
ぴあ夢の島エンジョイランニング駅伝大会2014　【総合記録】 2014年3月8日（土）

順位 No. 総合記録

0:15:58 (1) 0:25:39 (1) 0:41:54 (1) 0:50:58 (1) 1:07:01 (1)
男子チーム (1) 15:58 (1) 9:41 (4) 16:15 (2) 9:04 (1) 16:03 (1)

0:17:31 (5) 0:26:40 (3) 0:43:13 (3) 0:52:54 (2) 1:09:13 (2)
男子チーム (2) 17:31 (5) 9:09 (1) 16:33 (3) 9:41 (3) 16:19 (2)

0:16:33 (2) 0:26:04 (2) 0:41:59 (2) 0:53:11 (3) 1:09:53 (3)
男子チーム (3) 16:33 (2) 9:31 (3) 15:55 (1) 11:12 (7) 16:42 (3)

0:18:03 (6) 0:28:13 (5) 0:46:42 (5) 0:56:47 (5) 1:13:38 (4)
男子チーム (4) 18:03 (6) 10:10 (6) 18:29 (5) 10:05 (4) 16:51 (4)

0:16:54 (3) 0:28:25 (6) 0:47:27 (6) 0:56:42 (4) 1:13:38 (5)
男子チーム (5) 16:54 (3) 11:31 (11) 19:02 (7) 9:15 (2) 16:56 (5)

0:19:40 (11) 0:31:53 (10) 0:50:57 (8) 1:02:59 (6) 1:19:28 (6)
男女混合チーム (1) 19:40 (11) 12:13 (21) 19:04 (8) 12:02 (11) 16:29 (6)

0:17:29 (4) 0:26:54 (4) 0:45:20 (4) 1:03:42 (9) 1:23:11 (7)
男子チーム (6) 17:29 (4) 9:25 (2) 18:26 (4) 18:22 (21) 19:29 (8)

0:18:41 (8) 0:30:45 (7) 0:49:44 (7) 1:03:08 (7) 1:23:13 (8)
男女混合チーム (2) 18:41 (8) 12:04 (18) 18:59 (6) 13:24 (18) 20:05 (9)

0:21:14 (23) 0:33:25 (16) 0:53:14 (10) 1:05:31 (10) 1:23:53 (9)
男子チーム (7) 21:14 (23) 12:11 (20) 19:49 (12) 12:17 (12) 18:22 (7)

0:20:31 (14) 0:32:28 (12) 0:51:35 (9) 1:03:26 (8) 1:24:46 (10)
男子チーム (8) 20:31 (14) 11:57 (17) 19:07 (9) 11:51 (10) 21:20 (10)

0:21:59 (35) 0:34:07 (23) 0:55:23 (18) 1:06:50 (13) 1:25:31 (11)
男子チーム (9) 21:59 (35) 12:08 (19) 21:16 (20) 11:27 (9) 18:41 (11)

0:19:50 (1) 0:29:48 (1) 0:51:15 (1) 1:07:22 (1) 1:26:41 (1)
19:50 (1) 9:58 (1) 21:27 (1) 16:07 (1) 19:19 (1)

0:22:07 (36) 0:38:02 (54) 0:57:11 (26) 1:09:58 (23) 1:26:53 (12)
男女混合チーム (3) 22:07 (36) 15:55 (92) 19:09 (10) 12:47 (29) 16:55 (12)

0:22:23 (41) 0:33:32 (17) 0:55:05 (16) 1:06:12 (11) 1:27:01 (13)
男子チーム (10) 22:23 (41) 11:09 (9) 21:33 (25) 11:07 (5) 20:49 (14)

0:21:45 (29) 0:31:50 (9) 0:54:50 (13) 1:07:32 (16) 1:27:02 (14)
男子チーム (11) 21:45 (29) 10:05 (5) 23:00 (44) 12:42 (15) 19:30 (13)

0:22:31 (43) 0:33:55 (22) 0:56:23 (22) 1:07:32 (17) 1:28:18 (15)
男子チーム (12) 22:31 (43) 11:24 (10) 22:28 (37) 11:09 (6) 20:46 (15)

0:18:25 (7) 0:32:04 (11) 0:53:37 (11) 1:07:55 (18) 1:29:00 (16)
男女混合チーム (4) 18:25 (7) 13:39 (43) 21:33 (26) 14:18 (20) 21:05 (16)

0:21:05 (18) 0:32:58 (14) 0:55:26 (19) 1:06:39 (12) 1:29:02 (17)
男子チーム (13) 21:05 (18) 11:53 (15) 22:28 (38) 11:13 (8) 22:23 (18)

