42 (427) 13:30 (118) 14:50 (240) 13:52 (148) 16:28 (459)

0:15:46 (431) 0:29:06 (245) 0:43:09 (176) 0:56:21 (129) 1:14:23 (234)
IT企業 (208) 15:46 (431) 13:20 (104) 14:03 (161) 13:12 (80) 18:02 (526)

0:13:39 (219) 0:28:46 (226) 0:44:57 (257) 1:00:39 (265) 1:14:25 (235)
IT企業 (209) 13:39 (219) 15:07 (264) 16:11 (383) 15:42 (333) 13:46 (196)

0:16:49 (504) 0:31:12 (375) 0:45:06 (264) 0:58:57 (209) 1:14:27 (236)
IT企業 (210) 16:49 (504) 14:23 (195) 13:54 (142) 13:51 (146) 15:30 (382)

0:18:08 (566) 0:32:20 (434) 0:48:33 (423) 1:02:27 (339) 1:14:28 (237)
一般 (17) 18:08 (566) 14:12 (178) 16:13 (387) 13:54 (157) 12:01 (35)

0:14:33 (326) 0:30:06 (295) 0:45:19 (272) 0:59:34 (229) 1:14:29 (238)
IT企業 (211) 14:33 (326) 15:33 (310) 15:13 (277) 14:15 (193) 14:55 (317)

0:16:09 (461) 0:32:23 (436) 0:48:28 (415) 1:00:27 (256) 1:14:34 (239)
IT企業 (212) 16:09 (461) 16:14 (386) 16:05 (376) 11:59 (22) 14:07 (245)

0:14:29 (314) 0:29:11 (252) 0:42:37 (157) 1:00:30 (260) 1:14:35 (240)
IT企業 (213) 14:29 (314) 14:42 (219) 13:26 (93) 17:53 (498) 14:05 (239)

0:15:07 (383) 0:27:07 (119) 0:45:49 (299) 1:00:10 (250) 1:14:36 (241)
IT企業 (214) 15:07 (383) 12:00 (29) 18:42 (530) 14:21 (205) 14:26 (276)

0:14:10 (272) 0:28:35 (211) 0:42:40 (161) 0:58:00 (172) 1:14:38 (242)
IT企業 (215) 14:10 (272) 14:25 (198) 14:05 (168) 15:20 (300) 16:38 (472)

0:12:17 (79) 0:28:10 (181) 0:42:35 (155) 0:59:03 (212) 1:14:38 (243)
IT企業 (216) 12:17 (79) 15:53 (351) 14:25 (194) 16:28 (410) 15:35 (389)

0:13:07 (165) 0:28:03 (172) 0:46:14 (325) 1:00:30 (260) 1:14:38 (244)
IT企業 (217) 13:07 (165) 14:56 (245) 18:11 (512) 14:16 (197) 14:08 (246)

0:13:49 (233) 0:28:25 (197) 0:45:36 (290) 0:58:37 (195) 1:14:40 (245)
IT企業 (218) 13:49 (233) 14:36 (214) 17:11 (458) 13:01 (68) 16:03 (428)

0:14:15 (288) 0:30:15 (308) 0:46:47 (343) 1:00:53 (278) 1:14:40 (246)
IT企業 (219) 14:15 (288) 16:00 (365) 16:32 (415) 14:06 (175) 13:47 (201)

0:14:10 (273) 0:29:43 (278) 0:46:43 (338) 1:02:26 (336) 1:14:41 (247)
IT企業 (220) 14:10 (273) 15:33 (310) 17:00 (448) 15:43 (336) 12:15 (59)

0:14:04 (261) 0:29:05 (244) 0:43:06 (175) 0:59:49 (234) 1:14:42 (248)
一般 (18) 14:04 (261) 15:01 (255) 14:01 (153) 16:43 (430) 14:53 (313)

0:10:00 (5) 0:25:33 (63) 0:42:20 (145) 0:58:01 (173) 1:14:44 (249)
IT企業 (221) 10:00 (5) 15:33 (310) 16:47 (433) 15:41 (331) 16:43 (479)

0:14:59 (369) 0:28:53 (232) 0:44:36 (235) 0:58:46 (203) 1:14:44 (250)
IT企業 (222) 14:59 (369) 13:54 (154) 15:43 (333) 14:10 (183) 15:58 (421)

242 685
株式会社ラネクシー

1:14:38
山口 伸彦

248 456
チームDL

1:14:42

牛島 直紀 請園 薫

水野 伸二 尾崎 好文 松岡 勝成

244 605
チームTrue Data

1:14:38

243 496
三橋 秀太

古泉 彰 宮本 隆 徳田 明子 杉山 洋 中村 一生

Marketo 1
1:14:38

福澤 淳基 秋元 大毅 小梁川 裕也 小池 渚

226 401
ミライト ICT営業部

1:14:12
木田 謙一

232 474
FUZZ

1:14:22

熊坂 豊 江村 義次

236 330
UAL KUNIGIWA1

1:14:27

235 106
梅津 義昭

矢嶋 克彦 高橋 洋平 津田 安則 碓井  健司 向坂  紀文

オレンジアーチチームB
1:14:25

志田 稔 伊澤 知治 清水 康智 鈴木 悌之

小林 大介 松本 悠生 吉田 健人

228 349
GroupA

1:14:14

227 419
笹本 正盛

久保 健一 水川 慶久 山本 尚幸 Surebdra Sharma 鈴木 政光

ミライト TKファミリー
1:14:13

境原 良 佐藤 航 細野 一樹 田島 瑞生

相馬 充人 植松 健

249 126
松ちゃんず&ミサキフィールズ

1:14:44
紺野 俊介 松崎 博史

仁木 輝一 今井 幹雄 知念 強 石川 秋子 中澤 絵理子

崎本 高広 國京 和智

247 473
ちゃらリーマン

1:14:41
市村 雄 砂田 暁 西本 百恵 中野 洋輔

250 437
GMOクラウド

1:14:44
大島 健太郎

大角 晋也 小畑 亮二 曽根 昴一郎

246 47
SVF Cloud

1:14:40
高橋 孝輔 水沢 奈々子 田中 匡俊

245 428
ニーハオ塚谷

1:14:40
相田 笙 伊藤 亜梨沙

川原 英明

能勢 和英 吉田 寛之

241 316
トレンドマイクロ チーム1

1:14:36
松永 健 花田 真人

船越 万史 久保 雅之 竹村 博徳 黒岩 千恵 松永 朋克

林 幸佑 高瀬 翔

239 528
Amazon Team D

1:14:34
羽田 友和 丹羽 いづみ 森 達也 鈴木 圭介

240 601
「船越万史」で検索すると...

1:14:35

古川 伸一 川端 禎之

李 惠君 長田 倫明 大久保 智

中澤 晴子 家寿田 恵美 吉田 良二

238 484
JECC野球部

1:14:29
西 良騎 中村 誓吾 源河 拓也

237 202
ワタミメンバーズアライアンス
① 1:14:28

亀本 伸彦 星 仁

横田 裕介

貞包 総一郎 宇田川 桂

233 490
Respect

1:14:22
佐藤 強 石田 治彦

藤平 一成 相良 雄介 古川 晃 安藤 優 島村 欣晃

池田 和弘 橘 譲

231 312
テノンAチーム

1:14:17
軽部 茉知子 花田 萌 長谷川 幸佑 大竹 俊輔

234 416
ミライト 江東ファイブスター

1:14:23
石黒 健太

吉良 誠 石井  貴之 小泉

230 258
TEAM ガイヤ&タッチー

1:14:14
尾田 源市 原田 直弘 似田貝 矢

229 460
FOCUS SYSTEMS チームC

1:14:14
前田 浩一 土手  隆博

米光 勇気

馬場 光浩 安田 葵 松井 泰良 柿崎 修平
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:16:05 (456) 0:32:40 (449) 0:44:41 (243) 1:02:54 (354) 1:14:44 (251)
IT企業 (223) 16:05 (456) 16:35 (425) 12:01 (21) 18:13 (514) 11:50 (25)

0:16:44 (498) 0:32:47 (454) 0:47:29 (373) 1:01:21 (291) 1:14:47 (252)
IT企業 (224) 16:44 (498) 16:03 (369) 14:42 (228) 13:52 (148) 13:26 (148)

0:12:30 (99) 0:28:14 (183) 0:44:02 (215) 0:59:48 (231) 1:14:54 (253)
IT企業 (225) 12:30 (99) 15:44 (336) 15:48 (340) 15:46 (341) 15:06 (333)

0:15:01 (372) 0:33:25 (485) 0:48:28 (414) 1:01:21 (290) 1:15:07 (254)
IT企業 (226) 15:01 (372) 18:24 (540) 15:03 (259) 12:53 (61) 13:46 (196)

0:15:28 (412) 0:31:17 (379) 0:46:13 (324) 1:01:26 (292) 1:15:12 (255)
IT企業 (227) 15:28 (412) 15:49 (343) 14:56 (248) 15:13 (285) 13:46 (196)

0:16:33 (487) 0:28:52 (231) 0:46:12 (322) 1:00:02 (243) 1:15:16 (256)
IT企業 (228) 16:33 (487) 12:19 (42) 17:20 (466) 13:50 (143) 15:14 (350)

0:14:47 (351) 0:31:05 (368) 0:43:48 (208) 1:00:50 (274) 1:15:17 (257)
IT企業 (229) 14:47 (351) 16:18 (395) 12:43 (45) 17:02 (459) 14:27 (278)

0:13:56 (249) 0:30:40 (343) 0:46:11 (320) 1:02:11 (327) 1:15:21 (258)
IT企業 (230) 13:56 (249) 16:44 (440) 15:31 (307) 16:00 (364) 13:10 (129)

0:13:32 (207) 0:28:25 (198) 0:42:09 (138) 0:59:59 (242) 1:15:25 (259)
IT企業 (231) 13:32 (207) 14:53 (241) 13:44 (124) 17:50 (496) 15:26 (378)

0:16:18 (473) 0:31:22 (381) 0:46:28 (329) 1:01:41 (301) 1:15:26 (260)
IT企業 (232) 16:18 (473) 15:04 (261) 15:06 (264) 15:13 (285) 13:45 (192)

0:12:26 (94) 0:30:15 (310) 0:48:10 (401) 1:01:42 (302) 1:15:28 (261)
IT企業 (233) 12:26 (94) 17:49 (514) 17:55 (496) 13:32 (114) 13:46 (196)

0:15:51 (438) 0:29:50 (283) 0:45:45 (295) 1:01:51 (310) 1:15:28 (262)
一般 (19) 15:51 (438) 13:59 (162) 15:55 (363) 16:06 (376) 13:37 (173)

0:15:50 (437) 0:32:42 (451) 0:46:48 (344) 1:01:48 (307) 1:15:29 (263)
IT企業 (234) 15:50 (437) 16:52 (453) 14:06 (169) 15:00 (269) 13:41 (183)

0:16:03 (455) 0:31:56 (416) 0:45:58 (305) 1:00:13 (251) 1:15:30 (264)
IT企業 (235) 16:03 (455) 15:53 (351) 14:02 (158) 14:15 (193) 15:17 (355)

0:13:41 (223) 0:30:32 (330) 0:48:43 (431) 1:02:35 (344) 1:15:30 (265)
IT企業 (236) 13:41 (223) 16:51 (450) 18:11 (512) 13:52 (148) 12:55 (109)

0:13:35 (212) 0:27:46 (155) 0:44:34 (233) 1:01:47 (304) 1:15:30 (266)
IT企業 (237) 13:35 (212) 14:11 (177) 16:48 (434) 17:13 (469) 13:43 (187)

0:13:06 (159) 0:26:37 (102) 0:47:35 (378) 1:00:56 (279) 1:15:31 (267)
IT企業 (238) 13:06 (159) 13:31 (121) 20:58 (588) 13:21 (96) 14:35 (292)

0:13:35 (210) 0:28:19 (188) 0:41:50 (125) 0:58:06 (174) 1:15:34 (268)
一般 (20) 13:35 (210) 14:44 (227) 13:31 (99) 16:16 (392) 17:28 (511)

0:16:35 (488) 0:30:48 (351) 0:47:28 (372) 1:01:30 (294) 1:15:35 (269)
一般 (21) 16:35 (488) 14:13 (179) 16:40 (422) 14:02 (171) 14:05 (239)

0:17:10 (521) 0:34:01 (509) 0:47:32 (376) 1:02:51 (352) 1:15:38 (270)
IT企業 (239) 17:10 (521) 16:51 (450) 13:31 (99) 15:19 (297) 12:47 (98)

0:14:37 (333) 0:33:08 (470) 0:50:55 (507) 1:04:00 (386) 1:15:41 (271)
IT企業 (240) 14:37 (333) 18:31 (547) 17:47 (487) 13:05 (75) 11:41 (17)

0:11:15 (34) 0:30:10 (303) 0:43:34 (190) 1:03:12 (362) 1:15:43 (272)
IT企業 (241) 11:15 (34) 18:55 (559) 13:24 (91) 19:38 (560) 12:31 (75)

0:15:05 (382) 0:32:01 (418) 0:47:54 (391) 1:03:49 (382) 1:15:44 (273)
IT企業 (242) 15:05 (382) 16:56 (460) 15:53 (357) 15:55 (358) 11:55 (29)

0:17:14 (525) 0:33:21 (477) 0:47:59 (395) 1:02:29 (340) 1:15:47 (274)
IT企業 (243) 17:14 (525) 16:07 (378) 14:38 (214) 14:30 (217) 13:18 (138)

0:16:07 (459) 0:31:36 (396) 0:46:03 (311) 1:00:32 (262) 1:15:48 (275)
IT企業 (244) 16:07 (459) 15:29 (301) 14:27 (196) 14:29 (216) 15:16 (353)

274 688
みなみwithゆかいな仲間

1:15:47
伊東 慎太郎

275 733
伊藤 凜太朗

FessチームB
1:15:48

北岡 遼 高橋 陽介 高橋 一哲 祐川 透

258 549
コムシスネット3

1:15:21
酒井 唯登

264 73
Team Public

1:15:30

吉年 祥子 茂木 康弘

268 64
AGS第2事業部

1:15:34

267 80
久保 理

伊藤 弘史 秋月 貴尋 堀川 秀行 加藤 皓章 髙木 康行

民明書房
1:15:31

辺見 幸一 河野 功 武田 理子 草間 雄大

岩本 美絵 小山 英之 永渕 和夫

260 10
BRMC-1

1:15:26

259 267
草野 裕也

青木 倫宏 青木 漣 西田 圭吾 羽深 浩正 大橋 剛

アンナスキスキー
1:15:25

鳥海 資生 大井 彰子 小西 徹 栗林 理奈

252 13
ＦＴＥＣ-２

1:14:47

251 127
押 正和

篠山 定忠 篠山 拓実 杉山 昭 白倉 秀史 左近 大介

I'm ASHOD
1:14:44

石倉  正 トロシアン アショッド 坂本 龍一 平岡 里枝子

小林 淳 飯島 みき

273 690
DSBN5

1:15:44
馬場 和幸 井上 等

工藤 大輝 山崎 展佳 橋本 奈津美 田坂 徹悟 永田 秀樹

原 英嵩 田辺 貴之

271 100
浜松町 Runボルギーニ

1:15:41
桑山 昌幸 栗林  正 日比野  薫 渡辺  広

272 493
LANCS

1:15:43

宮成 秀治 土田 悠太

中村 あや キース 牧江 中村 尚

井口 知宙 関根 惣 吉田 圭吾

270 643
株式会社イズム Aチーム

1:15:38
加藤 雅史 吉田 未歩 福元 貴之

269 65
AGS第3事業部

1:15:35
南山 勇人 平川 紀章

有住  泰信

飛岡 知明 藤井 貴浩

265 651
微女と珍獣 走ろう会

1:15:30
渡橋 直樹 岡崎 勝

本田 裕紀 小倉 洋輔 坂本 一央 武本 俊明 水野 隼輔

芳賀 諒太 田中 彰一

263 142
Infoteria チームB

1:15:29
薬師 美帆 齋藤 ひとみ 折戸 太一 高澤 邦彦

266 278
Thick tree

1:15:30
溝口 建

保坂 玲実 石崎 友之 石月 祐歩

262 55
シロタ100%

1:15:28
城田 満弘 角尾 泰輔 石井 緑

261 494
HOPS

1:15:28
名和 宏晃 鈴木 聡介

岸本 秀和

宇留島 康喜 天間 智一

257 317
トレンドマイクロ:チームかずま
さ 1:15:17

田中 啓介 辻 賢

五東 大輔 松浦 寿敏 金子 洋平 西郡 香寿美 是恒 大輔

エインビンダー アレックス 池澤 あつし

255 51
ウイングアーク野球部

1:15:12
徳山 修士 鯨岡 功一郎 地主 鉄平 中村 伸也

256 501
チーム五東

1:15:16

永澤 修 栁瀬 英明

佐山 享史 佐藤 和昌 中村 俊一

清水 孝衣 高松 栄輔 徐 春朝

254 616
チーム山形

1:15:07
くらや たけゆき 坂口 ゆか 田中 ゆうへい

253 455
UCHIDAアクティブランナーB

1:14:54
石井 一樹 高橋 碧

仲谷 紘明
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:14:08 (270) 0:30:51 (354) 0:45:37 (291) 1:00:43 (270) 1:15:48 (276)
IT企業 (245) 14:08 (270) 16:43 (438) 14:46 (235) 15:06 (280) 15:05 (329)

0:14:55 (361) 0:31:54 (412) 0:46:09 (317) 1:00:30 (259) 1:15:49 (277)
IT企業 (246) 14:55 (361) 16:59 (462) 14:15 (183) 14:21 (205) 15:19 (361)

0:12:52 (136) 0:29:25 (267) 0:45:26 (282) 1:00:39 (264) 1:15:50 (278)
IT企業 (247) 12:52 (136) 16:33 (421) 16:01 (372) 15:13 (285) 15:11 (341)

0:14:06 (264) 0:29:16 (258) 0:45:58 (306) 0:58:44 (201) 1:15:53 (279)
IT企業 (248) 14:06 (264) 15:10 (271) 16:42 (424) 12:46 (49) 17:09 (497)