0:22:26 (42) 0:34:51 (29) 0:54:37 (12) 1:07:28 (14) 1:29:09 (18)
男女混合チーム (5) 22:26 (42) 12:25 (23) 19:46 (11) 12:51 (16) 21:41 (17)

0:21:12 (20) 0:33:04 (15) 0:55:22 (17) 1:09:52 (22) 1:29:47 (19)
男子チーム (14) 21:12 (20) 11:52 (14) 22:18 (34) 14:30 (35) 19:55 (19)

0:23:21 (56) 0:33:37 (18) 0:55:00 (15) 1:09:04 (20) 1:30:03 (20)
男女混合チーム (6) 23:21 (56) 10:16 (7) 21:23 (22) 14:04 (19) 20:59 (21)

0:21:58 (34) 0:33:38 (19) 0:55:47 (20) 1:09:10 (21) 1:30:08 (21)
女子チーム (1) 21:58 (34) 11:40 (13) 22:09 (32) 13:23 (17) 20:58 (20)

0:23:03 (50) 0:33:52 (21) 0:54:56 (14) 1:07:29 (15) 1:32:05 (22)
男女混合チーム (7) 23:03 (50) 10:49 (8) 21:04 (18) 12:33 (14) 24:36 (22)

0:19:32 (10) 0:34:16 (26) 0:56:14 (21) 1:08:39 (19) 1:32:35 (23)
男女混合チーム (8) 19:32 (10) 14:44 (63) 21:58 (30) 12:25 (13) 23:56 (24)

0:24:52 (79) 0:37:50 (51) 0:59:28 (35) 1:11:37 (25) 1:32:35 (24)
男女混合チーム (9) 24:52 (79) 12:58 (32) 21:38 (27) 12:09 (24) 20:58 (23)

0:21:15 (24) 0:32:51 (13) 0:56:54 (23) 1:10:35 (24) 1:32:45 (25)
男子チーム (15) 21:15 (24) 11:36 (12) 24:03 (57) 13:41 (33) 22:10 (25)

0:22:58 (46) 0:39:08 (67) 1:00:11 (39) 1:12:25 (28) 1:33:11 (26)
男子チーム (16) 22:58 (46) 16:10 (97) 21:03 (17) 12:14 (25) 20:46 (26)

0:19:27 (9) 0:31:49 (8) 0:56:56 (24) 1:12:45 (31) 1:33:31 (27)
男子チーム (17) 19:27 (9) 12:22 (22) 25:07 (75) 15:49 (38) 20:46 (27)

0:23:06 (53) 0:36:24 (39) 0:57:43 (30) 1:12:12 (27) 1:33:33 (28)
男女混合チーム (10) 23:06 (53) 13:18 (36) 21:19 (21) 14:29 (34) 21:21 (28)

0:22:08 (37) 0:36:45 (43) 1:01:24 (49) 1:13:56 (39) 1:33:41 (29)
男女混合チーム (11) 22:08 (37) 14:37 (60) 24:39 (68) 12:32 (26) 19:45 (29)

0:22:13 (39) 0:37:16 (47) 1:00:31 (43) 1:13:15 (35) 1:33:44 (30)
男女混合チーム (12) 22:13 (39) 15:03 (72) 23:15 (49) 12:44 (27) 20:29 (30)

0:21:09 (19) 0:33:45 (20) 0:57:13 (27) 1:12:05 (26) 1:33:49 (31)
男女混合チーム (13) 21:09 (19) 12:36 (25) 23:28 (53) 14:52 (37) 21:44 (31)

0:27:11 (99) 0:41:17 (84) 1:02:46 (60) 1:15:11 (46) 1:34:31 (32)
男子チーム (18) 27:11 (99) 14:06 (48) 21:29 (24) 12:25 (46) 19:20 (32)

0:23:44 (63) 0:36:59 (46) 0:57:06 (25) 1:13:36 (38) 1:35:09 (33)
男女混合チーム (14) 23:44 (63) 13:15 (33) 20:07 (14) 16:30 (39) 21:33 (33)

0:22:56 (45) 0:39:57 (72) 0:59:54 (37) 1:13:24 (37) 1:35:47 (34)
男子チーム (19) 22:56 (45) 17:01 (102) 19:57 (13) 13:30 (31) 22:23 (34)

齋藤 誠一

34 15
チームマテ茶

1:35:47
仙場 雅士 金子 一哉 桜井 秀樹 伊藤 良師 金澤 文彦

熊野 尊文 岡田 太朗

33 234
夢は必ず叶う

1:35:09
長谷川 明寛 五十嵐 京子 三浦 保志 半村 多恵子

新井 健大 後藤 仁志 生方 誠司

32 32
新生いなっちFC

1:34:31
枝川 直人 稲沢 寧一 小森 崇史

31 266
Ubuken2014

1:33:49
城戸 寿弘 谷 紘子

谷口 裕一

30 210
大京ＲＣ　Ｂ

1:33:44
鎗田 和彦 関根 美佳 野宮 尚樹 神戸 吉彦 栗原 清

大野 弘子 真野 優也

29 249
蝶友会走遊部

1:33:41
野邊地 正広 小柳 結花 佐藤 亮 岩瀬 優子

内藤 泰宏 水沼 寛幸 佐伯 直貴

28 233
はいじ

1:33:33
渡邉 一樹 木村 法子 笛木 健男

27 4
アウル

1:33:31
三浦 昇 渡邊 康雄

毛井 宏史

26 25
チームＳ

1:33:11
鈴木 康夫 土田 武徳 青木 将太 宇佐見 潤 柴﨑 隆宏

阿部 晃佳 横田 俊文

25 12
ゆたまん

1:32:45
増田 仲利 野尻 悠太 川名 正顕 後藤 勇人

末吉 央 高塚 謙 山内 和哉

24 209
大京ＲＣ　Ａ

1:32:35
昆野 和幸 田島 美江 河合 俊信

23 245
丈夫な軟骨

1:32:35
高木 俊哉 末吉 かおり

山崎 ゆき

22 212
チーム６３４

1:32:05
森次 理智 君塚 祐美 村山 武蔵 重谷 武宏 山本 裕介

大作 卓也 野口 綾香

21 105
なか.com

1:30:08
中 しおり 斉藤 千種 山口 文 堀岡 宏美

奥野 政樹 五月女 純 中村 慎輔

20 236
チームコジマ

1:30:03
玉井 啓太 武田 光太郎 小島 実

19 20
メタルハーツ

1:29:47
上村 陽 ウエストブルック ジェシー

笹村 敏夫

18 274
Breeze A

1:29:09
荒川 修平 日暮 直子 野島 雅俊 安河内 雅人 清原 尚彦

小林 夏実 槙原 崇志

17 7
ＬＬＲ２１

1:29:02
中尾 康之 中島 亮 稲垣 直洋 宮田 淳一

戸田 英之 藤原 健起 石塚 正徳

16 270
TEAM☆適正飲酒

1:29:00
亀井 智史 上垣 智里 杉山 舞

15 11
闘走心　走魂

1:28:18
根岸 貞夫 清水 邦明

毛利 崇正

14 29
４ＦＵ

1:27:02
関根 昂人 助川 嘉教 笠井 健史 橋本 将 小池 智章

有我 塁 飯塚 哲史

13 28
ハッピーパンチャーズ

1:27:01
松尾 晃典 千葉 大 山岸 克美 菊池 昌樹

吉澤 永一 森脇 健児 西田 隆維

12 268
Ｍｉｙａクラブ

1:26:53
黒木 章博 宮倉 幸恵 山下 裕貴

OPEN 501
ゲストチーム

1:26:41
森脇 健児 西田 隆維

中川西 学

11 30
Breeze B

1:25:31
岡 睦丸 岸野 竜太 市丸 健 寺井 誠 飯島 拓也

金子 尊博 平山 裕之

10 1
インテルC

1:24:46
清水 隆史 伊藤 重彦 稲田 智志 古田 隆史

21
サムズ★アップ

1:23:53
樋口 洋介 原 勝彦 山本 一夫

5 27
J-CLUB

1:13:38

若杉 拓哉

8 217
Kチーム

1:23:13

1 19 1:07:01
もんちゃん

渋谷 慶太 坂本 久美子 北澤 聡

9

チーム名 1区（5km） 2区（2.5km） 3区（5km） 4区（2.5km） 5区（5km）

瀧上 慶子 中塚 啓治

水無瀬 智 高山 将弘 野田 耕生 山縣 昌平
7 16

わたのみや
1:23:11

菅野 渉

6 267
VO2max

1:19:28
田中 健太郎 定常 銘美 小菅 惇 清水 美紗子 嶋田 健士郎

外村 直樹 吉田 致遠 大木 崇嘉 水野 哲太

寺内 慎太郎

4 26
チーム松葉

1:13:38
正木 成 高岡 優大 椎名 政貴 海老原 圭 平井 陽大

松田 憲彦 中込 暁 高梨 寛隆 田所 秀伍
3 14

チームK
1:09:53

長島 亮太

2 9
ウマが合う馬達

1:09:13
福島 有太郎 児玉 岳 清水 孝一郎 山口 祐和 鈴木 大智

門出 康孝 内山 雄貴 濵松 主臣 坂庭 大輝



ぴあ夢の島エンジョイランニング駅伝大会2014　【総合記録】 2014年3月8日（土）

順位 No. 総合記録チーム名 1区（5km） 2区（2.5km） 3区（5km） 4区（2.5km） 5区（5km）

0:24:05 (67) 0:38:27 (60) 1:00:55 (46) 1:12:43 (30) 1:35:54 (35)