0:14:25 (305) 0:30:18 (314) 0:47:28 (371) 1:01:45 (303) 1:15:54 (280)
IT企業 (249) 14:25 (305) 15:53 (351) 17:10 (456) 14:17 (201) 14:09 (248)

0:12:01 (65) 0:27:27 (133) 0:42:24 (148) 0:58:34 (192) 1:15:55 (281)
IT企業 (250) 12:01 (65) 15:26 (296) 14:57 (249) 16:10 (382) 17:21 (507)

0:12:49 (130) 0:28:30 (207) 0:44:43 (247) 0:59:31 (228) 1:15:55 (282)
IT企業 (251) 12:49 (130) 15:41 (327) 16:13 (387) 14:48 (246) 16:24 (454)

0:13:48 (232) 0:29:14 (256) 0:45:04 (262) 1:01:54 (312) 1:15:58 (283)
IT企業 (252) 13:48 (232) 15:26 (296) 15:50 (347) 16:50 (441) 14:04 (235)

0:13:17 (181) 0:27:59 (167) 0:46:03 (313) 1:03:03 (358) 1:15:59 (284)
IT企業 (253) 13:17 (181) 14:42 (219) 18:04 (507) 17:00 (455) 12:56 (112)

0:14:47 (352) 0:27:35 (145) 0:41:39 (116) 0:58:40 (197) 1:15:59 (285)
IT企業 (254) 14:47 (352) 12:48 (65) 14:04 (164) 17:01 (457) 17:19 (504)

0:13:04 (155) 0:28:04 (173) 0:44:10 (224) 1:02:22 (332) 1:15:59 (286)
IT企業 (255) 13:04 (155) 15:00 (252) 16:06 (379) 18:12 (512) 13:37 (173)

0:14:33 (325) 0:31:41 (401) 0:46:12 (321) 1:04:12 (396) 1:16:01 (287)
IT企業 (256) 14:33 (325) 17:08 (473) 14:31 (199) 18:00 (506) 11:49 (24)

0:12:38 (114) 0:26:34 (98) 0:45:57 (304) 1:01:50 (308) 1:16:01 (288)
IT企業 (257) 12:38 (114) 13:56 (155) 19:23 (554) 15:53 (352) 14:11 (251)

0:14:54 (357) 0:31:48 (405) 0:45:01 (259) 1:01:31 (295) 1:16:04 (289)
IT企業 (258) 14:54 (357) 16:54 (455) 13:13 (77) 16:30 (414) 14:33 (288)

0:13:52 (241) 0:26:45 (107) 0:41:42 (119) 1:00:06 (245) 1:16:05 (290)
IT企業 (259) 13:52 (241) 12:53 (72) 14:57 (249) 18:24 (527) 15:59 (422)

0:11:33 (43) 0:26:10 (77) 0:43:32 (189) 0:59:48 (233) 1:16:06 (291)
IT企業 (260) 11:33 (43) 14:37 (216) 17:22 (470) 16:16 (392) 16:18 (442)

0:15:02 (375) 0:30:11 (306) 0:43:39 (195) 1:00:10 (249) 1:16:06 (292)
一般 (22) 15:02 (375) 15:09 (267) 13:28 (95) 16:31 (415) 15:56 (418)

0:12:59 (145) 0:29:33 (273) 0:46:03 (312) 1:02:50 (351) 1:16:06 (293)
IT企業 (261) 12:59 (145) 16:34 (423) 16:30 (412) 16:47 (435) 13:16 (136)

0:10:04 (8) 0:29:20 (262) 0:44:04 (219) 1:00:58 (281) 1:16:10 (294)
IT企業 (262) 10:04 (8) 19:16 (567) 14:44 (233) 16:54 (446) 15:12 (344)

0:15:26 (405) 0:32:15 (430) 0:47:34 (377) 1:01:55 (313) 1:16:14 (295)
IT企業 (263) 15:26 (405) 16:49 (447) 15:19 (288) 14:21 (205) 14:19 (262)

0:15:12 (388) 0:32:25 (438) 0:46:56 (350) 1:03:49 (383) 1:16:14 (296)
一般 (23) 15:12 (388) 17:13 (485) 14:31 (199) 16:53 (444) 12:25 (71)

0:12:21 (85) 0:27:31 (140) 0:44:41 (244) 1:01:57 (315) 1:16:16 (297)
一般 (24) 12:21 (85) 15:10 (271) 17:10 (456) 17:16 (474) 14:19 (262)

0:14:31 (318) 0:33:05 (467) 0:49:26 (459) 1:03:42 (380) 1:16:18 (298)
IT企業 (264) 14:31 (318) 18:34 (549) 16:21 (397) 14:16 (197) 12:36 (77)

0:15:21 (401) 0:28:31 (208) 0:43:41 (196) 1:01:20 (288) 1:16:18 (299)
IT企業 (265) 15:21 (401) 13:10 (88) 15:10 (270) 17:39 (491) 14:58 (320)

0:14:01 (254) 0:29:28 (269) 0:48:31 (419) 1:02:15 (329) 1:16:19 (300)
IT企業 (266) 14:01 (254) 15:27 (298) 19:03 (540) 13:44 (130) 14:04 (235)

290 6
佐藤JAPAN

1:16:05
石村 黎

296 724
武藤事務所チーム

1:16:14

秘密 秘密 清宮 良治

300 281
花金神保町

1:16:19

299 211
丸山 義貴

駒井 博行 植栗 彩子 都築 慎治 柴田 久 田中 邦明

チーム コウモンちゃま
1:16:18

吉川 直人 阿部 翔 栗林 政行 向井 一晃

桐野 彩 山田 亜矢 石橋 優輔

292 640
チームP&P

1:16:06

291 407
重川 隆二

藤田 和義 阿部 達徳 崎 哲朗 鷹木 伸也 佐藤 勝巳

ミライト 野球部
1:16:06

澤 知希 佐藤 涼 丸田 善博 永野 靖

280 711
Citrix GDI1

1:15:54

田中 雄太 小尾 雄太

284 89
トコトコ ココト

1:15:59

283 750
細野 洋平

門田 爾 高橋 浩次 林 玲於奈 安見 麻奈 小沼 義典

ぐるなびチームY2
1:15:58

田中 泰博 平松 美香 清水 陽裕 矢崎 茜

三上 健 久良木 麻里 富士越 あゆみ

276 735
FessチームD

1:15:48
加藤 真人 木村 孝文 高添 遼輔 福田 洋平 案野 光弘

斉藤 由貴 上田 奨

297 675
チーム新富2

1:16:16
桐野 博光 山田 大輔

平池 大介 宮本 奈奈 鈴木 善仁 佐藤 会美 新谷 紀之

永瀬 貴祥 渡邉 敏昌

295 250
チームTetsu

1:16:14
長井 宏樹 八木下 亮 烏野 慎介 塩谷 義嗣

298 687
ザ・チャレンジ

1:16:18
北原 和也

塙 暢彦 渡部 洋史 松本 光吉

294 533
Team　Vitals　4

1:16:10
菊川 信人 竹内 七海 山口 恭

293 83
Dell Japan Mgmt team

1:16:06
根本 勲 諸原 裕二

皆見 浩

平山 直矢 長谷川 司

289 492
Smile

1:16:04
加藤 勉 喜多 崇

廣重 桂 山崎 勇輝 加賀美 公一 大貫 弘平 濱川 将史

藤井 陽平 八木 秀文

287 309
シュナイダーエレクトリック
チーム中央 1:16:01

三室 昭佳 水上 直子 白幡 晶彦 木村 宏美

288 405
ミライト マジ卍BFF

1:16:01

佐藤 亜耶 藤沼 克行

梶本 英樹 落合 侑子 西川 宗男

木村 博之 中川 翼 吉田 稚菜

286 712
イトーキグループ　新日本シ
ステック 1:15:59

治田 利男 井野 さやか 大隈 一弘

285 49
年の差19歳。

1:15:59
荏原 光誠 山本 宏樹

三室 大護

村上  卓矢 佐竹 康文

281 746
ぐるなびチームF

1:15:55
細谷 優次 春川 祥子

常吉 太二 星野 美保 石井 聖乃 平井 恵介 山﨑 博昭

藤原 義則 鈴木 宏征

279 691
KTS-C

1:15:53
石原 正樹 奈切 晋治 鶴崎 隆之助 平岡 正史

282 88
田中雄太とゆかいな仲間たち

1:15:55
田中 桂月

久嶋 隆一 永井 雄介 杉本 秀樹

278 624
Team さくら '87sp

1:15:50
浅間 良太 金屋 由紀子 吉山 貴夫

277 270
アイアンマンC

1:15:49
徳瀬 裕之 井田 広樹

重原 和則
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:14:44 (344) 0:29:57 (288) 0:43:46 (204) 1:00:50 (275) 1:16:22 (301)
IT企業 (267) 14:44 (344) 15:13 (276) 13:49 (135) 17:04 (461) 15:32 (386)

0:14:47 (350) 0:30:20 (318) 0:44:01 (214) 1:01:17 (287) 1:16:25 (302)
IT企業 (268) 14:47 (350) 15:33 (310) 13:41 (119) 17:16 (474) 15:08 (336)

0:16:57 (513) 0:32:01 (419) 0:46:09 (318) 1:00:41 (268) 1:16:25 (303)
IT企業 (269) 16:57 (513) 15:04 (261) 14:08 (173) 14:32 (226) 15:44 (402)

0:14:37 (334) 0:28:22 (194) 0:41:14 (103) 0:56:09 (123) 1:16:26 (304)
一般 (25) 14:37 (334) 13:45 (140) 12:52 (53) 14:55 (262) 20:17 (580)

0:15:30 (414) 0:32:38 (447) 0:45:40 (292) 1:02:48 (350) 1:16:31 (305)
一般 (26) 15:30 (414) 17:08 (473) 13:02 (63) 17:08 (466) 13:43 (187)

0:14:22 (300) 0:28:20 (190) 0:46:36 (332) 1:02:10 (326) 1:16:33 (306)
IT企業 (270) 14:22 (300) 13:58 (159) 18:16 (515) 15:34 (322) 14:23 (270)

0:13:47 (230) 0:30:58 (360) 0:45:59 (307) 1:01:17 (286) 1:16:35 (307)
IT企業 (271) 13:47 (230) 17:11 (480) 15:01 (256) 15:18 (295) 15:18 (358)

0:14:56 (365) 0:29:31 (270) 0:44:57 (256) 1:03:08 (360) 1:16:39 (308)
IT企業 (272) 14:56 (365) 14:35 (213) 15:26 (300) 18:11 (509) 13:31 (165)

0:13:50 (236) 0:29:10 (251) 0:44:33 (232) 1:01:12 (285) 1:16:46 (309)
IT企業 (273) 13:50 (236) 15:20 (285) 15:23 (296) 16:39 (424) 15:34 (388)

0:16:44 (499) 0:33:05 (466) 0:48:40 (430) 1:04:03 (390) 1:16:56 (310)
一般 (27) 16:44 (499) 16:21 (399) 15:35 (317) 15:23 (308) 12:53 (103)

0:15:01 (371) 0:30:52 (356) 0:44:45 (249) 1:02:23 (334) 1:16:58 (311)
IT企業 (274) 15:01 (371) 15:51 (346) 13:53 (139) 17:38 (490) 14:35 (292)

0:14:30 (317) 0:30:17 (312) 0:44:20 (229) 1:01:56 (314) 1:17:01 (312)
IT企業 (275) 14:30 (317) 15:47 (341) 14:03 (161) 17:36 (488) 15:05 (329)

0:15:19 (400) 0:30:18 (315) 0:46:48 (345) 1:02:22 (333) 1:17:04 (313)
IT企業 (276) 15:19 (400) 14:59 (249) 16:30 (412) 15:34 (322) 14:42 (301)

0:13:36 (213) 0:30:59 (363) 0:47:27 (370) 1:04:14 (398) 1:17:08 (314)
IT企業 (277) 13:36 (213) 17:23 (493) 16:28 (406) 16:47 (435) 12:54 (105)

0:17:51 (557) 0:32:46 (453) 0:47:03 (356) 1:01:50 (309) 1:17:09 (315)
IT企業 (278) 17:51 (557) 14:55 (244) 14:17 (184) 14:47 (244) 15:19 (361)

0:14:46 (349) 0:31:52 (409) 0:49:25 (457) 1:03:13 (364) 1:17:10 (316)
一般 (28) 14:46 (349) 17:06 (471) 17:33 (477) 13:48 (140) 13:57 (217)

0:17:44 (548) 0:35:42 (567) 0:48:57 (444) 1:03:12 (363) 1:17:11 (317)
一般 (29) 17:44 (548) 17:58 (521) 13:15 (79) 14:15 (193) 13:59 (223)

0:16:17 (470) 0:31:16 (377) 0:52:00 (535) 1:05:31 (444) 1:17:12 (318)
IT企業 (279) 16:17 (470) 14:59 (249) 20:44 (584) 13:31 (111) 11:41 (17)

0:13:20 (188) 0:31:35 (395) 0:49:43 (471) 1:03:02 (357) 1:17:13 (319)
IT企業 (280) 13:20 (188) 18:15 (536) 18:08 (510) 13:19 (92) 14:11 (251)

0:17:03 (518) 0:32:38 (445) 0:46:37 (334) 1:03:39 (376) 1:17:13 (320)
IT企業 (281) 17:03 (518) 15:35 (317) 13:59 (151) 17:02 (459) 13:34 (169)

0:14:12 (278) 0:28:30 (205) 0:48:37 (427) 1:05:09 (424) 1:17:13 (321)
IT企業 (282) 14:12 (278) 14:18 (189) 20:07 (568) 16:32 (419) 12:04 (40)

0:13:52 (240) 0:31:08 (370) 0:44:38 (238) 1:01:34 (298) 1:17:15 (322)
IT企業 (283) 13:52 (240) 17:16 (486) 13:30 (97) 16:56 (449) 15:41 (396)

0:13:41 (223) 0:29:22 (264) 0:45:02 (260) 1:02:01 (318) 1:17:21 (323)
IT企業 (284) 13:41 (223) 15:41 (327) 15:40 (326) 16:59 (454) 15:20 (364)

0:14:06 (262) 0:30:10 (302) 0:46:05 (315) 1:02:01 (318) 1:17:21 (324)
IT企業 (285) 14:06 (262) 16:04 (372) 15:55 (363) 15:56 (359) 15:20 (364)

0:14:27 (308) 0:30:22 (320) 0:49:25 (458) 1:05:16 (431) 1:17:21 (325)
IT企業 (286) 14:27 (308) 15:55 (356) 19:03 (540) 15:51 (350) 12:05 (42)

322 500
チーム辻

1:17:15
辻 直樹

324 431
コミ-丸

1:17:21

323 487
長屋 裕樹

阿武 元 宇和田 南 筧 隆太 小宮 剛 石田 耕一

走るサバカンエンジニアたち
1:17:21

福田 諭 佐藤 祐 蕨野 耕 幕田 亮介

306 534
愉快な伸ちゃんと本八幡ラン
ナーズ 1:16:33

田口 伸一

312 315
トレンドマイクロチーム3

1:17:01

石川 修 藤尾 勝俊

316 60
ウサギとカメ

1:17:10

315 705
林 大輔

田村 雅幸 金村 尚美 溝田 雄介 熊坂 亮 園田 利弥

タクト02
1:17:09

坂下 寿幸 竹 光春 近藤 正成 砂田 誠一郎

平山 武司 竹盛 仁之 石田 正行

308 319
トレンドマイクロ チームエン
ジョイ 1:16:39

307 328
細山 麻美

萩村 剛 水野 恵介 宇都宮 雄三 益田 裕章 福井 順一

UAL野口健治と愉快な仲間た
ちAチーム 1:16:35

増子 あつ子 野口 健治 青砥 麻衣子 布野 詩織

二宮 雅俊 畔上 真由美 国正 聡
325 514

はじまるくんＢ
1:17:21

川島 宏史 大場 克哉

石原 和也 坂倉 幸佑

321 333
PP1

1:17:13
高木 謙 砂明利 寛

山田 朋宏 吉田 拳太 中山 幸聡 成清 裕介 木原 央登

西谷 岳 増田 友徳

319 744
ぐるなびAチーム

1:17:13
成瀬 茂 野山靖代 深作 萌珠 井下田 梓

320 269
1000BASE-FX

1:17:13

森岡 恭兵 黒木 鉄也

村山 克己 上里 美紅 高橋 哲也

齊藤 葵 井上 俊 坂口 光

318 263
小野帝国

1:17:12
平塚 尚輝 神村 広志 小野 早百合

317 663
薬樹ウィルBチーム

1:17:11
鬼沢 知里 大内 武揚

西塚 洋介

大久保 泰伸 奥田 美代子

313 433
UOSロボラボ

1:17:04
小原 健児 福田 ゆみ

秋保 陽介 堀野 武志 久保 誉 前川  洋子 中村 学

奥山 健太 平川 信

311 354
トランザクト チームA

1:16:58
政井 寛 吉田 奈美 三木 好子 日高 裕子

314 485
JRA

1:17:08
佐々木 昌之

渡邊 英邦 贄 槙子 鈴木 洋臣

310 242
ダイセーイズミ物流

1:16:56
渡井 郷史 中山 春樹 金子 良治

309 251
シネックス

1:16:46
山之上 満久 鈴木 幸一

浅見 真一

辻村 尚史 具島 大輔

305 731
チーム　アイテック

1:16:31
澤辺 洋平 松田 将典

白澤 光 千代田 悟志 谷 夏比古 原田 慎二朗 丸山 悠由

鈴木 杏奈 渡邊 友貴

303 327
UAL野口健治と愉快な仲間た
ちBチーム 1:16:25

若狭 健太 小山 翔大 宮崎 純 福井 朗夫

304 63
AGS第1事業部B

1:16:26

伊藤 傑 滝沢 純一

高橋 千香 山浦 菜穂子 土元 克則

井上 和 立本 智也 八木 智徳

302 93
フットサル部チームB

1:16:25
村本 江梨花 熊谷 彩香 田宮 伽那子

301 659
TeamNV基盤２B

1:16:22
寺崎 勝芳 谷 雅行

今井 保
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:13:32 (204) 0:29:33 (272) 0:47:13 (362) 1:02:03 (321) 1:17:23 (326)
IT企業 (287) 13:32 (204) 16:01 (366) 17:40 (483) 14:50 (250) 15:20 (364)