男子チーム (20) 24:05 (67) 14:22 (55) 22:28 (39) 11:48 (22) 23:11 (36)

0:23:59 (65) 0:37:16 (48) 1:00:06 (38) 1:13:11 (34) 1:35:59 (36)
男女混合チーム (15) 23:59 (65) 13:17 (34) 22:50 (41) 13:05 (30) 22:48 (35)

0:23:39 (61) 0:36:17 (37) 0:59:31 (36) 1:13:06 (32) 1:36:27 (37)
男女混合チーム (16) 23:39 (61) 12:38 (27) 23:14 (48) 13:35 (32) 23:21 (37)

0:22:12 (38) 0:40:20 (77) 1:00:42 (45) 1:14:38 (42) 1:36:41 (38)
男女混合チーム (17) 22:12 (38) 18:08 (111) 20:22 (15) 13:56 (55) 22:03 (38)

0:21:51 (31) 0:35:45 (33) 0:58:42 (33) 1:13:19 (36) 1:36:44 (39)
男女混合チーム (18) 21:51 (31) 13:54 (45) 22:57 (43) 14:37 (36) 23:25 (39)

0:21:12 (22) 0:36:13 (36) 1:00:24 (41) 1:13:08 (33) 1:37:20 (40)
男女混合チーム (19) 21:12 (22) 15:01 (68) 24:11 (59) 12:44 (28) 24:12 (41)

0:20:04 (13) 0:34:15 (25) 0:57:48 (31) 1:16:38 (55) 1:37:21 (41)
男女混合チーム (20) 20:04 (13) 14:11 (49) 23:33 (54) 18:50 (76) 20:43 (40)

0:21:26 (25) 0:34:10 (24) 0:58:53 (34) 1:14:49 (43) 1:37:43 (42)
男子チーム (21) 21:26 (25) 12:44 (28) 24:43 (69) 15:56 (66) 22:54 (42)

0:24:06 (68) 0:37:40 (50) 1:00:37 (44) 1:12:35 (29) 1:37:48 (43)
男子チーム (22) 24:06 (68) 13:34 (41) 22:57 (42) 11:58 (23) 25:13 (43)

0:24:54 (80) 0:38:55 (63) 1:03:07 (62) 1:15:23 (47) 1:38:12 (44)
男女混合チーム (21) 24:54 (80) 14:01 (46) 24:12 (60) 12:16 (42) 22:49 (44)

0:25:16 (84) 0:38:07 (55) 1:02:29 (57) 1:15:06 (45) 1:38:27 (45)
男子チーム (23) 25:16 (84) 12:51 (31) 24:22 (63) 12:37 (48) 23:21 (45)

0:25:58 (88) 0:41:26 (87) 1:06:00 (79) 1:16:36 (54) 1:38:56 (46)
男女混合チーム (22) 25:58 (88) 15:28 (86) 24:34 (67) 10:36 (40) 22:20 (47)

0:23:02 (48) 0:38:18 (58) 1:00:29 (42) 1:17:28 (58) 1:39:04 (47)
男女混合チーム (23) 23:02 (48) 15:16 (81) 22:11 (33) 16:59 (70) 21:36 (46)

0:24:03 (66) 0:36:36 (41) 1:01:29 (50) 1:14:55 (44) 1:39:16 (48)
男女混合チーム (24) 24:03 (66) 12:33 (24) 24:53 (73) 13:26 (51) 24:21 (48)

0:28:08 (105) 0:41:41 (89) 1:04:58 (72) 1:19:10 (65) 1:39:48 (49)
男女混合チーム (25) 28:08 (105) 13:33 (40) 23:17 (51) 14:12 (57) 20:38 (49)

0:23:05 (52) 0:36:23 (38) 1:01:13 (48) 1:15:53 (50) 1:40:08 (50)
男女混合チーム (26) 23:05 (52) 13:18 (35) 24:50 (70) 14:40 (58) 24:15 (50)

0:19:47 (12) 0:34:46 (28) 1:00:15 (40) 1:15:54 (51) 1:40:37 (51)
男女混合チーム (27) 19:47 (12) 14:59 (67) 25:29 (80) 15:39 (65) 24:43 (51)

0:26:27 (93) 0:40:45 (81) 1:07:07 (87) 1:18:43 (63) 1:40:52 (52)
男子チーム (24) 26:27 (93) 14:18 (52) 26:22 (86) 11:36 (41) 22:09 (52)

0:23:22 (57) 0:40:06 (75) 1:04:38 (71) 1:17:03 (57) 1:41:35 (53)
男女混合チーム (28) 23:22 (57) 16:44 (100) 24:32 (66) 12:25 (45) 24:32 (53)

0:21:57 (33) 0:34:34 (27) 0:57:35 (29) 1:14:38 (41) 1:42:15 (54)
男女混合チーム (29) 21:57 (33) 12:37 (26) 23:01 (45) 17:03 (72) 27:37 (54)

0:23:11 (54) 0:36:00 (35) 1:02:58 (61) 1:16:33 (53) 1:42:28 (55)
男女混合チーム (30) 23:11 (54) 12:49 (30) 26:58 (98) 13:35 (52) 25:55 (55)

0:24:57 (81) 0:40:08 (76) 1:02:31 (58) 1:19:41 (71) 1:42:58 (56)
男女混合チーム (31) 24:57 (81) 15:11 (76) 22:23 (36) 17:10 (73) 23:17 (56)

0:27:15 (100) 0:40:01 (73) 1:02:10 (54) 1:22:08 (82) 1:43:08 (57)
男女混合チーム (32) 27:15 (100) 12:46 (29) 22:09 (31) 19:58 (98) 21:00 (57)

0:20:34 (15) 0:35:02 (30) 1:01:53 (52) 1:15:45 (49) 1:43:09 (58)
男女混合チーム (33) 20:34 (15) 14:28 (57) 26:51 (95) 13:52 (54) 27:24 (58)

0:23:02 (49) 0:36:50 (45) 1:01:40 (51) 1:15:39 (48) 1:43:17 (59)
男女混合チーム (34) 23:02 (49) 13:48 (44) 24:50 (71) 13:59 (56) 27:38 (59)

0:21:12 (21) 0:35:33 (32) 0:58:36 (32) 1:14:36 (40) 1:43:24 (60)
男女混合チーム (35) 21:12 (21) 14:21 (53) 23:03 (46) 16:00 (68) 28:48 (61)

0:30:21 (113) 0:46:04 (113) 1:09:32 (104) 1:22:52 (87) 1:43:27 (61)
男女混合チーム (36) 30:21 (113) 15:43 (88) 23:28 (52) 13:20 (78) 20:35 (60)

0:23:43 (62) 0:38:57 (64) 1:04:13 (67) 1:19:11 (66) 1:43:48 (62)
男女混合チーム (37) 23:43 (62) 15:14 (77) 25:16 (77) 14:58 (61) 24:37 (62)

0:25:11 (83) 0:43:52 (103) 1:05:16 (76) 1:20:22 (77) 1:43:53 (63)
男女混合チーム (38) 25:11 (83) 18:41 (114) 21:24 (23) 15:06 (62) 23:31 (64)

0:24:50 (78) 0:40:41 (79) 1:06:54 (86) 1:23:33 (92) 1:43:54 (64)
男女混合チーム (39) 24:50 (78) 15:51 (89) 26:13 (84) 16:39 (94) 20:21 (63)

0:21:27 (26) 0:37:34 (49) 1:04:15 (68) 1:16:46 (56) 1:43:56 (65)
男子チーム (25) 21:27 (26) 16:07 (95) 26:41 (91) 12:31 (47) 27:10 (66)

0:23:03 (51) 0:36:32 (40) 1:02:06 (53) 1:18:27 (61) 1:44:02 (66)
男女混合チーム (40) 23:03 (51) 13:29 (38) 25:34 (82) 16:21 (69) 25:35 (65)

0:24:49 (77) 0:38:19 (59) 1:05:14 (75) 1:18:02 (60) 1:44:07 (67)
男女混合チーム (41) 24:49 (77) 13:30 (39) 26:55 (97) 12:48 (50) 26:05 (67)

0:21:56 (32) 0:36:46 (44) 1:03:08 (63) 1:17:55 (59) 1:44:20 (68)
男女混合チーム (42) 21:56 (32) 14:50 (64) 26:22 (87) 14:47 (59) 26:25 (68)