0:14:12 (277) 0:30:07 (299) 0:47:03 (355) 1:01:04 (284) 1:17:27 (327)
IT企業 (288) 14:12 (277) 15:55 (356) 16:56 (441) 14:01 (168) 16:23 (449)

0:13:04 (157) 0:28:49 (229) 0:41:44 (120) 0:58:45 (202) 1:17:27 (328)
一般 (30) 13:04 (157) 15:45 (338) 12:55 (56) 17:01 (457) 18:42 (547)

0:16:17 (472) 0:30:10 (305) 0:42:14 (142) 1:05:07 (423) 1:17:27 (329)
IT企業 (289) 16:17 (472) 13:53 (153) 12:04 (24) 22:53 (600) 12:20 (64)

0:14:03 (259) 0:28:33 (209) 0:44:51 (254) 1:01:20 (289) 1:17:28 (330)
IT企業 (290) 14:03 (259) 14:30 (204) 16:18 (392) 16:29 (412) 16:08 (433)

0:14:13 (284) 0:32:25 (437) 0:48:06 (397) 1:03:28 (371) 1:17:29 (331)
IT企業 (291) 14:13 (284) 18:12 (534) 15:41 (328) 15:22 (305) 14:01 (227)

0:16:42 (495) 0:31:00 (364) 0:44:31 (231) 1:01:31 (296) 1:17:31 (332)
IT企業 (292) 16:42 (495) 14:18 (189) 13:31 (99) 17:00 (455) 16:00 (424)

0:12:30 (101) 0:28:19 (189) 0:44:38 (239) 1:02:38 (347) 1:17:31 (333)
IT企業 (293) 12:30 (101) 15:49 (343) 16:19 (395) 18:00 (506) 14:53 (313)

0:14:37 (335) 0:32:56 (459) 0:47:36 (379) 1:01:48 (306) 1:17:34 (334)
IT企業 (294) 14:37 (335) 18:19 (538) 14:40 (222) 14:12 (185) 15:46 (405)

0:13:54 (245) 0:30:21 (319) 0:46:14 (326) 1:02:04 (323) 1:17:44 (335)
IT企業 (295) 13:54 (245) 16:27 (409) 15:53 (357) 15:50 (348) 15:40 (395)

0:13:25 (191) 0:29:00 (238) 0:43:42 (197) 0:58:47 (204) 1:17:45 (336)
IT企業 (296) 13:25 (191) 15:35 (317) 14:42 (228) 15:05 (279) 18:58 (556)

0:13:37 (214) 0:29:08 (249) 0:45:19 (273) 0:59:52 (237) 1:17:49 (337)
IT企業 (297) 13:37 (214) 15:31 (304) 16:11 (383) 14:33 (228) 17:57 (524)

0:16:58 (516) 0:32:19 (432) 0:47:00 (353) 1:00:29 (258) 1:17:49 (338)
IT企業 (298) 16:58 (516) 15:21 (287) 14:41 (225) 13:29 (107) 17:20 (506)

0:15:10 (385) 0:32:05 (425) 0:47:46 (385) 1:04:32 (408) 1:17:51 (339)
IT企業 (299) 15:10 (385) 16:55 (456) 15:41 (328) 16:46 (433) 13:19 (142)

0:16:40 (492) 0:35:24 (556) 0:52:35 (552) 1:03:49 (384) 1:17:51 (340)
IT企業 (300) 16:40 (492) 18:44 (554) 17:11 (458) 11:14 (5) 14:02 (232)

0:16:44 (497) 0:34:02 (512) 0:49:11 (448) 1:03:41 (378) 1:17:51 (341)
IT企業 (301) 16:44 (497) 17:18 (490) 15:09 (269) 14:30 (217) 14:10 (250)

0:12:22 (88) 0:26:23 (87) 0:47:39 (381) 1:03:08 (359) 1:17:53 (342)
IT企業 (302) 12:22 (88) 14:01 (168) 21:16 (590) 15:29 (312) 14:45 (307)

0:13:00 (148) 0:28:08 (179) 0:42:12 (141) 0:58:17 (178) 1:17:54 (343)
IT企業 (303) 13:00 (148) 15:08 (265) 14:04 (164) 16:05 (373) 19:37 (570)

0:14:55 (360) 0:30:23 (321) 0:45:13 (268) 1:00:52 (277) 1:17:57 (344)
IT企業 (304) 14:55 (360) 15:28 (300) 14:50 (240) 15:39 (328) 17:05 (493)

0:17:35 (543) 0:31:50 (406) 0:51:43 (526) 1:05:17 (433) 1:17:58 (345)
IT企業 (305) 17:35 (543) 14:15 (184) 19:53 (563) 13:34 (117) 12:41 (90)

0:14:28 (311) 0:32:03 (422) 0:48:24 (410) 1:02:25 (335) 1:18:00 (346)
IT企業 (306) 14:28 (311) 17:35 (502) 16:21 (397) 14:01 (168) 15:35 (389)

0:11:15 (32) 0:28:40 (221) 0:44:52 (255) 1:02:37 (345) 1:18:01 (347)
一般 (31) 11:15 (32) 17:25 (496) 16:12 (386) 17:45 (493) 15:24 (375)

0:17:15 (526) 0:34:39 (531) 0:49:42 (470) 1:04:13 (397) 1:18:01 (348)
IT企業 (307) 17:15 (526) 17:24 (495) 15:03 (259) 14:31 (223) 13:48 (205)

0:19:02 (579) 0:36:13 (579) 0:47:24 (366) 1:01:54 (311) 1:18:03 (349)
IT企業 (308) 19:02 (579) 17:11 (480) 11:11 (3) 14:30 (217) 16:09 (435)

0:15:52 (443) 0:30:35 (335) 0:45:08 (266) 1:02:53 (353) 1:18:10 (350)
IT企業 (309) 15:52 (443) 14:43 (224) 14:33 (204) 17:45 (493) 15:17 (355)

338 286
おめでた

1:17:49
野村 亮

344 430
We LOVE ガッキ―

1:17:57

佐藤 良美 大竹 裕貴

348 29
MRT47

1:18:01

347 59
中島 悠司

永島 優香 古賀 兆治 村田 修一 池田 蓮 野澤 辰義

君の名は。
1:18:01

筧 克仁 上袴田 あや 山田 晋 越智 一成

中村 行江 石井 達彦 増田 充弘

340 15
とっとこハメ太郎2

1:17:51

339 634
岡本 信行

山本 恵章 山川 尚茂 白川 泰規 廣瀬 雅和 奥村 慶太

団体マスタ
1:17:51

杉山 浩 坂本 俊也 高橋 祐輝 多田 大希

328 201
ワタミ株式会社

1:17:27

内野 直紀 藤田 裕一

332 296
intra-mart Open&Easy

1:17:31

331 134
新谷 洋平

五木田 祐亮 佐藤 夏海 陶山 郁人 尾崎 克生 福田 高広

MMOAI
1:17:29

丸山 貴志 落合 佳奈子 石川 健二 眞嶋 彩子

鈴木  悠記 長久保 優 馬場  淳

青木 幸子 石倉 浩紀

山岸 健 山口 隆 坂本 俊

350 152
チームガースー

1:18:10
柏木 健太 山田 和希 須賀 良樹

349 531
【ISB】オイ・スター

1:18:03
佐々木 貢三 鈴木 慶樹

植田 千尋 本間 龍

345 205
チーム営業3部

1:17:58
青木 香奈枝 花岡  耀平

鈴村 和也 落合 勇人 新垣 亜也子 山田 航也 新堀 周

住 尚樹 原田 大介

343 741
CCC（カームコンピュータ）

1:17:54
大塚 諒 小林 正典 太田 貴也 太田 博之

346 18
本間の筋肉

1:18:00
奥野 克孝

竹内 駿太 村瀬 竣祐 長岡 暢太

342 16
とっとこ耳太郎

1:17:53
矢ヶ崎 広樹 近藤 裕介 河内 宏紀

341 140
アド_YOUNG

1:17:51
鈴木 昂太郎 大村 高次郎

進藤 也未

川﨑 卓也 小見戸 謙一

337 87
上妻組

1:17:49
岩切 伸彦 松本 侃耶

杉 耕作 篠塚 裕一 趙 堅 パック 高広 金 文虎

田村 佳帆 長谷川 歩

335 322
バリオセキュアチームB

1:17:44
篠原  永年 岩西  晃聖 増原  幸男 早川  智彰

336 145
チーム GRS

1:17:45

阿部 司 田畑 功志

岩永 圭太 濱田 新吾 平田 力也

バラクーダ ビーサン バラクーダ ビーヨン バラクーダ ビーゴ

334 255
東のエデンの園(アダムとイヴ
とEAST1 1:17:34

横田 大和 新谷 綾 齊藤 涼介

333 620
Barracuda B

1:17:31
バラクーダ ビーイチ バラクーダ ビーニ

VOLONTIERI  FEDERICO

松崎 浩介 鈴木 健史

329 253
TeamConverterwithBB

1:17:27
権藤  聡志 鈴木  崇将

星崎 雅量 大森 誠 中平 拓也 小田 創和 吉田 良二

上村 紳一郎 山本 康平

327 76
三代目ゴーゴー ゴマ油風呂
ちゃん 1:17:27

高橋 佳奈子 馬場 志信 岡 敬之 金崎 和城

330 613
チームWinD's

1:17:28
河内 明男

326 38
STS fresh17_B

1:17:23
鹿島 啓介 石垣 翔太 荒川 樹里

沢圦 圭伍
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:14:00 (252) 0:29:59 (290) 0:47:10 (360) 1:03:41 (379) 1:18:11 (351)
IT企業 (310) 14:00 (252) 15:59 (362) 17:11 (458) 16:31 (415) 14:30 (281)

0:13:12 (173) 0:30:28 (327) 0:49:35 (466) 1:06:12 (464) 1:18:13 (352)
IT企業 (311) 13:12 (173) 17:16 (486) 19:07 (545) 16:37 (423) 12:01 (35)

0:14:23 (301) 0:30:36 (336) 0:44:15 (227) 1:01:33 (297) 1:18:13 (353)
IT企業 (312) 14:23 (301) 16:13 (385) 13:39 (116) 17:18 (478) 16:40 (477)

0:17:34 (540) 0:36:03 (574) 0:50:44 (501) 1:07:15 (492) 1:18:14 (354)
IT企業 (313) 17:34 (540) 18:29 (544) 14:41 (225) 16:31 (415) 10:59 (7)

0:12:54 (140) 0:30:02 (292) 0:50:03 (479) 1:04:10 (394) 1:18:16 (355)
IT企業 (314) 12:54 (140) 17:08 (473) 20:01 (565) 14:07 (177) 14:06 (242)

0:11:05 (25) 0:27:43 (154) 0:41:31 (109) 1:02:33 (341) 1:18:16 (356)
IT企業 (315) 11:05 (25) 16:38 (429) 13:48 (134) 21:02 (580) 15:43 (399)

0:14:54 (357) 0:29:07 (247) 0:44:40 (241) 1:03:21 (368) 1:18:19 (357)
IT企業 (316) 14:54 (357) 14:13 (179) 15:33 (315) 18:41 (536) 14:58 (320)

0:13:26 (193) 0:31:11 (373) 0:46:57 (351) 1:02:58 (355) 1:18:20 (358)
IT企業 (317) 13:26 (193) 17:45 (511) 15:46 (338) 16:01 (366) 15:22 (370)

0:17:48 (553) 0:34:46 (538) 0:49:48 (473) 1:04:48 (414) 1:18:26 (359)
IT企業 (318) 17:48 (553) 16:58 (461) 15:02 (257) 15:00 (269) 13:38 (175)

0:14:18 (293) 0:27:38 (147) 0:44:47 (251) 1:00:41 (269) 1:18:27 (360)
IT企業 (319) 14:18 (293) 13:20 (104) 17:09 (455) 15:54 (355) 17:46 (520)

0:16:40 (493) 0:33:50 (505) 0:49:15 (451) 1:02:41 (348) 1:18:30 (361)
一般 (32) 16:40 (493) 17:10 (479) 15:25 (299) 13:26 (100) 15:49 (410)

0:12:59 (146) 0:27:33 (142) 0:48:24 (409) 1:04:51 (417) 1:18:32 (362)
IT企業 (320) 12:59 (146) 14:34 (212) 20:51 (586) 16:27 (407) 13:41 (183)

0:18:04 (561) 0:34:40 (533) 0:50:34 (498) 1:06:26 (474) 1:18:33 (363)
IT企業 (321) 18:04 (561) 16:36 (427) 15:54 (361) 15:52 (351) 12:07 (46)

0:13:19 (186) 0:28:58 (237) 0:48:25 (412) 1:02:15 (328) 1:18:34 (364)
IT企業 (322) 13:19 (186) 15:39 (321) 19:27 (559) 13:50 (143) 16:19 (443)

0:13:10 (170) 0:27:06 (118) 0:44:09 (223) 1:00:18 (252) 1:18:34 (365)
IT企業 (323) 13:10 (170) 13:56 (155) 17:03 (450) 16:09 (379) 18:16 (532)

0:16:33 (486) 0:31:32 (389) 0:44:35 (234) 0:59:12 (217) 1:18:35 (366)
IT企業 (324) 16:33 (486) 14:59 (249) 13:03 (64) 14:37 (231) 19:23 (564)

0:13:01 (152) 0:32:16 (431) 0:48:44 (432) 1:03:22 (370) 1:18:38 (367)
IT企業 (325) 13:01 (152) 19:15 (566) 16:28 (406) 14:38 (232) 15:16 (353)

0:15:27 (407) 0:30:36 (337) 0:48:54 (442) 1:04:51 (416) 1:18:38 (368)
IT企業 (326) 15:27 (407) 15:09 (267) 18:18 (520) 15:57 (361) 13:47 (201)

0:15:03 (378) 0:30:43 (346) 0:45:24 (281) 1:03:37 (374) 1:18:40 (369)
IT企業 (327) 15:03 (378) 15:40 (324) 14:41 (225) 18:13 (514) 15:03 (328)

0:18:48 (576) 0:33:40 (495) 0:50:12 (485) 1:04:15 (399) 1:18:41 (370)
IT企業 (328) 18:48 (576) 14:52 (240) 16:32 (415) 14:03 (173) 14:26 (276)

0:14:35 (331) 0:28:45 (224) 0:46:41 (337) 1:02:34 (343) 1:18:41 (371)
IT企業 (329) 14:35 (331) 14:10 (176) 17:56 (498) 15:53 (352) 16:07 (432)

0:16:31 (482) 0:31:29 (385) 0:46:46 (341) 1:05:00 (420) 1:18:41 (372)
一般 (33) 16:31 (482) 14:58 (247) 15:17 (284) 18:14 (519) 13:41 (183)

0:13:56 (248) 0:31:54 (414) 0:46:33 (331) 1:02:03 (322) 1:18:42 (373)
IT企業 (330) 13:56 (248) 17:58 (521) 14:39 (220) 15:30 (315) 16:39 (475)

0:13:44 (227) 0:29:54 (286) 0:45:45 (296) 1:03:33 (373) 1:18:42 (374)
IT企業 (331) 13:44 (227) 16:10 (379) 15:51 (352) 17:48 (495) 15:09 (338)

0:14:56 (362) 0:33:08 (469) 0:46:30 (330) 1:02:04 (324) 1:18:51 (375)
IT企業 (332) 14:56 (362) 18:12 (534) 13:22 (84) 15:34 (322) 16:47 (483)

370 44
姫と4人の子分達(WA 第2営
業部4G) 1:18:41

堀川 茅夏

372 676
サイバーランド

1:18:41

371 468
塩沢 翔太

鈴木 涼太 鈴木 秀男 中野 陽徳 内村 航 川口 伸也

エフ・エム 野球部選抜
1:18:41

仲尾 雄介 阿部 健太 越石 久雄 榎本 輝明

354 235
ハイパー新卒2017+チーム小
林 1:18:14

金指 美紅

360 7
新井JAPAN

1:18:27

山下 隆史 本田 尚大

364 91
One for All

1:18:34

363 425
別府 雅史

石井 洋征 老沼 正樹 山田 耕大 千島 健太郎 谷澤 浩二

ミライト チームショウボーズ
1:18:33

鎌 光佑 正保 亮祐 大江 健太郎 石部 真生

小野 真郷 上釜 悠矢 小野 剛志

356 748
ぐるなびチームY

1:18:16

355 308
城 剛史

伊東 拓海 宮川 伊織 小山 まりこ 平 凌介 富島 昌典

シュナイダーエレクトリック
チーム阪急 1:18:16

柳原 大輔 櫻井 あづみ 宮坂 美樹 出口 健太郎

矢野 隆一 蔭山 賢一

375 649
下克上　T4C

1:18:51
増田 隼人 勝谷 脩二 近藤 琢郎 村上 瑠菜

草野  千春 中森  翔太 鈴木  健太

374 90
CREO nice middle

1:18:42
三浦 豊 佐々木 武 戸澤 充

373 321
バリオセキュアチームA

1:18:42
藤井  豊 園田  樹志

堀田 興樹

田﨑 早瀬 永澤 拓真

369 71
無線RUN

1:18:40
米谷 将嗣 木村 亮介

中川 学 竹中 久司 山口 由希子 神谷 薫紀 柴垣 剛志

田邊 雄輝 北村 直樹

367 648
AIS team-2nd

1:18:38
林 智也 佐藤 蒼 市村 拓也 深山 幸司

368 249
チームZ

1:18:38

横尾 勇人 野口 高成

田渕 亮平 樫出 悠 松本 裕志

小西 博和 高橋 武宏 臼井 浩太郎

366 231
北村と愉快な仲間達

1:18:35
道正 誠 若菜 陸 村山 大士

365 499
チーム下薗

1:18:34
下薗 高志 榎本 章

松沼 高嶺

東川 桃霞 菊池 裕之

361 463
ランニングスロー

1:18:30
難波 正和 齋藤 孝喜

青木 宏斗 石田 大記 米山 公太郎 高田 博 新井 圭治

進藤 健一 榎本 和夫

359 548
YKO

1:18:26
横山 彰士 山本 みゆき 輿 友浩 小島 昌也

362 639
SOLT Team-A

1:18:32
伊藤 晋太郎

田中 太郎 小原 和子 堀 雅博

358 684
Ｉｎｆｒｕｎ

1:18:20
梶田 純平 宮下 真己 野澤 映見

357 297
intra-mart Accel

1:18:19
長南 学 有泉 美咲

岡 雅久

松浦 佳純 小林 孝司

353 153
チームまちゃ

1:18:13
岩崎 史浩 糸魚川 有紀

岩村 昭英 岡本 英利 田村 ゆうか 萩嵜 誕生 飯塚 奈央

351 517
【ISB】若さで勝負

1:18:11
大塚 卓也 田邉 千沙 永田 麻美 小俣 翔

352 452
オン・アンド・オン

1:18:13

小林 亮治 小林 大喜

佐藤 大介 前田 祐貴 高橋 正明

橘田 幸太郎
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:15:05 (381) 0:30:29 (329) 0:43:52 (209) 0:58:48 (205) 1:18:52 (376)
IT企業 (333) 15:05 (381) 15:24 (294) 13:23 (87) 14:56 (264) 20:04 (577)