0:20:48 (17) 0:35:51 (34) 1:02:43 (59) 1:19:44 (73) 1:44:34 (69)
男女混合チーム (43) 20:48 (17) 15:03 (70) 26:52 (96) 17:01 (71) 24:50 (70)

野町 直弘

後藤 祥子 阪口 晴之

69 223
TGRT1

1:44:34
田中 進 遠田 信子 武田 智之 根本 さおり

河内 真 渡辺 尊英 栗原 清子

68 224
TGRT2

1:44:20
内田 広毅 関戸 純子 三宅 啓介

67 265
SCAS チーム2

1:44:07
泉 貴文 長谷川 あゆみ

長谷 善幸

66 215
闘走心　走愛

1:44:02
岩野 典章 小野打 晴香 興松 修治 宮下 千明 小野打 豊

山本 卓 田渕 哲也

65 18
5040+

1:43:56
飯澤 祥太郎 飯澤 祥久 加藤 次郎 須田 洋之

三橋 玄太郎 飯塚 直人 酒井 章光

64 260
チームＣ

1:43:54
千田 洋一 藤井 省吾 青鹿 愛子

63 275
ぴあJCBカード

1:43:53
平松 拓海 刀田 さやか

宮石 徹

62 230
NTET

1:43:48
佐藤 大輔 山田 圭子 菊田 徹 島田 薫 原嶋 直樹

依田 裕子 瀧崎 信子

61 214
ヱビスで乾杯!