0:12:43 (121) 0:30:35 (334) 0:46:06 (316) 1:02:38 (346) 1:18:55 (377)
IT企業 (334) 12:43 (121) 17:52 (516) 15:31 (307) 16:32 (419) 16:17 (440)

0:18:44 (574) 0:34:39 (530) 0:50:10 (483) 1:04:02 (387) 1:18:55 (378)
IT企業 (335) 18:44 (574) 15:55 (356) 15:31 (307) 13:52 (148) 14:53 (313)

0:14:27 (309) 0:31:35 (394) 0:46:55 (349) 1:02:26 (337) 1:18:59 (379)
IT企業 (336) 14:27 (309) 17:08 (473) 15:20 (291) 15:31 (320) 16:33 (468)

0:15:24 (403) 0:33:24 (480) 0:48:35 (425) 1:04:56 (419) 1:19:00 (380)
IT企業 (337) 15:24 (403) 18:00 (527) 15:11 (271) 16:21 (403) 14:04 (235)

0:15:42 (428) 0:31:54 (413) 0:48:38 (428) 1:03:14 (366) 1:19:00 (381)
IT企業 (338) 15:42 (428) 16:12 (384) 16:44 (428) 14:36 (230) 15:46 (405)

0:16:01 (451) 0:34:02 (510) 0:46:45 (340) 1:05:23 (438) 1:19:01 (382)
IT企業 (339) 16:01 (451) 18:01 (528) 12:43 (45) 18:38 (535) 13:38 (175)

0:15:16 (398) 0:31:02 (365) 0:48:39 (429) 1:06:23 (472) 1:19:03 (383)
IT企業 (340) 15:16 (398) 15:46 (340) 17:37 (481) 17:44 (492) 12:40 (86)

0:14:06 (265) 0:32:09 (429) 0:45:46 (298) 1:04:33 (409) 1:19:04 (384)
IT企業 (341) 14:06 (265) 18:03 (531) 13:37 (111) 18:47 (539) 14:31 (284)

0:16:32 (484) 0:32:50 (455) 0:49:33 (464) 1:04:03 (389) 1:19:05 (385)
IT企業 (342) 16:32 (484) 16:18 (395) 16:43 (425) 14:30 (217) 15:02 (327)

0:14:01 (255) 0:26:50 (112) 0:42:38 (159) 0:59:35 (230) 1:19:06 (386)
IT企業 (343) 14:01 (255) 12:49 (67) 15:48 (340) 16:57 (450) 19:31 (568)

0:13:03 (154) 0:29:17 (260) 0:45:07 (265) 1:01:00 (282) 1:19:16 (387)
IT企業 (344) 13:03 (154) 16:14 (386) 15:50 (347) 15:53 (352) 18:16 (532)

0:16:13 (465) 0:36:18 (582) 0:51:53 (530) 1:07:10 (489) 1:19:18 (388)
IT企業 (345) 16:13 (465) 20:05 (576) 15:35 (317) 15:17 (294) 12:08 (48)

0:13:29 (199) 0:30:00 (291) 0:44:01 (213) 0:57:30 (157) 1:19:20 (389)
IT企業 (346) 13:29 (199) 16:31 (418) 14:01 (153) 13:29 (107) 21:50 (593)

0:17:32 (538) 0:32:20 (433) 0:45:14 (269) 1:02:03 (320) 1:19:22 (390)
IT企業 (347) 17:32 (538) 14:48 (234) 12:54 (55) 16:49 (439) 17:19 (504)

0:19:09 (581) 0:31:34 (392) 0:46:37 (335) 1:05:18 (435) 1:19:30 (391)
IT企業 (348) 19:09 (581) 12:25 (49) 15:03 (259) 18:41 (536) 14:12 (254)

0:16:57 (514) 0:33:33 (489) 0:48:53 (438) 1:03:54 (385) 1:19:31 (392)
IT企業 (349) 16:57 (514) 16:36 (427) 15:20 (291) 15:01 (274) 15:37 (392)

0:16:55 (512) 0:33:25 (486) 0:51:14 (516) 1:05:28 (442) 1:19:34 (393)
IT企業 (350) 16:55 (512) 16:30 (415) 17:49 (489) 14:14 (192) 14:06 (242)

0:13:52 (239) 0:30:23 (322) 0:46:20 (327) 1:04:19 (400) 1:19:34 (394)
IT企業 (351) 13:52 (239) 16:31 (418) 15:57 (368) 17:59 (505) 15:15 (352)

0:14:17 (291) 0:31:02 (366) 0:48:08 (399) 1:03:48 (381) 1:19:39 (395)
IT企業 (352) 14:17 (291) 16:45 (443) 17:06 (453) 15:40 (330) 15:51 (414)

0:13:38 (217) 0:31:30 (386) 0:47:07 (358) 1:05:20 (436) 1:19:40 (396)
IT企業 (353) 13:38 (217) 17:52 (516) 15:37 (322) 18:13 (514) 14:20 (265)

0:17:08 (520) 0:35:04 (547) 0:51:41 (524) 1:06:29 (476) 1:19:41 (397)
IT企業 (354) 17:08 (520) 17:56 (519) 16:37 (419) 14:48 (246) 13:12 (130)

0:16:29 (479) 0:28:49 (228) 0:41:38 (115) 1:02:33 (342) 1:19:43 (398)
IT企業 (355) 16:29 (479) 12:20 (43) 12:49 (49) 20:55 (577) 17:10 (498)

0:16:52 (506) 0:28:38 (212) 0:52:47 (554) 1:07:43 (499) 1:19:50 (399)
一般 (34) 16:52 (506) 11:46 (19) 24:09 (602) 14:56 (264) 12:07 (46)

0:12:52 (137) 0:28:06 (176) 0:44:11 (226) 0:59:05 (213) 1:19:58 (400)
一般 (35) 12:52 (137) 15:14 (278) 16:05 (376) 14:54 (260) 20:53 (585)

386 149
ヒューマンセントリックス

1:19:06
帆刈 拓海

392 124
Sprint Best

1:19:31

瀧本 辰也 定松 敬輔

396 26
ブリっこ小野

1:19:40

395 506
柳澤 雅之

久保 智広 岡田 昭彦 加口 蒼空 伊藤 正樹 山本 啓斗

Team PTQLかめさん
1:19:39

清水 夢希 松下 裕紀 山本 若菜 片山 直博

山口 一郎 陳 曲波 柳 きよえ

388 22
わきまるさん。

1:19:18

387 9
細田 直美

東 一貴 安藤 ひかり 森 将治 小口 杏奈 市川 公之

JKCの母
1:19:16

伊藤 要一 石川 彩香 寺越 其格 今西 了一

376 440
テクノブレーン

1:18:52

一条 勝仁 仲村 崚

380 677
11go

1:19:00

379 708
江草 健

河田 弦矢 下川 矩理子 友野 敬大 岡部 達弥 後藤 智顕

EXA チームB
1:18:59

櫻田 耕平 菅野 雅貴 浪岡 司朗 野間 清郎

山崎 亮 小林 哲雄 吉田 篤史

東若 和利 高橋 亜諸 星野 亮 奈良  孝一 宮本 晃

宮崎 彩子 陣内 昇

399 662
薬樹ウィルAチーム

1:19:50
清水 美鈴 野村 大祐 醍醐 詳 加藤 知穂

400 101
コニカミノルタ空間デザイン部

1:19:58

佐藤 有美 渋谷  尚 青木 洋光

398 293
美女と野獣

1:19:43
中川 勝英 杉本 保 渡邉 真司

397 239
DAYS

1:19:41
小林 宏史 宮田 いずみ

池田 真隆

石橋 妙子 岡崎 遼馬

393 614
チームさくらんぼ

1:19:34
西見 泰浩 杉下 紀子

渡部 哲 石幡 隼一 清水 敏史 輕部 佳鶴 上野 俊彦

渡辺 亮 櫻井 隼也

391 148
リクルート☆RUN部

1:19:30
大平 佳奈 江野本 裕二 玉置 響子 阿南 孝宏

394 603
SCSK マジな35％

1:19:34
中村 勝紀

國武 信太郎 小山 幸輝 山田 晋平

390 435
UOSシェア

1:19:22
赤石 充聰 近藤 淳 佐藤 慎之介

389 604
スーパーエボリューションテク
ノロジー・改 1:19:20

中鉢 雅樹 大森 浩太

賈 羽中

佐々木 拓音 野崎 結

385 227
テラスカイ陸上競技部Dチー
ム 1:19:05

白石 聡 上田 裕馬

金丸 健人 島村 亜弓 松井 順史 長谷川 真津里 田中 竜馬

岩島 佳世 櫻田 英高

383 207
Last Resort

1:19:03
宮木 慎吾 勝俣 健一郎 藤川 聖二 竹元 稔

384 347
GroupAvant-HR

1:19:04

広神 諒也 大堀 貴洋

丸井 美香 勝浦 絢美 羽鳥 裕子

宮崎 雅子 竹内 裕治 福永 哲也

382 344
AIS team-30th

1:19:01
赤澤 義仁 関根 智史 関根 大翔

381 439
Citrix GDI 2

1:19:00
高杉 潤 岸本 小糸

堀場 俊宏

上村 文裕 原澤 栄二郎

377 682
さくらＡＴＧ＋Ｍ

1:18:55
鈴木 雅之 池尻 和生

吉野 友啓 一村 浩二 平間 研成 小野 和洋 坂井 倫

378 612
蒼猫にゃんにゃん

1:18:55
本村 祐亮
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:16:30 (480) 0:33:25 (482) 0:47:20 (364) 1:04:06 (392) 1:20:01 (401)
IT企業 (356) 16:30 (480) 16:55 (456) 13:55 (144) 16:46 (433) 15:55 (417)

0:15:28 (410) 0:32:06 (428) 0:50:55 (506) 1:06:40 (480) 1:20:08 (402)
IT企業 (357) 15:28 (410) 16:38 (429) 18:49 (533) 15:45 (339) 13:28 (156)

0:17:48 (552) 0:29:48 (282) 0:48:54 (439) 1:05:11 (426) 1:20:09 (403)
IT企業 (358) 17:48 (552) 12:00 (29) 19:06 (544) 16:17 (395) 14:58 (320)

0:13:51 (238) 0:30:37 (341) 0:45:16 (271) 1:03:37 (375) 1:20:09 (404)
IT企業 (359) 13:51 (238) 16:46 (444) 14:39 (220) 18:21 (524) 16:32 (466)

0:16:58 (515) 0:33:39 (494) 0:46:36 (333) 1:01:58 (316) 1:20:14 (405)
IT企業 (360) 16:58 (515) 16:41 (435) 12:57 (58) 15:22 (305) 18:16 (532)

0:14:07 (267) 0:28:57 (235) 0:47:01 (354) 1:03:01 (356) 1:20:15 (406)
IT企業 (361) 14:07 (267) 14:50 (235) 18:04 (507) 16:00 (364) 17:14 (501)

0:16:32 (485) 0:31:53 (411) 0:47:45 (383) 1:03:30 (372) 1:20:16 (407)
IT企業 (362) 16:32 (485) 15:21 (287) 15:52 (355) 15:45 (339) 16:46 (482)

0:14:19 (295) 0:28:39 (217) 0:44:42 (245) 1:04:28 (404) 1:20:18 (408)
IT企業 (363) 14:19 (295) 14:20 (193) 16:03 (374) 19:46 (564) 15:50 (412)

0:17:47 (551) 0:34:02 (511) 0:51:58 (532) 1:05:07 (422) 1:20:18 (409)
IT企業 (364) 17:47 (551) 16:15 (390) 17:56 (498) 13:09 (78) 15:11 (341)

0:15:51 (441) 0:32:30 (442) 0:48:45 (433) 1:06:18 (466) 1:20:19 (410)
一般 (36) 15:51 (441) 16:39 (432) 16:15 (390) 17:33 (487) 14:01 (227)

0:12:39 (116) 0:28:02 (171) 0:44:59 (258) 1:05:04 (421) 1:20:25 (411)
IT企業 (365) 12:39 (116) 15:23 (291) 16:57 (444) 20:05 (567) 15:21 (368)

0:14:21 (298) 0:26:33 (95) 0:48:36 (426) 1:05:18 (434) 1:20:27 (412)
IT企業 (366) 14:21 (298) 12:12 (40) 22:03 (595) 16:42 (429) 15:09 (338)

0:14:06 (262) 0:29:25 (268) 0:46:58 (352) 1:03:41 (377) 1:20:31 (413)
IT企業 (367) 14:06 (262) 15:19 (284) 17:33 (477) 16:43 (430) 16:50 (485)

0:15:10 (386) 0:35:18 (553) 0:48:47 (434) 1:05:41 (451) 1:20:33 (414)
IT企業 (368) 15:10 (386) 20:08 (578) 13:29 (96) 16:54 (446) 14:52 (312)

0:13:45 (229) 0:29:38 (276) 0:45:21 (275) 1:05:46 (452) 1:20:34 (415)
IT企業 (369) 13:45 (229) 15:53 (351) 15:43 (333) 20:25 (572) 14:48 (309)

0:15:31 (415) 0:31:12 (374) 0:49:47 (472) 1:05:35 (448) 1:20:34 (416)
IT企業 (370) 15:31 (415) 15:41 (327) 18:35 (527) 15:48 (344) 14:59 (323)

0:16:02 (453) 0:31:27 (384) 0:49:29 (461) 1:05:58 (456) 1:20:36 (417)
IT企業 (371) 16:02 (453) 15:25 (295) 18:02 (505) 16:29 (412) 14:38 (298)

0:16:22 (474) 0:34:52 (542) 0:47:53 (390) 1:03:13 (365) 1:20:36 (418)
IT企業 (372) 16:22 (474) 18:30 (546) 13:01 (61) 15:20 (300) 17:23 (509)

0:14:21 (297) 0:30:20 (317) 0:46:13 (323) 1:00:08 (246) 1:20:38 (419)
IT企業 (373) 14:21 (297) 15:59 (362) 15:53 (357) 13:55 (159) 20:30 (581)

0:15:13 (391) 0:31:55 (415) 0:48:33 (424) 1:04:49 (415) 1:20:38 (420)
一般 (37) 15:13 (391) 16:42 (437) 16:38 (421) 16:16 (392) 15:49 (410)

0:17:03 (517) 0:36:22 (585) 0:52:51 (555) 1:08:19 (507) 1:20:38 (421)
IT企業 (374) 17:03 (517) 19:19 (568) 16:29 (410) 15:28 (311) 12:19 (63)

0:16:48 (503) 0:33:21 (476) 0:50:26 (493) 1:05:26 (440) 1:20:39 (422)
IT企業 (375) 16:48 (503) 16:33 (421) 17:05 (452) 15:00 (269) 15:13 (348)

0:13:18 (184) 0:28:20 (191) 0:48:51 (437) 1:05:32 (446) 1:20:45 (423)
IT企業 (376) 13:18 (184) 15:02 (258) 20:31 (580) 16:41 (427) 15:13 (348)

0:15:36 (423) 0:32:06 (427) 0:49:24 (456) 1:04:43 (413) 1:20:45 (424)
IT企業 (377) 15:36 (423) 16:30 (415) 17:18 (463) 15:19 (297) 16:02 (427)

0:13:37 (215) 0:34:28 (521) 0:49:06 (446) 1:04:39 (410) 1:20:45 (425)
IT企業 (378) 13:37 (215) 20:51 (586) 14:38 (214) 15:33 (321) 16:06 (430)

418 420
ミライト プールサイドで捕まえ
て 1:20:36

内田 和人

424 512
【ISB】Fifties

1:20:45

星出 俊雄 矢澤 智也 山市 健太

420 53
コーポレートガバナンス・コー
ドブルー 1:20:38

419 726
上釜 隆志

藤森 宏人 堀内 健太郎 瀬戸 隆浩 横井 利果 渡辺 敬介

SF特別選抜Bチーム
1:20:38

神田 雅行 松島 宰 赤井 真由美 山崎 悟

402 307
シュナイダーエレクトリック
チーム山手 1:20:08

宮口 英治

408 282
SFH

1:20:18

横川 優記 齊藤 陽介

412 525
【ISB】TMRB

1:20:27

411 623
バラクーダ イーゴ

鈴木 正志 南薗 直弥 坂口 貴之 外山 正広 田村 文彦

Barracuda E
1:20:25

バラクーダ イーイチ バラクーダ イーニ バラクーダ イーサン バラクーダ イーヨン

小林 聖弥 新井 翔太 三上 晃弘

404 723
ソルクシーズ２

1:20:09

403 537
山口 大輔

常住 和生 室井 浩二 浅石 謙太 深川 大 和田 則子

【ISB】チームズバット
1:20:09

荒川 恭希 新田 將理 シーラブット カサナポップ 福田 二八

425 240
CAAD12

1:20:45
林田 悟嗣 馬場 真郎

廣瀬 雅也 松坂 武士 杉本 秀浩 永井 圭多 竹田 陽一

吉川 雄司 阪井田 賢

423 36
STS メディック

1:20:45
中森 啓太 小田 一貴 卜部 翔太 菅野 共考

河森 萌 大野 良子 安田 由稀

422 683
TISインテックグループ　デジ
マ分科会 1:20:39

泉 義司 岩渕 勝宏 市川 章夫

421 304
シュナイダーエレクトリック
チーム新人 1:20:38

増田 花 矢﨑 志歩

宮村 寛紀

田中 淳代 大賀 勝利

417 280
MHIK2

1:20:36
堀内 新平 三浦 絢

寸越 健太 升水 有希乃 平野 綾子 原田 俊太郎 余語 知幸

吉田 陵 河野 雄大

415 229
部長チ-ム

1:20:34
洞口 貴司 瀬沼 博之 枝元 秀樹 藤本 正樹

416 208
sungsung

1:20:34

神谷 貴子 近藤 英樹

小関 健太郎 岩島 幸子 小林 直也

大川 裕真 三里 輝 高瀬 輝

414 48
Win-Win選抜(チームNBS)

1:20:33
清水 俊之 小野 智士 鈴木 久夫

413 12
ＷＡＫＡＴＥ

1:20:31
重田 光樹 寺川 航太

市橋 幸男

石黒 南美 守山 大貴

409 602
イケザップ！！

1:20:18
景山 伶 津田 一平

廣瀬 健一 菅原 義智 貝野 哲也 田村 英則 大坪 義昌

西野 幸典 江崎 浩生

407 630
ベストランナーズ

1:20:16
濱本 紀彦 赤堀 正幸 大崎 哲弘 原 信隆

410 464
フォーカスSCI

1:20:19
古屋 佑輔

滝口 実 荻津 亮二 竹山 紗生

406 5
FVL

1:20:15
丹羽 英史 山本 祐介 川地 英之

405 272
アイアンマンD

1:20:14
辻 安寿久 松本 定光

曽根 晋吾

山田 隆太郎 松崎 耕介

401 122
PHNランニングクラブA

1:20:01
野村 明男 中村 芳郎

安西 出 浦川 貴史

槇田 莉乃 露峰 美奈 木越 善明
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:12:54 (141) 0:31:21 (380) 0:46:49 (346) 1:02:27 (338) 1:20:47 (426)
IT企業 (379) 12:54 (141) 18:27 (543) 15:28 (303) 15:38 (327) 18:20 (539)

0:16:37 (490) 0:30:52 (355) 0:46:04 (314) 1:04:28 (405) 1:20:50 (427)
IT企業 (380) 16:37 (490) 14:15 (184) 15:12 (274) 18:24 (527) 16:22 (447)

0:17:35 (542) 0:33:08 (468) 0:51:16 (517) 1:04:29 (406) 1:20:50 (428)
一般 (38) 17:35 (542) 15:33 (310) 18:08 (510) 13:13 (82) 16:21 (444)

0:18:14 (569) 0:33:55 (506) 0:48:54 (440) 1:05:11 (427) 1:20:57 (429)
IT企業 (381) 18:14 (569) 15:41 (327) 14:59 (254) 16:17 (395) 15:46 (405)

0:18:48 (575) 0:33:02 (462) 0:51:08 (514) 1:06:21 (469) 1:21:00 (430)
IT企業 (382) 18:48 (575) 14:14 (181) 18:06 (509) 15:13 (285) 14:39 (299)

0:14:31 (321) 0:30:34 (333) 0:48:51 (436) 1:04:39 (411) 1:21:01 (431)
IT企業 (383) 14:31 (321) 16:03 (369) 18:17 (519) 15:48 (344) 16:22 (447)

0:15:29 (413) 0:31:34 (393) 0:50:49 (503) 1:04:04 (391) 1:21:01 (432)
IT企業 (384) 15:29 (413) 16:05 (375) 19:15 (551) 13:15 (86) 16:57 (489)

0:12:38 (115) 0:25:52 (71) 0:44:46 (250) 1:07:19 (493) 1:21:12 (433)
IT企業 (385) 12:38 (115) 13:14 (94) 18:54 (534) 22:33 (597) 13:53 (214)

0:16:22 (475) 0:32:04 (424) 0:50:29 (495) 1:05:56 (455) 1:21:15 (434)
IT企業 (386) 16:22 (475) 15:42 (333) 18:25 (522) 15:27 (310) 15:19 (361)

0:14:49 (354) 0:31:53 (410) 0:47:43 (382) 1:06:10 (462) 1:21:20 (435)
IT企業 (387) 14:49 (354) 17:04 (467) 15:50 (347) 18:27 (530) 15:10 (340)

0:15:41 (426) 0:30:11 (307) 0:45:53 (301) 0:59:30 (224) 1:21:21 (436)
IT企業 (388) 15:41 (426) 14:30 (204) 15:42 (331) 13:37 (121) 21:51 (594)

0:16:54 (510) 0:34:22 (518) 0:52:06 (540) 1:08:45 (514) 1:21:24 (437)
IT企業 (389) 16:54 (510) 17:28 (497) 17:44 (485) 16:39 (424) 12:39 (84)

0:17:42 (546) 0:34:03 (513) 0:51:01 (510) 1:07:49 (502) 1:21:29 (438)
IT企業 (390) 17:42 (546) 16:21 (399) 16:58 (445) 16:48 (437) 13:40 (179)

0:13:06 (160) 0:32:03 (423) 0:49:11 (449) 1:06:36 (478) 1:21:31 (439)
IT企業 (391) 13:06 (160) 18:57 (560) 17:08 (454) 17:25 (484) 14:55 (317)

0:16:09 (460) 0:33:04 (463) 0:48:23 (408) 1:05:37 (449) 1:21:33 (440)
IT企業 (392) 16:09 (460) 16:55 (456) 15:19 (288) 17:14 (471) 15:56 (418)

0:16:49 (505) 0:34:34 (524) 0:50:24 (490) 1:03:10 (361) 1:21:38 (441)
IT企業 (393) 16:49 (505) 17:45 (511) 15:50 (347) 12:46 (49) 18:28 (543)

0:16:40 (494) 0:33:01 (461) 0:50:53 (504) 1:06:30 (477) 1:21:38 (442)
IT企業 (394) 16:40 (494) 16:21 (399) 17:52 (494) 15:37 (326) 15:08 (336)

0:15:57 (448) 0:28:21 (193) 0:47:50 (387) 1:07:14 (491) 1:21:39 (443)
IT企業 (395) 15:57 (448) 12:24 (47) 19:29 (560) 19:24 (553) 14:25 (274)

0:16:36 (489) 0:33:39 (493) 0:50:41 (500) 1:06:03 (458) 1:21:40 (444)
IT企業 (396) 16:36 (489) 17:03 (465) 17:02 (449) 15:22 (305) 15:37 (392)

0:15:04 (379) 0:31:30 (387) 0:51:29 (520) 1:05:27 (441) 1:21:40 (445)
IT企業 (397) 15:04 (379) 16:26 (406) 19:59 (564) 13:58 (163) 16:13 (437)

0:14:04 (260) 0:32:29 (440) 0:49:12 (450) 1:04:53 (418) 1:21:42 (446)
IT企業 (398) 14:04 (260) 18:25 (541) 16:43 (425) 15:41 (331) 16:49 (484)

0:14:11 (276) 0:30:37 (338) 0:48:25 (411) 1:04:19 (401) 1:21:43 (447)
IT企業 (399) 14:11 (276) 16:26 (406) 17:48 (488) 15:54 (355) 17:24 (510)

0:14:31 (319) 0:31:37 (397) 0:49:53 (475) 1:05:16 (432) 1:21:43 (448)
IT企業 (400) 14:31 (319) 17:06 (471) 18:16 (515) 15:23 (308) 16:27 (456)

0:17:12 (523) 0:33:50 (504) 0:47:56 (393) 1:08:10 (506) 1:21:48 (449)
一般 (39) 17:12 (523) 16:38 (429) 14:06 (169) 20:14 (569) 13:38 (175)

0:14:48 (353) 0:32:46 (452) 0:49:04 (445) 1:05:32 (445) 1:21:55 (450)
IT企業 (401) 14:48 (353) 17:58 (521) 16:18 (392) 16:28 (410) 16:23 (449)

450 136
マイラでGO!

1:21:55
佐々木 新子

434 719
とまらないぞ!! 365

1:21:15
全 星基

440 498
SLC☆J&M☆B

1:21:33

佐藤 誠之 平野 正人

444 672
メルコム陸連A

1:21:40

443 30
大倉 奈保美

大橋 一生 仲條 航 佐藤 義典 井ノ上 麻衣 澁谷 育男

たわたりりよう
1:21:39

石川 優 坂井 孝行 小宮山 翔舞 市川 義史

小濱 充生 大川 慎吾 藤原 直樹

436 78
オールハンズランニングSSK

1:21:21

435 299
小野 祥吾

鈴木 翔平 下山 練 浅見 憲次 石川 励 春山 拓哉

シナプスイノベーションBチー
ム 1:21:20

橋詰 清志郎 山下 晃暢 竹 安康 斎藤 維斗

渡部 連太郎 岩切 博

428 97
おいで統括

1:20:50

427 356
岡部 利夫

櫨元 江里 梅津 るみこ 岡田 実 田中 治郎 小嶋 智巳

◆FBS@RUN
1:20:50

菅沼 和仁 安達 真人 唐 暁寧 田口 かほる

伊藤 博子 吉川 佐和子

449 52
みゆぞん

1:21:48
蔵田 美優 齋藤 篤史

大石 宏之 小菅 公貴 青木 裕佑 松尾 翼 阿比留 拓也

松原 聖 安西 正幸

447 209
Tocaro

1:21:43
清水 敏文 山本 浩央 木村 光次郎 森 一基

448 629
スペシャルNBE

1:21:43

磯貝 味保子 坪倉 薫

緒方 俊介 阿部 祐子 石橋 朋也

及川 智 谷上 実佳 入江 剛司

446 107
オレンジアーチチームC

1:21:42
山浦 博和 内田 翔 矢ヶ部 哲郎

445 657
ウチダシステムズ　チームC

1:21:40
小西 俊夫 垣本 晴香

橋本 明

篠崎 政人 大柿 慎也

441 635
まろ～ん５

1:21:38
藤田 純一 中澤 崚

桑原 雅之 中西 慶彦 窪寺 友美子 井上 一宏 南埜 泰孝

千葉 久美子 高田 聖人

439 25
池脇おじゃる丸

1:21:31
須藤 航介 脇田 憲匡 池田 吉正 小林 千夏

442 411
ミライト 走るソリューション事
業本部 1:21:38

高橋 貫

櫻田 真理子 ボルドバータル サンサル 若尾 拓樹

438 527
Team　Vitals　3

1:21:29
秋山 萌 福田 真尚 知名 歩

437 606
KNOXDATA

1:21:24
山川 哲弘 萩原 陽介

鈴木 俊平

飛田 勇紀 小川 明宏

433 666
株式会社イズム Bチーム

1:21:12
小山 裕太 橋本 一輝

小俣 昴 栗本 雅之 角田 克磨 佐藤 大夢 西田 有輝也

喜多 祐一 木村 拓也

431 314
【トレンドマイクロ】乾杯をもっ
とおいしく 1:21:01

遠矢 龍太 武田 恭子 野村 和美 吉沢 智子

432 39
STS 内定者チーム

1:21:01

長谷川 敬晃 皆本 美輝

加藤 雅史 伊藤 優子 加藤 雅史

藤井 裕己 衛藤 めぐみ 田代 慎吾

430 697
ＫＳＳＯＬ１号

1:21:00
高井 晴由 吉崎 正 樫原 真治

429 709
EXA チームC

1:20:57
金子 侑矢 小松 弘司

藤井 和宏

佐藤 敏希 佐々木 沢
426 245

岩切博es
1:20:47

中居 大昭
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:15:58 (449) 0:35:05 (548) 0:51:05 (512) 1:07:14 (490) 1:21:55 (451)
IT企業 (402) 15:58 (449) 19:07 (565) 16:00 (371) 16:09 (379) 14:41 (300)

0:19:38 (590) 0:38:09 (595) 0:53:45 (569) 1:08:30 (508) 1:21:56 (452)
IT企業 (403) 19:38 (590) 18:31 (547) 15:36 (319) 14:45 (241) 13:26 (148)

0:15:15 (394) 0:29:34 (274) 0:49:42 (469) 1:05:38 (450) 1:22:01 (453)
IT企業 (404) 15:15 (394) 14:19 (192) 20:08 (569) 15:56 (359) 16:23 (449)

0:14:30 (316) 0:29:59 (289) 0:50:08 (482) 1:06:49 (485) 1:22:01 (454)
IT企業 (405) 14:30 (316) 15:29 (301) 20:09 (572) 16:41 (427) 15:12 (344)

0:15:33 (418) 0:30:49 (352) 0:47:12 (361) 1:04:10 (393) 1:22:03 (455)
IT企業 (406) 15:33 (418) 15:16 (279) 16:23 (401) 16:58 (452) 17:53 (523)

0:17:15 (527) 0:32:55 (458) 0:49:26 (460) 1:06:38 (479) 1:22:05 (456)
IT企業 (407) 17:15 (527) 15:40 (324) 16:31 (414) 17:12 (468) 15:27 (380)

0:14:14 (286) 0:35:27 (560) 0:52:26 (550) 1:06:45 (483) 1:22:05 (457)
一般 (40) 14:14 (286) 21:13 (589) 16:59 (447) 14:19 (203) 15:20 (364)

0:11:23 (38) 0:28:39 (215) 0:45:27 (283) 1:04:20 (403) 1:22:06 (458)
IT企業 (408) 11:23 (38) 17:16 (486) 16:48 (434) 18:53 (543) 17:46 (520)

0:15:49 (436) 0:30:57 (359) 0:47:25 (367) 1:02:22 (331) 1:22:06 (459)
IT企業 (409) 15:49 (436) 15:08 (265) 16:28 (406) 14:57 (266) 19:44 (572)

0:15:28 (411) 0:34:03 (514) 0:49:33 (465) 1:08:58 (518) 1:22:07 (460)
IT企業 (410) 15:28 (411) 18:35 (551) 15:30 (306) 19:25 (555) 13:09 (128)

0:14:32 (322) 0:32:39 (448) 0:50:28 (494) 1:08:39 (513) 1:22:07 (461)
一般 (41) 14:32 (322) 18:07 (533) 17:49 (489) 18:11 (509) 13:28 (156)

0:19:48 (591) 0:34:35 (526) 0:52:28 (551) 1:06:27 (475) 1:22:08 (462)
IT企業 (411) 19:48 (591) 14:47 (232) 17:53 (495) 13:59 (166) 15:41 (396)

0:16:45 (500) 0:34:44 (535) 0:51:48 (529) 1:08:09 (504) 1:22:11 (463)
IT企業 (412) 16:45 (500) 17:59 (526) 17:04 (451) 16:21 (403) 14:02 (232)

0:14:46 (348) 0:33:36 (492) 0:49:30 (462) 1:05:12 (428) 1:22:12 (464)
IT企業 (413) 14:46 (348) 18:50 (556) 15:54 (361) 15:42 (333) 17:00 (492)

0:15:03 (377) 0:32:38 (446) 0:48:19 (405) 1:06:51 (486) 1:22:14 (465)
IT企業 (414) 15:03 (377) 17:35 (502) 15:41 (328) 18:32 (532) 15:23 (373)

0:13:38 (216) 0:31:09 (371) 0:50:31 (496) 1:07:46 (500) 1:22:20 (466)
一般 (42) 13:38 (216) 17:31 (500) 19:22 (553) 17:15 (473) 14:34 (290)

0:15:03 (376) 0:33:20 (474) 0:47:31 (375) 1:05:52 (454) 1:22:22 (467)
IT企業 (415) 15:03 (376) 18:17 (537) 14:11 (176) 18:21 (524) 16:30 (463)

0:15:52 (442) 0:32:56 (460) 0:50:16 (486) 1:06:43 (482) 1:22:26 (468)
IT企業 (416) 15:52 (442) 17:04 (467) 17:20 (466) 16:27 (407) 15:43 (399)

0:20:49 (602) 0:33:23 (479) 0:52:46 (553) 1:07:26 (494) 1:22:32 (469)
IT企業 (417) 20:49 (602) 12:34 (56) 19:23 (554) 14:40 (235) 15:06 (333)

0:15:46 (432) 0:33:09 (471) 0:48:49 (435) 1:06:03 (457) 1:22:36 (470)
一般 (43) 15:46 (432) 17:23 (493) 15:40 (326) 17:14 (471) 16:33 (468)

0:14:02 (258) 0:30:46 (349) 0:45:22 (279) 1:01:01 (283) 1:22:36 (471)
IT企業 (418) 14:02 (258) 16:44 (440) 14:36 (211) 15:39 (328) 21:35 (590)

0:15:14 (393) 0:30:55 (358) 0:50:20 (488) 1:09:55 (535) 1:22:37 (472)
IT企業 (419) 15:14 (393) 15:41 (327) 19:25 (557) 19:35 (559) 12:42 (91)

0:16:13 (466) 0:34:39 (532) 0:53:39 (565) 1:10:27 (546) 1:22:43 (473)
IT企業 (420) 16:13 (466) 18:26 (542) 19:00 (539) 16:48 (437) 12:16 (61)

0:13:03 (153) 0:28:01 (170) 0:45:42 (294) 1:02:47 (349) 1:22:49 (474)
IT企業 (421) 13:03 (153) 14:58 (247) 17:41 (484) 17:05 (463) 20:02 (576)

0:12:47 (126) 0:34:46 (537) 0:50:44 (502) 1:09:06 (523) 1:22:51 (475)
IT企業 (422) 12:47 (126) 21:59 (598) 15:58 (370) 18:22 (526) 13:45 (192)