1:43:27
松本 俊輔 冨田 貴恵 中村 洋輔 七森 理仁

杉山 充 高橋 英行 志方 知美

60 220
チームＡ

1:43:24
日置 英司 田口 秀孝 大原 俊男

59 237
スパルタン X

1:43:17
原田 慎也 永井 淳

砂賀 一範

58 279
チームとっぴあん

1:43:09
北坂 和浩 菅原 美代子 松田 友華 谷崎 美菜 藤原 恵

三石 真美 倉橋 琢磨

57 239
★ブラック★

1:43:08
木澤 修平 松澤 靖 小田 淳 郷原 朋子

中川 尚之 相川 実千代 杉山 學

56 251
★オレンヂ★

1:42:58
佐々木 俊夫 宮澤 雅之 下田 学

55 203
チームＣＰＫ

1:42:28
中島 賢治 齋藤 佐智子

柏木 雅哉

54 202
インテルB

1:42:15
村地 哲徳 戸渡 智菜美 クリステンセン グレッグ 野島 孝夫 小林 誠治

澤浦 寛之 奥澤 拓也

53 247
高木組

1:41:35
吉原 敦 関川 直子 塩沢 太 高木 淳憲

金児 孝二 川田 知子 中井 幹夫

52 23
チームＭ

1:40:52
三浦 久 山田 隆玄 鈴木 良尚

51 227
ＨＢＳランＡ

1:40:37
原 裕一 鵜澤 真由美

泉屋 敏弘

50 207
あんしん生命Ｃ

1:40:08
篠坂 透 満武 博詩 江尻 明 末包 マリ子 池田 弘行

在原 理沙 小林 哲也

49 204
おさきにどうぞ

1:39:48
佐川 邦明 藤田 友哉 鈴木 貴幸 福原 美和子

加藤 辰宏 金子 佳子 真志喜 良一

48 231
闇鍋

1:39:16
嶋田 智佳恵 南部 寛太 山田 明生

47 240
いきがいいぞA

1:39:04
太田 侑毅 久保 志穂

増井 侑

46 228
ＨＢＳランＢ

1:38:56
獺越 慶太 小林 美香 北原 隆治 小林 真人 石田 純一

飛世 はじめ 田倉 智行

45 31
Breeze Z

1:38:27
小林 雄太 吉田 太平 坂入 優弘 根岸 隆明

田名部 柾吾 佐久間 祐太 松田 涼平

44 269
flying world

1:38:12
飛世 瑞季 田倉 沙也加 飛世 真治

43 6
TKD5

1:37:48
武田 雄喜 北川 幸寛

平野 友善

42 22
朝日プレミアム

1:37:43
籔本 嘉和 小出 晋太郎 辻 和久 北尾 真也 宮下 和夫

大村 真人 淺田 浩司

41 272
黒ラベルで乾杯☆

1:37:21
野々脇 雅史 比企 あゆみ 萬谷 浩之 尾賀 雄一郎

岡本 大輝 田邉 健一 酒井 利光

40 235
チームＦＴ

1:37:20
笠井 英治 渡部 志織 山田 和彦

39 258
チームＮ

1:36:44
庭野 義弘 豊島 伸江

藤井 省吾

38 250
チーム池内

1:36:41
黒沼 晋 秦 明日香 坂口 幸裕 池内 新太郎 峯岸 博

青木 真咲 竹内 宏介

37 259
チームＦ

1:36:27
遠藤 信博 小川 友美 鈴木 尚子 鈴木 良尚

樋口 徹 糟谷 秀樹 山崎 勝

36 246
ＰＥＲ15倍

1:35:59
須永 太一朗 奥 貴史 荒川 大祐

35 24
goss

1:35:54
黒米 寿光 小国 隆三



ぴあ夢の島エンジョイランニング駅伝大会2014　【総合記録】 2014年3月8日（土）

順位 No. 総合記録チーム名 1区（5km） 2区（2.5km） 3区（5km） 4区（2.5km） 5区（5km）

0:28:17 (107) 0:45:05 (107) 1:06:16 (81) 1:22:12 (84) 1:44:34 (70)
男女混合チーム (44) 28:17 (107) 16:48 (101) 21:11 (19) 15:56 (88) 22:22 (69)

0:27:28 (102) 0:42:55 (98) 1:03:33 (64) 1:21:14 (78) 1:44:49 (71)
男女混合チーム (45) 27:28 (102) 15:27 (85) 20:38 (16) 17:41 (96) 23:35 (71)

0:22:49 (44) 0:37:50 (52) 1:01:07 (47) 1:19:27 (68) 1:44:52 (72)
男女混合チーム (46) 22:49 (44) 15:01 (69) 23:17 (50) 18:20 (75) 25:25 (72)

0:21:28 (27) 0:35:31 (31) 0:57:27 (28) 1:16:23 (52) 1:44:52 (73)
男女混合チーム (47) 21:28 (27) 14:03 (47) 21:56 (29) 18:56 (77) 28:29 (73)

0:25:40 (85) 0:39:00 (65) 1:06:40 (85) 1:23:00 (88) 1:45:26 (74)
男女混合チーム (48) 25:40 (85) 13:20 (37) 27:40 (99) 16:20 (90) 22:26 (74)

0:27:27 (101) 0:41:58 (90) 1:06:18 (82) 1:18:42 (62) 1:45:30 (75)
男女混合チーム (49) 27:27 (101) 14:31 (59) 24:20 (62) 12:24 (44) 26:48 (75)

0:26:40 (95) 0:41:02 (82) 1:07:21 (91) 1:20:06 (74) 1:45:40 (76)
男女混合チーム (50) 26:40 (95) 14:22 (54) 26:19 (85) 12:45 (49) 25:34 (76)

0:21:49 (30) 0:36:44 (42) 1:02:13 (56) 1:25:32 (102) 1:46:12 (77)
男女混合チーム (51) 21:49 (30) 14:55 (66) 25:29 (79) 23:19 (102) 20:40 (77)

0:30:31 (115) 0:45:46 (110) 1:08:25 (98) 1:23:39 (94) 1:46:26 (78)
男女混合チーム (52) 30:31 (115) 15:15 (78) 22:39 (40) 15:14 (83) 22:47 (78)

0:23:29 (58) 0:38:34 (61) 1:03:47 (66) 1:19:04 (64) 1:46:27 (79)
男女混合チーム (53) 23:29 (58) 15:05 (74) 25:13 (76) 15:17 (64) 27:23 (79)

0:26:53 (98) 0:41:09 (83) 1:07:58 (95) 1:22:16 (85) 1:46:50 (80)
男女混合チーム (54) 26:53 (98) 14:16 (51) 26:49 (94) 14:18 (79) 24:34 (80)

0:29:20 (110) 0:43:44 (102) 1:07:38 (93) 1:24:19 (99) 1:46:59 (81)
男女混合チーム (55) 29:20 (110) 14:24 (56) 23:54 (55) 16:41 (99) 22:40 (81)

0:26:25 (92) 0:41:19 (85) 1:05:47 (78) 1:19:36 (70) 1:47:01 (82)
男子チーム (26) 26:25 (92) 14:54 (65) 24:28 (65) 13:49 (53) 27:25 (82)

0:26:08 (90) 0:42:08 (92) 1:08:56 (100) 1:23:53 (98) 1:47:21 (83)
男女混合チーム (56) 26:08 (90) 16:00 (93) 26:48 (93) 14:57 (82) 23:28 (83)