466 739
ハリーとＢＳの騎士団

1:22:20
杉村 忠彦

472 699
ＫＳＳＯＬ２号

1:22:37

松本 博之 林 利明

475 230
巻口 寛伸

ハイパー新卒2017
1:22:51

稲箸 一樹 飯田 あづみ 石塚 美波 大川 亜純

中島 友樹 新井 あづみ 和知 隼人

468 415
ミライト レジェント

1:22:26

467 50
安藤 栞

瀬尾 真二 吉村 辰久 松土 倫子 柴野 正伸 中崎 司

ウイングアーク1st株式会社
管理本部 1:22:22

村山 淳 内海 けい 池田 彰 岡田 倫宜

456 32
平均160センチメートル

1:22:05

小坂 芳孝 永野 嘉廣

460 740
ぐるなびチーム猪瀬H

1:22:07

459 638
清水 泰雅

薄井 隆志 南井 大樹 北村 光 竹内 裕樹 猪瀬 健治

TYN-COS
1:22:06

高橋 多慶治 錦谷 未津樹 千葉 史 小野 康介

内海 幸二 中村 宏 和田 博行

452 680
creema_2

1:21:56

451 476
川上 恭平

石渡 達也 安部 友樹 荒井 隆 豊永 周平 木村 晋平

まさくんとゆかいななかまたち
1:21:55

佐藤 一隆 岡本 茂雄 齋藤 正則 近藤 翔

高津 健一 阿部 道

473 111
オレンジアーチチームG

1:22:43
松岡 悠 丸井 涼香

曽谷 修二 長澤 孝彦 松田 卓磨 土佐 祐貴 村井 淳哉

吉武 智裕 大津 友宏

471 451
国境なきアンカーwithウガン
ダ 1:22:36

佐藤 大雅 田先 勇人 Lule Donald 椎名 修蔵

474 14
ＦＴＥＣ-3

1:22:49
秋山 直輝

長友 武士 筧 和郎 丹羽 雄太

470 222
営業部5課

1:22:36
八巻 真人 佐藤 幸一 佐々木 光一

469 702
KMS1

1:22:32
佐藤 誠良 足立 広之

関口 尚美

児玉 由希恵 佐藤 史佳

465 86
チームアダムス with 社長

1:22:14
山中 一郎 清水 真美

角田 智洋 三井 法子 柳瀬 貴光 坂田 理恵 居谷 献之

小井 彩織 宮本 和治

463 645
BSN INET Team B

1:22:11
五十嵐 裕一 小林 彩子 笠原 由裕 大平 利徳

464 730
イタニンボルトとその仲間たち

1:22:12

畭尾 裕俊 岡田 昭寿

高橋 智代 瀧内 健太 相澤 和弘

中山 健 松澤 亜季沙 廣田 修造

462 524
はじまるくんＤ

1:22:08
木村 ひかり 北山 右京 今井 一茂

461 204
みんなの夢をかなえる会

1:22:07
東田 一起 松井 大介

中山 和彦

栗原 圭 柳沼 知子

457 68
AGS第7.8.9.10事業部A

1:22:05
荒井 重旭 王 &#22958;

佐藤 光 新垣 東麻 中島 敬浩 青木 遥香 田宮 惇平

太田原 俊明 桜井 俊

455 441
酒の一滴は血の一滴

1:22:03
紫関 一博 寺田 洋平 佐藤 陽一郎 長岡 徹也

458 503
SLC☆J&M☆D

1:22:06
尾上 将彦

鹿久保 望夢 梅田 祐貴 内山 雄輝

454 669
DSBN2

1:22:01
蒼井 照之 北川 弘 大木 政弘

453 217
WEIC ぽちゃっと5

1:22:01
草野 卓也 木暮 正利

元起 一
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:15:55 (446) 0:32:35 (443) 0:48:30 (418) 1:05:21 (437) 1:22:51 (475)
IT企業 (422) 15:55 (446) 16:40 (433) 15:55 (363) 16:51 (442) 17:30 (513)

0:15:37 (424) 0:31:22 (382) 0:49:38 (468) 1:08:33 (510) 1:22:53 (477)
IT企業 (424) 15:37 (424) 15:45 (338) 18:16 (515) 18:55 (544) 14:20 (265)

0:12:23 (89) 0:24:53 (46) 0:48:31 (420) 1:03:21 (369) 1:22:54 (478)
IT企業 (425) 12:23 (89) 12:30 (52) 23:38 (601) 14:50 (250) 19:33 (569)

0:14:31 (320) 0:32:01 (417) 0:47:23 (365) 1:04:02 (388) 1:22:57 (479)
IT企業 (426) 14:31 (320) 17:30 (499) 15:22 (295) 16:39 (424) 18:55 (554)

0:13:40 (222) 0:30:24 (323) 0:49:21 (454) 1:06:42 (481) 1:23:03 (480)
一般 (44) 13:40 (222) 16:44 (440) 18:57 (537) 17:21 (481) 16:21 (444)

0:17:21 (532) 0:32:42 (450) 0:48:06 (396) 1:06:23 (471) 1:23:07 (481)
IT企業 (427) 17:21 (532) 15:21 (287) 15:24 (297) 18:17 (521) 16:44 (481)

0:15:48 (434) 0:31:40 (400) 0:49:24 (455) 1:06:19 (468) 1:23:14 (482)
IT企業 (428) 15:48 (434) 15:52 (349) 17:44 (485) 16:55 (448) 16:55 (487)

0:25:40 (606) 0:41:35 (602) 0:56:12 (589) 1:09:28 (532) 1:23:15 (483)
IT企業 (429) 25:40 (606) 15:55 (356) 14:37 (213) 13:16 (90) 13:47 (201)

0:12:05 (68) 0:30:03 (293) 0:48:16 (403) 1:06:11 (463) 1:23:16 (484)
IT企業 (430) 12:05 (68) 17:58 (521) 18:13 (514) 17:55 (500) 17:05 (493)

0:12:30 (100) 0:29:02 (239) 0:48:10 (400) 1:07:37 (498) 1:23:21 (485)
一般 (45) 12:30 (100) 16:32 (420) 19:08 (546) 19:27 (556) 15:44 (402)

0:12:50 (132) 0:29:38 (277) 0:48:22 (406) 1:08:39 (512) 1:23:21 (486)
IT企業 (431) 12:50 (132) 16:48 (446) 18:44 (531) 20:17 (570) 14:42 (301)

0:16:01 (450) 0:33:05 (465) 0:48:23 (407) 1:08:50 (516) 1:23:22 (487)
IT企業 (432) 16:01 (450) 17:04 (467) 15:18 (286) 20:27 (574) 14:32 (285)

0:15:13 (390) 0:35:25 (559) 0:52:21 (547) 1:08:09 (505) 1:23:23 (488)
IT企業 (433) 15:13 (390) 20:12 (579) 16:56 (441) 15:48 (344) 15:14 (350)

0:17:48 (555) 0:31:14 (376) 0:50:24 (491) 1:05:11 (425) 1:23:29 (489)
IT企業 (434) 17:48 (555) 13:26 (111) 19:10 (547) 14:47 (244) 18:18 (538)

0:13:23 (190) 0:30:26 (325) 0:46:02 (310) 1:04:19 (402) 1:23:30 (490)
IT企業 (435) 13:23 (190) 17:03 (465) 15:36 (319) 18:17 (521) 19:11 (560)

0:14:07 (268) 0:35:44 (570) 0:52:04 (538) 1:08:07 (503) 1:23:31 (491)
IT企業 (436) 14:07 (268) 21:37 (593) 16:20 (396) 16:03 (369) 15:24 (375)

0:20:03 (595) 0:34:42 (534) 0:52:02 (536) 1:09:15 (526) 1:23:34 (492)
IT企業 (437) 20:03 (595) 14:39 (218) 17:20 (466) 17:13 (469) 14:19 (262)

0:18:08 (565) 0:31:51 (407) 0:50:17 (487) 1:10:09 (543) 1:23:35 (493)
IT企業 (438) 18:08 (565) 13:43 (137) 18:26 (523) 19:52 (565) 13:26 (148)

0:17:24 (534) 0:35:06 (550) 0:49:48 (474) 1:11:24 (559) 1:23:35 (494)
IT企業 (439) 17:24 (534) 17:42 (508) 14:42 (228) 21:36 (587) 12:11 (52)

0:18:31 (572) 0:33:43 (500) 0:47:17 (363) 1:09:15 (525) 1:23:45 (495)
IT企業 (440) 18:31 (572) 15:12 (274) 13:34 (105) 21:58 (593) 14:30 (281)

0:15:23 (402) 0:31:51 (408) 0:49:10 (447) 1:06:07 (460) 1:23:49 (496)
IT企業 (441) 15:23 (402) 16:28 (410) 17:19 (465) 16:57 (450) 17:42 (518)

0:14:59 (368) 0:32:30 (441) 0:51:14 (515) 1:09:59 (536) 1:23:56 (497)
IT企業 (442) 14:59 (368) 17:31 (500) 18:44 (531) 18:45 (538) 13:57 (217)

0:14:13 (281) 0:36:09 (577) 0:51:59 (534) 1:07:29 (496) 1:23:56 (498)
IT企業 (443) 14:13 (281) 21:56 (596) 15:50 (347) 15:30 (315) 16:27 (456)

0:17:19 (530) 0:35:17 (552) 0:50:07 (481) 1:09:14 (524) 1:23:57 (499)
IT企業 (444) 17:19 (530) 17:58 (521) 14:50 (240) 19:07 (549) 14:43 (305)

0:15:47 (433) 0:36:14 (580) 0:49:38 (467) 1:05:52 (453) 1:24:07 (500)
IT企業 (445) 15:47 (433) 20:27 (581) 13:24 (91) 16:14 (389) 18:15 (531)

498 110
オレンジアーチチームF

1:23:56
若藤 鶴真

500 342
AIT早苗チーム

1:24:07

499 23
岡村 知倫

岡崎 真宏 小林 早苗 川瀬 勇気 木暮 大輔 環貫 修

チームアルパカ
1:23:57

清水 隆太 尾田 真也 添野 衛 杉本 大

482 417
ミライト 三太郎

1:23:14
平田 峻章

488 698
EPS１

1:23:23

野村 博昭 梅村 知久

492 727
きっとゴールします！

1:23:34

491 146
三木 玲児

末広 和靖 曽根 弘明 阿部 薫子 森 貴士 谷川 郁哉

チーム さとる
1:23:31

鎌田 悟 伊藤 吉伸 田中 拓哉 海谷 俊輔

樋口 雅晴 多田 智久 小清水 良次

484 622
Barracuda D

1:23:16

483 482
田尻 誠

バラクーダ デーイチ バラクーダ デーニ バラクーダ デーサン バラクーダ デーヨン バラクーダ デーゴ

tadaima2
1:23:15

國松 央之 伊澤 裕恵 中村 重之 細井 博幸

475 619
Barracuda A

1:22:51
バラクーダ エーイチ バラクーダ エーニ バラクーダ エーサン バラクーダ エーヨン バラクーダ エーゴ

大崎 真耶 髙野 晃次

497 555
【ISB】インフラ（新人）

1:23:56
石橋 孝裕 桑尾 健太

佐々木 徹也 鈴木 惣 佐藤 真 峯石 英治郎 斉藤 智

厳 ボラ 中立 翔太

495 336
B-QUICK7

1:23:45
岡村 峠 迫江 静 菅田 秀昭 渡辺 拓

496 716
アテネＣＳ－Ａチーム

1:23:49

小林 杏南 稲田 龍樹

齋藤 将任 薄井 祥互 日名 涼太

佐々木 健志 古江 芳彦 清家 広海

494 292
ウサギと亀

1:23:35
藤野 辰二郎 馬場 夏子 大川 拓也

493 403
ミライト MIS駅伝部A

1:23:35
寺田 拓磨 川野 和之

橋本 圭佑

木村 真実 木村 健

489 41
STSスペシャルチーム

1:23:29
中野 尋美 北山 陽介

杉浦 亮輔 富井 菜摘 加藤 彰 冨張 瑞紀 野上 和史

鍛治 稔 小林 正典

487 667
TAKT B

1:23:22
畠山 慎也 島村 譲 片桐 直人 稲田 美和

490 20
平均年齢40歳

1:23:30
小倉 宏之

伍 靖怡 丹羽 信之 姜 暁敏

486 72
DELL 60ミニッツ

1:23:21
服部 亮 福山 孝子 野中 理恵子

485 67
AGS第5事業部

1:23:21
堀川 昂佑 支 思微

坪内 覚輝

横田 修司 井上 裕三郎

481 17
キリギリスHD

1:23:07
鈴木 崚太 角田 瑞樹

川原 景介 浜田 早苗 松下 久美子 髙澤 由香 田口 健一郎

藤原 敬弘 室中 順司

479 670
DSBN3

1:22:57
田所 庄司 船越 英治 安村 怜 北条 正次

480 607
全員酒豪

1:23:03

谷地中 勉 舟田 和司

坂田 萌 橋本 優治 長井 竜樹

鈴木 愛 平尾 幸一 滝藤 忍

478 636
KTS-A

1:22:54
永井 革 森田 徹 栗村 華菜

477 311
シュナイダーエレクトリック
チーム京葉 1:22:53

藤田 直裕 飯村 泰幸

沢渡 健一
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:13:50 (237) 0:31:33 (391) 0:48:27 (413) 1:06:58 (487) 1:24:08 (501)
一般 (46) 13:50 (237) 17:43 (509) 16:54 (439) 18:31 (531) 17:10 (498)

0:16:06 (457) 0:33:25 (483) 0:49:16 (452) 1:05:35 (447) 1:24:12 (502)
IT企業 (446) 16:06 (457) 17:19 (491) 15:51 (352) 16:19 (397) 18:37 (546)

0:16:31 (481) 0:33:42 (499) 0:52:15 (545) 1:08:50 (517) 1:24:13 (503)
IT企業 (447) 16:31 (481) 17:11 (480) 18:33 (525) 16:35 (422) 15:23 (373)

0:17:49 (556) 0:33:33 (490) 0:50:05 (480) 1:06:10 (461) 1:24:14 (504)
IT企業 (448) 17:49 (556) 15:44 (336) 16:32 (415) 16:05 (373) 18:04 (528)

0:16:25 (478) 0:33:44 (501) 0:47:27 (369) 1:03:17 (367) 1:24:15 (505)
IT企業 (449) 16:25 (478) 17:19 (491) 13:43 (122) 15:50 (348) 20:58 (586)

0:14:34 (328) 0:30:59 (362) 0:51:00 (509) 1:06:16 (465) 1:24:26 (506)
IT企業 (450) 14:34 (328) 16:25 (404) 20:01 (565) 15:16 (291) 18:10 (530)

0:18:06 (564) 0:32:05 (426) 0:49:32 (463) 1:09:04 (521) 1:24:29 (507)
IT企業 (451) 18:06 (564) 13:59 (162) 17:27 (475) 19:32 (558) 15:25 (377)

0:14:50 (355) 0:32:01 (421) 0:49:56 (476) 1:06:03 (459) 1:24:32 (508)
IT企業 (452) 14:50 (355) 17:11 (480) 17:55 (496) 16:07 (378) 18:29 (544)

0:14:33 (327) 0:32:35 (444) 0:49:18 (453) 1:05:24 (439) 1:24:37 (509)
IT企業 (453) 14:33 (327) 18:02 (529) 16:43 (425) 16:06 (376) 19:13 (561)

0:17:42 (547) 0:34:16 (517) 0:53:21 (560) 1:11:13 (555) 1:24:41 (510)
IT企業 (454) 17:42 (547) 16:34 (423) 19:05 (543) 17:52 (497) 13:28 (156)

0:15:33 (419) 0:31:48 (404) 0:45:56 (302) 1:06:22 (470) 1:24:44 (511)
IT企業 (455) 15:33 (419) 16:15 (390) 14:08 (173) 20:26 (573) 18:22 (541)

0:17:06 (519) 0:33:41 (498) 0:50:25 (492) 1:08:38 (511) 1:24:44 (512)
IT企業 (456) 17:06 (519) 16:35 (425) 16:44 (428) 18:13 (514) 16:06 (430)

0:15:49 (435) 0:31:40 (398) 0:47:53 (389) 1:05:29 (443) 1:24:51 (513)
IT企業 (457) 15:49 (435) 15:51 (346) 16:13 (387) 17:36 (488) 19:22 (563)

0:14:14 (285) 0:27:07 (120) 0:47:51 (388) 1:04:11 (395) 1:24:52 (514)
IT企業 (458) 14:14 (285) 12:53 (72) 20:44 (584) 16:20 (400) 20:41 (583)

0:16:42 (496) 0:37:07 (590) 0:57:15 (593) 1:11:46 (563) 1:25:14 (515)
IT企業 (459) 16:42 (496) 20:25 (580) 20:08 (569) 14:31 (223) 13:28 (156)

0:12:43 (120) 0:35:45 (571) 0:52:03 (537) 1:10:00 (538) 1:25:18 (516)
IT企業 (460) 12:43 (120) 23:02 (600) 16:18 (392) 17:57 (502) 15:18 (358)

0:17:19 (531) 0:33:18 (473) 0:55:05 (584) 1:12:03 (566) 1:25:21 (517)
一般 (47) 17:19 (531) 15:59 (362) 21:47 (594) 16:58 (452) 13:18 (138)

0:17:46 (549) 0:36:06 (576) 0:52:12 (544) 1:09:29 (533) 1:25:22 (518)
IT企業 (461) 17:46 (549) 18:20 (539) 16:06 (379) 17:17 (476) 15:53 (415)

0:19:27 (586) 0:35:30 (561) 0:54:50 (580) 1:09:23 (527) 1:25:26 (519)
IT企業 (462) 19:27 (586) 16:03 (369) 19:20 (552) 14:33 (228) 16:03 (428)

0:16:09 (461) 0:31:11 (372) 0:45:30 (285) 1:10:47 (549) 1:25:29 (520)
IT企業 (463) 16:09 (461) 15:02 (258) 14:19 (187) 25:17 (604) 14:42 (301)

0:16:52 (507) 0:35:33 (563) 0:51:42 (525) 1:07:28 (495) 1:25:31 (521)
IT企業 (464) 16:52 (507) 18:41 (553) 16:09 (382) 15:46 (341) 18:03 (527)

0:19:22 (583) 0:33:10 (472) 0:53:42 (567) 1:10:13 (544) 1:25:35 (522)
IT企業 (465) 19:22 (583) 13:48 (148) 20:32 (581) 16:31 (415) 15:22 (370)

0:17:12 (522) 0:38:21 (596) 0:54:10 (575) 1:12:22 (570) 1:25:49 (523)
IT企業 (466) 17:12 (522) 21:09 (588) 15:49 (344) 18:12 (512) 13:27 (152)

0:17:46 (550) 0:31:32 (388) 0:48:08 (398) 1:06:25 (473) 1:25:50 (524)
IT企業 (467) 17:46 (550) 13:46 (144) 16:36 (418) 18:17 (521) 19:25 (565)

0:16:23 (476) 0:33:04 (464) 0:53:21 (559) 1:09:24 (528) 1:25:51 (525)
IT企業 (468) 16:23 (476) 16:41 (435) 20:17 (576) 16:03 (369) 16:27 (456)

514 147
チーム たけあき

1:24:52
北村 武明

520 637
KTS-B

1:25:29

水野 義秀 足立 正勝

524 523
エスエムシー

1:25:50

523 432
山本 陽昭

内野 真一 亀田 広太郎 須山 優 濱田 裕生 大島 政則

チーム大佐
1:25:49

小森 恒良 諏訪 まり子 實藤 数典 平賀 重文

森 嘉瑛 青柳 悟 長沢 博輝

516 532
Team　Vitals　2

1:25:18

515 348
樽田 光弘

船木 卓也 野上 綾花 加藤 正博 斉藤 美咲 椿 真輝

DIVA GLOBAL
1:25:14

金 惟娟 Muhammad Adriyanto Erwin Surya 髙木 李佳

504 264
チームフランク

1:24:14

五十嵐 昇 石川 武生

508 21
チーム子リス

1:24:32

507 266
田中 貴大

小柳 勝美 寺嶋 孝夫 加藤 健太郎 黒嶋 雄一 伊藤 隼

アイアンマンB
1:24:29

小泉 治嘉 細島 雄大 岩見 幸子 十川 泰宜

國上 慶子 内田 須美子 金子 由美

江口 英則 清水 誠治 道過 康夫
525 472

エスコD
1:25:51

久保 紀子 大和久 浩

井口 章代 佐々木 佳代

521 40
STS SS-MAN

1:25:31
渋谷 真衣 坂本 幸

宮崎 富士男 小西 庸夫 崎村 貴祐 矢野口 良一 日高 健志

時松 直久 石倉 遼河

519 313
テノンBチーム

1:25:26
阿久津 幸太 木村 彩 沢田 大樹 畑川 優太

522 4
繰越利益剰余金

1:25:35
西川 望

鈴木 岳夫 猪俣 直彦 内山 信隆

518 436
UOSテック

1:25:22
宮永 雅之 近内 頼子 澤井 智紀

517 650
チーム町高

1:25:21
玉利 義明 坂下 誠

田沼 亨輔

高田 康宏 鈴木 みな

513 467
JECC チームC

1:24:51
宮坂 真実 稲葉 彩夏

林田 和義 三嶋 夕樹 湊 静香 竹田 哲男 南條 英明

杉嵜 将茂 守田 司

511 696
株式会社アルト

1:24:44
鄭 華 金 京浩 朴 賢淑 鄭 松波

512 671
DSBN4

1:24:44

千野 まみち 原田 朱羅

梅田 彩香 谷口 由紀 宮原 章二

出井 佑樹 高橋 智仁 西川 隼人

510 238
エターナル珍走団

1:24:41
豊田 雅章 宮川 裕司 林  和美

509 409
ミライト くまモンズ

1:24:37
小貫 健次郎 窪田 建

太 文哲

川島 武宜 荻野 諒

505 329
UAL野口健治と愉快な仲間た
ちCチーム 1:24:15

佐野内 裕子 板橋 真由美

杉浦 聡 村野 剛 稲葉 海斗 川口 直之 川上 雅孝

田中 淳也 押谷 安彦

503 226
テラスカイ陸上競技部Cチー
ム 1:24:13

木嶋 光穂 田中 有紀子 肥沼 茂紀 河野 宏明

506 236
メディアバーンCD

1:24:26
小舘 悠

井上 晃良 中鉢 永美 中島 佳織

502 233
やる気!元気!広域!

1:24:12
大窪 宣延 深沢 浩平 鹿野 智史

501 95
フェアトレード・ジャパン

1:24:08
樽本 哲 大川 愛加里

讃岐 行
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:17:52 (558) 0:34:52 (541) 0:52:09 (541) 1:10:23 (545) 1:25:52 (526)
IT企業 (469) 17:52 (558) 17:00 (464) 17:17 (462) 18:14 (519) 15:29 (381)

0:14:16 (290) 0:29:06 (246) 0:50:22 (489) 1:07:46 (501) 1:25:53 (527)
一般 (48) 14:16 (290) 14:50 (235) 21:16 (590) 17:24 (483) 18:07 (529)

0:18:14 (570) 0:34:16 (516) 0:48:19 (404) 1:02:05 (325) 1:25:56 (528)
IT企業 (470) 18:14 (570) 16:02 (367) 14:03 (161) 13:46 (137) 23:51 (601)

0:18:06 (563) 0:34:32 (522) 0:50:01 (478) 1:09:25 (529) 1:26:01 (529)
IT企業 (471) 18:06 (563) 16:26 (406) 15:29 (304) 19:24 (553) 16:36 (471)

0:15:43 (429) 0:34:36 (527) 0:50:33 (497) 1:06:48 (484) 1:26:03 (530)
IT企業 (472) 15:43 (429) 18:53 (558) 15:57 (368) 16:15 (390) 19:15 (562)

0:13:56 (247) 0:28:47 (227) 0:46:50 (348) 1:02:20 (330) 1:26:05 (531)
IT企業 (473) 13:56 (247) 14:51 (237) 18:03 (506) 15:30 (315) 23:45 (600)

0:19:36 (589) 0:32:51 (457) 0:48:30 (417) 1:07:03 (488) 1:26:11 (532)
IT企業 (474) 19:36 (589) 13:15 (96) 15:39 (325) 18:33 (533) 19:08 (559)

0:15:51 (440) 0:34:55 (543) 0:52:22 (548) 1:07:37 (497) 1:26:20 (533)
IT企業 (475) 15:51 (440) 19:04 (562) 17:27 (475) 15:15 (290) 18:43 (548)

0:15:33 (420) 0:30:33 (332) 0:48:32 (422) 1:09:28 (530) 1:26:34 (534)
IT企業 (476) 15:33 (420) 15:00 (252) 17:59 (500) 20:56 (578) 17:06 (495)

0:15:32 (417) 0:30:33 (331) 0:48:32 (421) 1:09:28 (531) 1:26:35 (535)
IT企業 (477) 15:32 (417) 15:01 (255) 17:59 (500) 20:56 (578) 17:07 (496)

0:13:58 (250) 0:35:36 (564) 0:52:56 (556) 1:10:53 (552) 1:26:36 (536)
IT企業 (478) 13:58 (250) 21:38 (594) 17:20 (466) 17:57 (502) 15:43 (399)

0:19:35 (588) 0:33:40 (496) 0:47:46 (384) 1:05:15 (430) 1:26:42 (537)
IT企業 (479) 19:35 (588) 14:05 (173) 14:06 (169) 17:29 (486) 21:27 (589)

0:12:19 (81) 0:32:23 (435) 0:47:49 (386) 1:09:01 (520) 1:26:42 (538)
IT企業 (480) 12:19 (81) 20:04 (575) 15:26 (300) 21:12 (583) 17:41 (516)

0:14:39 (340) 0:30:45 (347) 0:53:30 (563) 1:08:31 (509) 1:26:47 (539)
IT企業 (481) 14:39 (340) 16:06 (377) 22:45 (597) 15:01 (274) 18:16 (532)

0:14:44 (345) 0:33:41 (497) 0:48:54 (441) 1:05:13 (429) 1:27:00 (540)
IT企業 (482) 14:44 (345) 18:57 (560) 15:13 (277) 16:19 (397) 21:47 (592)

0:14:32 (323) 0:34:25 (520) 0:53:38 (564) 1:10:31 (547) 1:27:09 (541)
IT企業 (483) 14:32 (323) 19:53 (572) 19:13 (549) 16:53 (444) 16:38 (472)

0:16:46 (501) 0:32:26 (439) 0:47:26 (368) 1:01:38 (299) 1:27:11 (542)
IT企業 (484) 16:46 (501) 15:40 (324) 15:00 (255) 14:12 (185) 25:33 (604)

0:15:33 (421) 0:30:53 (357) 0:50:55 (505) 1:10:03 (540) 1:27:16 (543)
IT企業 (485) 15:33 (421) 15:20 (285) 20:02 (567) 19:08 (550) 17:13 (500)

0:15:56 (447) 0:37:02 (589) 0:54:25 (578) 1:11:31 (560) 1:27:18 (544)
IT企業 (486) 15:56 (447) 21:06 (587) 17:23 (471) 17:06 (464) 15:47 (408)

0:18:55 (577) 0:34:34 (523) 0:51:58 (533) 1:10:09 (542) 1:27:26 (545)
IT企業 (487) 18:55 (577) 15:39 (321) 17:24 (473) 18:11 (509) 17:17 (503)

0:14:08 (271) 0:34:45 (536) 0:52:11 (543) 1:06:19 (467) 1:27:28 (546)
一般 (49) 14:08 (271) 20:37 (583) 17:26 (474) 14:08 (179) 21:09 (588)

0:19:03 (580) 0:35:21 (554) 0:51:03 (511) 1:10:00 (537) 1:27:29 (547)
IT企業 (488) 19:03 (580) 16:18 (395) 15:42 (331) 18:57 (545) 17:29 (512)

0:19:32 (587) 0:35:13 (551) 0:54:53 (581) 1:11:03 (553) 1:27:33 (548)
IT企業 (489) 19:32 (587) 15:41 (327) 19:40 (562) 16:10 (382) 16:30 (463)

0:15:31 (416) 0:34:36 (528) 0:54:57 (582) 1:12:53 (575) 1:27:35 (549)
IT企業 (490) 15:31 (416) 19:05 (563) 20:21 (579) 17:56 (501) 14:42 (301)

0:18:00 (560) 0:36:06 (575) 0:53:04 (558) 1:13:23 (580) 1:27:39 (550)
IT企業 (491) 18:00 (560) 18:06 (532) 16:58 (445) 20:19 (571) 14:16 (256)

546 223
コール&工事班

1:27:28
眞鍋 里緒

548 94
KM-Fairies

1:27:33

547 43
内野 弘幸

富永  有美 榊原  真紀 中村  美穂 小林  光子 池田  あや

大IoT実験
1:27:29

奥田 哲史 田中 潤 島澤 甲 藤本 泰輔

530 502
SLC☆J&M☆C

1:26:03
新免 輝夫

536 668
DSBN1

1:26:36

宮浦 眸 宮﨑 大樹

540 109
オレンジアーチチームE

1:27:00

539 556
高橋 佑至

千葉 佑樹 池田 早紀 寺田 稜平 曽根 諒 濱谷 知典

たかはしゆ～じと愉快な仲間
たち 1:26:47

池邊 和孝 川原 啓 松田 佳奈 植田 裕之

前野 俊介 大木 真 飯田 優也

532 268
神速2

1:26:11

531 654
山口 和也

森山 京平 北山 晋吾 土田 隆文 謝 英双 水野 勝一

微女と珍獣 走れた会
1:26:05

松本 順 今仁 武臣 江連 愛美 金刺 巌

神山 拓也 田村 淳

川内 真紀 小野 叶太 金子 悠平

550 265
チームKINKAEN

1:27:39
小川 大地 出口 佳保里 辻村 洋太郎

549 37
STS fresh17_A

1:27:35
青木 稔樹 安藤 徹

中谷 利奈 中村 友大

545 118
TEAM-OB

1:27:26
増本 仁 中岡 裕慈

五味 真人 五味 英作 大河内 誠 脇谷 有人 山本 真衣

金山 智治 山本 賢拓

543 504
株式会社ディーキューブ

1:27:16
八木 司 大山 晴一郎 今井 和美 寺西 一裕

544 119
TEAM-AB

1:27:18

本部 挙成 藤本 聖彦

平田 ゆかり 舩本 篤史 芝本 光

Roger Manuel 渡邊 侑香 吉井 聖

542 225
テラスカイ陸上競技部Bチー
ム 1:27:11

大澤 龍光 下川原 章仁 須山 洋輔

541 81
DELLマラソンにDELL

1:27:09
汐待 誠彦 尾辻 加奈子

島田 佳那子

沼田 恭平 小島 大知

537 232
HANSUI TEAM + D

1:26:42
望月 真貴子 野城 己治雄

城島 稔 古村 卓也 諸星 和臣 山ノ上 明久 仲瀬 智則

間 玄一 田中 雄一郎

535 114
明走会♪マリオ

1:26:35
松岡 まり 糸見 久美子 元石 隆之 江河 亜紀

538 729
めぐチーム

1:26:42
木村 佑人

江戸 純哉 飯岡 晃樹 福田 博文

534 115
明走会♪ルイージ

1:26:34
稲葉 佳孝 横山 菊勝 岩村 俊毅

533 615
チーム枯れ

1:26:20
桜井 雄司 稲葉 雄一

和田 裕嗣

後藤 将樹 大藤 誠

529 529
酒豪高瀬と本八幡ランナーズ

1:26:01
後藤 昭彦 鶴岡 健

大高 聡士 船津 拓己 大谷 和也 武田 壮司 川久保 雅文

日向 直人 関野 功

527 218
営業部1課

1:25:53
高野 祐二 北島 利彦 安藤 誠 谷上 順一

528 338
旅人A

1:25:56

加地 亜砂子 宮田 結菜

宮内 佑輔 高瀬 浩明 森田 直也

526 277
H&MELオールド選抜

1:25:52
片岡 唯 東海林 大志 土屋 一慶

増田 直幸
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:16:07 (458) 0:33:46 (502) 0:51:37 (522) 1:11:18 (557) 1:27:48 (551)
IT企業 (492) 16:07 (458) 17:39 (505) 17:51 (493) 19:41 (562) 16:30 (463)

0:13:44 (226) 0:29:05 (241) 0:48:29 (416) 1:09:05 (522) 1:27:52 (552)
IT企業 (493) 13:44 (226) 15:21 (287) 19:24 (556) 20:36 (575) 18:47 (549)

0:18:05 (562) 0:31:41 (402) 0:50:11 (484) 1:11:21 (558) 1:28:00 (553)
IT企業 (494) 18:05 (562) 13:36 (133) 18:30 (524) 21:10 (582) 16:39 (475)

0:15:15 (395) 0:29:47 (280) 0:49:56 (477) 1:11:47 (564) 1:28:02 (554)
IT企業 (495) 15:15 (395) 14:32 (208) 20:09 (572) 21:51 (592) 16:15 (438)

0:14:35 (330) 0:27:41 (152) 0:48:57 (443) 1:11:39 (561) 1:28:12 (555)
IT企業 (496) 14:35 (330) 13:06 (86) 21:16 (590) 22:42 (599) 16:33 (468)

0:24:09 (605) 0:40:13 (599) 0:54:48 (579) 1:10:37 (548) 1:28:18 (556)
IT企業 (497) 24:09 (605) 16:04 (372) 14:35 (210) 15:49 (347) 17:41 (516)

0:16:03 (454) 0:34:49 (540) 0:53:45 (570) 1:11:05 (554) 1:28:21 (557)
IT企業 (498) 16:03 (454) 18:46 (555) 18:56 (536) 17:20 (480) 17:16 (502)

0:14:13 (283) 0:27:40 (150) 0:51:06 (513) 1:12:13 (568) 1:28:25 (558)
IT企業 (499) 14:13 (283) 13:27 (113) 23:26 (600) 21:07 (581) 16:12 (436)

0:17:38 (545) 0:33:34 (491) 0:50:57 (508) 1:12:46 (573) 1:28:28 (559)
一般 (50) 17:38 (545) 15:56 (360) 17:23 (471) 21:49 (591) 15:42 (398)

0:16:53 (508) 0:34:22 (519) 0:51:57 (531) 1:10:49 (551) 1:28:28 (560)
IT企業 (500) 16:53 (508) 17:29 (498) 17:35 (480) 18:52 (541) 17:39 (515)

0:18:14 (568) 0:36:16 (581) 0:51:37 (523) 1:13:25 (581) 1:28:42 (561)
IT企業 (501) 18:14 (568) 18:02 (529) 15:21 (294) 21:48 (590) 15:17 (355)

0:14:13 (280) 0:37:16 (591) 0:53:41 (566) 1:09:51 (534) 1:28:46 (562)
IT企業 (502) 14:13 (280) 23:03 (602) 16:25 (403) 16:10 (382) 18:55 (554)

0:15:10 (387) 0:34:16 (515) 0:47:57 (394) 1:04:30 (407) 1:28:47 (563)
IT企業 (503) 15:10 (387) 19:06 (564) 13:41 (119) 16:33 (421) 24:17 (603)

0:13:07 (166) 0:27:35 (144) 0:45:35 (288) 1:04:41 (412) 1:28:51 (564)
一般 (51) 13:07 (166) 14:28 (201) 18:00 (502) 19:06 (548) 24:10 (602)

0:16:17 (469) 0:34:56 (544) 0:51:47 (528) 1:10:00 (539) 1:28:54 (565)
一般 (52) 16:17 (469) 18:39 (552) 16:51 (436) 18:13 (514) 18:54 (552)

0:14:21 (299) 0:36:01 (573) 0:55:13 (586) 1:13:06 (576) 1:28:56 (566)
IT企業 (504) 14:21 (299) 21:40 (595) 19:12 (548) 17:53 (498) 15:50 (412)

0:14:33 (324) 0:38:37 (597) 0:52:17 (546) 1:13:48 (586) 1:29:00 (567)
IT企業 (505) 14:33 (324) 24:04 (603) 13:40 (117) 21:31 (586) 15:12 (344)

0:16:32 (483) 0:32:51 (456) 0:53:27 (562) 1:13:06 (577) 1:29:05 (568)
IT企業 (506) 16:32 (483) 16:19 (398) 20:36 (582) 19:39 (561) 15:59 (422)

0:13:14 (176) 0:34:35 (525) 0:51:26 (519) 1:13:43 (584) 1:29:15 (569)
一般 (53) 13:14 (176) 21:21 (592) 16:51 (436) 22:17 (595) 15:32 (386)

0:17:48 (554) 0:35:05 (549) 1:01:12 (603) 1:13:46 (585) 1:29:22 (570)
IT企業 (507) 17:48 (554) 17:17 (489) 26:07 (606) 12:34 (40) 15:36 (391)

0:14:42 (341) 0:31:33 (390) 0:51:46 (527) 1:12:30 (572) 1:29:28 (571)
IT企業 (508) 14:42 (341) 16:51 (450) 20:13 (575) 20:44 (576) 16:58 (491)

0:20:33 (599) 0:35:42 (566) 0:52:09 (542) 1:13:37 (582) 1:29:45 (572)
IT企業 (509) 20:33 (599) 15:09 (267) 16:27 (405) 21:28 (585) 16:08 (433)

0:20:48 (601) 0:38:45 (598) 0:53:47 (571) 1:11:15 (556) 1:30:07 (573)
IT企業 (510) 20:48 (601) 17:57 (520) 15:02 (257) 17:28 (485) 18:52 (551)

0:19:22 (584) 0:36:12 (578) 0:56:20 (590) 1:13:39 (583) 1:30:08 (574)
IT企業 (511) 19:22 (584) 16:50 (448) 20:08 (569) 17:19 (479) 16:29 (461)

0:15:04 (380) 0:35:00 (545) 0:54:03 (574) 1:10:05 (541) 1:30:12 (575)
一般 (54) 15:04 (380) 19:56 (574) 19:03 (540) 16:02 (368) 20:07 (578)

562 717
アテネＣＳ－Ｂチーム

1:28:46
長崎 譲治

568 300
クオリティソフトCHEC君チー
ム 1:29:05

塙  真之介 古澤  智幸

572 19
かもめ動物病院

1:29:45

571 139
小野 智史

永瀧 一晴 増田 洋一郎 石川 丈 武知 萌 尾上 健太郎

アド_MIDDLE
1:29:28

吉村 昌泰 望月 研吾 大井川 千瑛 佐藤 裕子

細川 みゆき 徳 裕太 宮本 澄香

564 103
屋形船インドアだけどアウトド
ア 1:28:51

563 42
梶山 圭一

三塚 展史 西野 祐紀 薄井 理恵 中川 淳子 太田 恵理

STSマカロン愛好家
1:28:47

溝江 明浩 佐々木 聡美 安倍 是展 水野 功裕

552 343
AIS team-3rd

1:27:52

神原 考博 檜 武俊

556 542
【ISB】徒歩

1:28:18

555 112
玉村 元

和知 研介 瓜本 篤史 小林 裕介 飯野 毅 田村 宏

JASIPA理事
1:28:12

瀧 祐一 本山 功 小湾 喜代宗 寺島 岳

松坂 征賢 出井 諒祐 中村 玄

市川 大地 江嶌 和弘

575 1
チーム アイテックⅡ

1:30:12
染谷 弘法 鄭 順姫 横田 菜緒 久保田 善之

李 旭沢 崔 林 開原 成秋

574 728
おがチーム

1:30:08
清水 麻梨子 藤田 大輝 神田 麻鈴

573 550
【ISB】はたらくくるま

1:30:07
齋藤 良平 グェンバン バック

関 昌明

蠣崎  友貴 関澤  光司郎

569 302
NPO法人FDA

1:29:15
坂田 浩次 村井 一登

里見 啓太 田邊 李佳子 武田 いづみ 大塚 祐輔 山谷 勝徳

蔡 雪瑩 橋本 紀澄

567 143
チーム ヒサシ

1:29:00
宮﨑 尚 外山 佳祐 鳥原 佑介 齊藤 哲也

570 289
それは不課税

1:29:22
近藤  洋一

高田 佳和 齋藤 勝彦 川本 充裕

566 325
UAL Mix☆xiM

1:28:56
中竹 靖英 前田 祐子 大塚 敬子

565 625
PwC京都監査法人

1:28:54
若山 聡満 武村 明徳

梶 陽輔

井川 直也 横江 祐太

561 700
ＫＳＳＯＬブルゾン号

1:28:42
菅沼 ひかり 稲川 依里

成川 勝 矢子 拓也 村松 孝臣 大木 亮二 横田 正弘

秋池 信也 川村 亮太

559 221
営業部4課

1:28:28
山本 道広 田川 清吾 原村 健一 政木 健

560 129
PFU首都圏CS　チームB

1:28:28

藤谷 仁 平野 茂治

大高 健司 重川 知数 小林 哲

北川 詩織 佐藤 由季 小鹿原 和美

558 665
アセンテック サポート

1:28:25
植田 誠 植田 成紀 小川 剛史

557 74
ゴモク☆ヤキソバ2

1:28:21
小野寺 唯 藤田 真理

齋藤 潤

羅 偉傑 篤史 美濃部

553 647
AIS team-1st

1:28:00
西岡 悠歩 植田 伸也

小川 陽平 池添 智紀 安藤 汐里 古川 和明 坂庭 亮介

551 508
パーソナル情報システムB

1:27:48
西村 信也 小井土 利夫 長谷川 史彦 佐藤 健一

554 144
チーム シンイチ

1:28:02
渡邉 伸一

石山 卓茂
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上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

順位 No. 総合記録

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:16:54 (511) 0:33:46 (503) 0:53:57 (572) 1:14:06 (587) 1:30:22 (576)
IT企業 (512) 16:54 (511) 16:52 (453) 20:11 (574) 20:09 (568) 16:16 (439)

0:14:38 (338) 0:36:35 (587) 0:52:06 (539) 1:14:23 (589) 1:30:51 (577)
IT企業 (513) 14:38 (338) 21:57 (597) 15:31 (307) 22:17 (595) 16:28 (459)

0:17:37 (544) 0:36:28 (586) 0:53:43 (568) 1:11:41 (562) 1:31:06 (578)
IT企業 (514) 17:37 (544) 18:51 (557) 17:15 (461) 17:58 (504) 19:25 (565)

0:18:40 (573) 0:33:25 (484) 0:55:43 (588) 1:12:51 (574) 1:31:21 (579)
IT企業 (515) 18:40 (573) 14:45 (229) 22:18 (596) 17:08 (466) 18:30 (545)

0:15:25 (404) 0:35:03 (546) 0:54:01 (573) 1:08:49 (515) 1:31:30 (580)
一般 (55) 15:25 (404) 19:38 (569) 18:58 (538) 14:48 (246) 22:41 (598)

0:15:38 (425) 0:33:29 (488) 0:51:18 (518) 1:10:48 (550) 1:31:38 (581)
IT企業 (516) 15:38 (425) 17:51 (515) 17:49 (489) 19:30 (557) 20:50 (584)

0:12:20 (84) 0:34:47 (539) 0:54:13 (576) 1:08:59 (519) 1:31:39 (582)
IT企業 (517) 12:20 (84) 22:27 (599) 19:26 (558) 14:46 (243) 22:40 (597)

0:17:28 (535) 0:37:17 (592) 0:53:00 (557) 1:12:12 (567) 1:31:50 (583)
IT企業 (518) 17:28 (535) 19:49 (571) 15:43 (333) 19:12 (551) 19:38 (571)

0:15:02 (374) 0:38:04 (594) 0:58:45 (596) 1:15:36 (590) 1:31:53 (584)
IT企業 (519) 15:02 (374) 23:02 (600) 20:41 (583) 16:51 (442) 16:17 (440)

0:16:47 (502) 0:33:56 (507) 0:55:33 (587) 1:18:08 (596) 1:32:00 (585)
IT企業 (520) 16:47 (502) 17:09 (478) 21:37 (593) 22:35 (598) 13:52 (210)

0:22:25 (604) 0:42:31 (603) 1:01:11 (602) 1:16:31 (592) 1:32:08 (586)
IT企業 (521) 22:25 (604) 20:06 (577) 18:40 (529) 15:20 (300) 15:37 (392)

0:19:24 (585) 0:35:22 (555) 0:53:23 (561) 1:12:26 (571) 1:32:27 (587)
IT企業 (522) 19:24 (585) 15:58 (361) 18:01 (504) 19:03 (547) 20:01 (574)

0:14:57 (366) 0:34:38 (529) 0:54:58 (583) 1:14:15 (588) 1:32:36 (588)
IT企業 (523) 14:57 (366) 19:41 (570) 20:20 (578) 19:17 (552) 18:21 (540)

0:15:26 (406) 0:34:00 (508) 0:57:22 (595) 1:16:09 (591) 1:32:52 (589)
IT企業 (524) 15:26 (406) 18:34 (549) 23:22 (599) 18:47 (539) 16:43 (479)

0:15:35 (422) 0:47:39 (605) 1:05:39 (605) 1:20:09 (601) 1:33:21 (590)
一般 (56) 15:35 (422) 32:04 (606) 18:00 (502) 14:30 (217) 13:12 (130)

0:16:02 (452) 0:37:18 (593) 0:51:32 (521) 1:18:33 (597) 1:33:44 (591)
IT企業 (525) 16:02 (452) 21:16 (590) 14:14 (182) 27:01 (605) 15:11 (341)

0:14:11 (275) 0:35:30 (562) 0:50:36 (499) 1:12:01 (565) 1:34:32 (592)
IT企業 (526) 14:11 (275) 21:19 (591) 15:06 (264) 21:25 (584) 22:31 (596)

0:17:13 (524) 0:35:42 (569) 0:56:54 (592) 1:13:19 (578) 1:35:02 (593)
IT企業 (527) 17:13 (524) 18:29 (544) 21:12 (589) 16:25 (405) 21:43 (591)

0:15:16 (396) 0:35:45 (572) 0:52:25 (549) 1:12:17 (569) 1:35:37 (594)
IT企業 (528) 15:16 (396) 20:29 (582) 16:40 (422) 19:52 (565) 23:20 (599)

0:17:33 (539) 0:35:25 (558) 1:00:59 (599) 1:19:23 (599) 1:36:19 (595)
IT企業 (529) 17:33 (539) 17:52 (516) 25:34 (605) 18:24 (527) 16:56 (488)

0:19:51 (592) 0:35:24 (557) 0:54:19 (577) 1:18:56 (598) 1:37:12 (596)
一般 (57) 19:51 (592) 15:33 (310) 18:55 (535) 24:37 (603) 18:16 (532)

0:19:52 (593) 0:36:20 (584) 1:01:01 (601) 1:17:21 (594) 1:37:21 (597)
IT企業 (530) 19:52 (593) 16:28 (410) 24:41 (603) 16:20 (400) 20:00 (573)

0:19:52 (594) 0:36:20 (583) 1:01:01 (600) 1:17:21 (595) 1:37:22 (598)
IT企業 (531) 19:52 (594) 16:28 (410) 24:41 (603) 16:20 (400) 20:01 (574)

0:17:53 (559) 0:35:38 (565) 0:55:11 (585) 1:16:52 (593) 1:37:53 (599)
一般 (58) 17:53 (559) 17:45 (511) 19:33 (561) 21:41 (589) 21:01 (587)

0:16:13 (467) 0:36:59 (588) 0:57:18 (594) 1:20:46 (602) 1:39:35 (600)
IT企業 (532) 16:13 (467) 20:46 (584) 20:19 (577) 23:28 (601) 18:49 (550)

594 305
シュナイダーエレクトリック
チームUPS 1:35:37

内野 邦郎

600 408
ミライト イケてる☆ガールズ

1:39:35

596 303
アイエスエフネットハーモニー

1:37:12

595 237
吉田 裕司

新海 柚香 佐々木 悠人 笹本 清徳 佐藤 悠作 梶山 政輝

メディアバーンBD
1:36:19

安保 良 鈴木 祥吾 桑本 憂樹 中村 浩

中井  学 稲田  真一 宮下  勇人

小林 稔 佐藤 駿 中山 泰維

597 461
FOCUS SYSTEMS チームU

1:37:21
山根  勝彦 鈴木  祐輔

578 516
【ISB】走るが負け

1:31:06
下向 博勝

584 24
ゴットハータ

1:31:53

牧山 瞭 山越 新大

588 453
チームKTC

1:32:36

587 710
野村 三平

桑木 健介 伏見 裕介 山中 遼 大野 琢也 古石 雄揮

EXA チームD
1:32:27

寺澤 東虎 井関 光博 保足 恵吏子 小林 靖幸

栗原 慶二 越野 裕孝 佐々木 淳一

580 54
油少なめ麺固め

1:31:30

579 337
鎌倉 雄平

川島 拓弥 弥永 大輔 野村 慎一郎 下村 建 岩田 光司

C-QUICK7
1:31:21

濱岡 聖悟 大石 颯臣 河北 守 岡田 尚夫

川畑 菜水 河口 奈緒 見目 紗希 テー スー 馬崎 美穂

榊原 雅和 原田 雄一郎

599 243
ダイセーヒタチ

1:37:53
井口 淳 鈴木 雄二 大瀧 英郎 伊藤 龍郎

598 551
Focus T

1:37:22

佐野 裕二

今田 晴大 中谷 力

593 108
オレンジアーチチームD

1:35:02
芦田 祥吾 江本 彩乃

鈴木 英司 今井 洸太 江端 和之 和田 香奈子 嶋 優樹

北村 貴志 仙石 浩規

591 212
きゃべつ

1:33:44
山田 和菜 高橋 理紀 藤原 恭兵 宇佐美 さとみ

592 35
STS ちくわ大明神

1:34:32

吉田 建也 朝蔭 幸信

近藤 優子 新田 頼布 山田 光輝

バラクーダ シーサン バラクーダ シーヨン バラクーダ シーゴ

590 220
営業部3課

1:33:21
沼沢 宰 佐々木 勝美 大場 純平

589 621
Barracuda C

1:32:52
バラクーダ シーイチ バラクーダ シーニ

大松 亮

山岸 千夏 藤井 美沙

585 412
ミライト 五反田CLチームささ
き 1:32:00

鈴木 孝平 五傳木 稔

秦 政代志 橘 咲弥 市村 梨香子 竹内 景 佐藤 玲

二村 浩寿 副島 潤二

583 216
WEIC FRESH5

1:31:50
坂口 諒介 宮本 祐介 萩原 誠 斎藤 裕樹

586 295
エキサイトフレンズ

1:32:08
古賀 詩織

篠崎 正継 中島 聡美 土井 麻美

582 133
Charlie’s

1:31:39
北見 純一郎 黒澤 千春 川上 哲男

581 681
ちーむお菓子屋さん

1:31:38
小林 千明 伊藤 友紀代

西沢 和司

渡部 絢 髙木 康弘

577 734
FessチームC

1:30:51
加藤 翔 中田 健司

レリトー ジャン・クリストフ 吉田 明正 岩澤 純子 青砥 理恵 佐藤 晴彦
576 310

シュナイダーエレクトリック
チーム埼京 1:30:22

吉田 光 宇都 明宣

鈴木 浩一 仲西 健 高野 元気
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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

総合成績

第8回NIPPON ITチャリティ駅伝
2017年12月10日（日）

シンボルプロムナード公園（夢の広場・夢の大橋）

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

0:20:29 (597) 0:40:23 (600) 0:59:01 (597) 1:21:14 (603) 1:40:08 (601)
IT企業 (533) 20:29 (597) 19:54 (573) 18:38 (528) 22:13 (594) 18:54 (552)

0:20:48 (600) 0:41:35 (601) 0:59:51 (598) 1:19:32 (600) 1:40:10 (602)
IT企業 (534) 20:48 (600) 20:47 (585) 18:16 (515) 19:41 (562) 20:38 (582)

0:18:59 (578) 0:35:42 (568) 0:56:38 (591) 1:13:21 (579) 1:41:08 (603)
IT企業 (535) 18:59 (578) 16:43 (438) 20:56 (587) 16:43 (430) 27:47 (605)

0:21:26 (603) 0:47:51 (606) 1:10:41 (606) 1:28:04 (604) 1:46:30 (604)
一般 (59) 21:26 (603) 26:25 (605) 22:50 (598) 17:23 (482) 18:26 (542)

0:20:14 (596) 0:46:01 (604) 1:05:14 (604) 1:29:25 (605) 1:48:25 (605)
一般 (60) 20:14 (596) 25:47 (604) 19:13 (549) 24:11 (602) 19:00 (558)

0:13:06 (163) 0:29:21 (263) 0:47:54 (392)
IT企業 13:06 (163) 16:15 (390) 18:33 (525)

IT企業

IT企業

IT企業

一般

IT企業

IT企業

IT企業

IT企業

IT企業

IT企業

DNS 203
ワタミメンバーズアライアンス
②

池谷 豊

DNS 736
FessチームE

DNS 450
メンズローラーダービージャ
パン

DNS 210
蒔野 大輔

石原 大輔 三島 秀彦 鷲巣 和也 児玉 篤史 安藤 駿

チームCTCBS
増井 慶成 北川 淳之介 山崎 晴之 竹島 康介

トランバン タムエム 髙橋 誠志

604 554
サバーズ２

1:46:30

603 422
藤田 繁

多田 恵 横山 晴規 黒澤 敦 服部 将 加藤 遥香

ミライト G・G
1:41:08

松崎 勝 上條 正行 亀倉 英明 寺前 亨

菊池 彩純 渡邉 紀政 佐久間 紗英

豊澤 武史 長谷川 秀樹 三浦 慎司 田中 昴太 長間 将司

山崎 貴子 阿部 江津子

DNS 701
EPS２

安部 秀俊 工藤 俊樹 猪井 哲郎 中谷 正暁

村瀬 俊紀 犬童 功 真山 弘行

DNS 689
シスコ チームCPS

小口 友理 石垣 美津代 加藤 陽子

DNS 611
BI戦士

高橋 聖 橋詰 史輝

佐藤 裕樹

太田 亜希子 中西 百合香

DNS 131
E

加納 雅也 加納 雅也

伊藤 誠 橋谷 優杏 西山 茅波 青木 芽衣 堀河 虹介

鈴木 裕美 横山 兼人

DNS 31
絶対絶命

山田 俊行 岸本 直也 牧野 拓哉 安發 慶汰

DNS 117
スマイリー2017

島崎 由香 吉田 良二

加納 雅也 加納 雅也 加納 雅也

山口 伸也 岩田 輝吉 小田 進之助

DNF 749
ぐるなびチームD

八巻 大輔 木村 美貴 渡邉 悠

605 219
営業部2課

1:48:25
長井 一貴 小田 茂臣

渡辺 健太

古屋敷 さくら 上野 凌

601 618
チームゆるふわ

1:40:08
山本 賢太郎 塚本 彩花

602 545
【ISB】New Comer

1:40:10
石地 知興
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