0:26:05 (89) 0:43:34 (101) 1:07:54 (94) 1:20:12 (75) 1:47:24 (84)
男女混合チーム (57) 26:05 (89) 17:29 (106) 24:20 (61) 12:18 (43) 27:12 (85)

0:25:48 (87) 0:41:40 (88) 1:07:08 (88) 1:23:29 (91) 1:47:31 (85)
男女混合チーム (58) 25:48 (87) 15:52 (90) 25:28 (78) 16:21 (91) 24:02 (84)

0:23:31 (59) 0:38:50 (62) 1:04:21 (69) 1:19:12 (67) 1:47:34 (86)
男女混合チーム (59) 23:31 (59) 15:19 (83) 25:31 (81) 14:51 (60) 28:22 (86)

0:24:58 (82) 0:40:02 (74) 1:07:59 (96) 1:23:36 (93) 1:47:59 (87)
男女混合チーム (60) 24:58 (82) 15:04 (73) 27:57 (101) 15:37 (86) 24:23 (88)

0:24:41 (74) 0:39:51 (71) 1:02:12 (55) 1:20:13 (76) 1:48:04 (88)
男女混合チーム (61) 24:41 (74) 15:10 (75) 22:21 (35) 18:01 (74) 27:51 (90)

0:24:49 (76) 0:42:39 (96) 1:07:31 (92) 1:23:20 (90) 1:48:08 (89)
男女混合チーム (62) 24:49 (76) 17:50 (110) 24:52 (72) 15:49 (87) 24:48 (89)

0:24:19 (70) 0:44:55 (106) 1:11:26 (107) 1:27:37 (109) 1:48:11 (90)
男女混合チーム (63) 24:19 (70) 20:36 (116) 26:31 (106) 16:11 (109) 20:34 (87)

0:31:02 (118) 0:45:16 (108) 1:07:10 (89) 1:23:44 (96) 1:48:23 (91)
男女混合チーム (64) 31:02 (118) 14:14 (50) 21:54 (28) 16:34 (93) 24:39 (91)

0:21:32 (28) 0:39:03 (66) 1:05:41 (77) 1:23:48 (97) 1:48:27 (92)
男女混合チーム (65) 21:32 (28) 17:31 (107) 26:38 (90) 18:07 (97) 24:39 (92)

0:20:35 (16) 0:37:51 (53) 1:03:43 (65) 1:19:43 (72) 1:48:29 (93)
男女混合チーム (66) 20:35 (16) 17:16 (104) 25:52 (83) 16:00 (67) 28:46 (93)

0:23:00 (47) 0:38:15 (57) 1:05:01 (73) 1:22:09 (83) 1:48:37 (94)
男子チーム (27) 23:00 (47) 15:15 (79) 26:46 (92) 17:08 (95) 26:28 (94)

0:26:48 (97) 0:42:03 (91) 1:06:03 (80) 1:22:01 (81) 1:48:45 (95)
男女混合チーム (67) 26:48 (97) 15:15 (80) 24:00 (56) 15:58 (89) 26:44 (95)

0:22:15 (40) 0:38:09 (56) 1:07:15 (90) 1:22:51 (86) 1:48:52 (96)
男女混合チーム (68) 22:15 (40) 15:54 (91) 29:06 (103) 15:36 (85) 26:01 (97)

0:29:23 (111) 0:45:55 (112) 1:14:44 (112) 1:26:55 (105) 1:49:06 (97)
男子チーム (28) 29:23 (111) 16:32 (99) 28:49 (115) 12:11 (103) 22:11 (96)

0:23:19 (55) 0:40:38 (78) 1:05:02 (74) 1:21:29 (79) 1:49:11 (98)
男女混合チーム (69) 23:19 (55) 17:19 (105) 24:24 (64) 16:27 (92) 27:42 (98)

0:25:45 (86) 0:39:22 (68) 1:09:02 (101) 1:25:55 (103) 1:49:40 (99)
男女混合チーム (70) 25:45 (86) 13:37 (42) 29:40 (104) 16:53 (107) 23:45 (99)

0:27:34 (103) 0:42:12 (93) 1:06:19 (83) 1:21:36 (80) 1:49:55 (100)
男子チーム (29) 27:34 (103) 14:38 (61) 24:07 (58) 15:17 (84) 28:19 (100)

0:24:30 (72) 0:43:25 (100) 1:10:22 (105) 1:27:08 (107) 1:50:36 (101)
男女混合チーム (71) 24:30 (72) 18:55 (115) 26:57 (108) 16:46 (106) 23:28 (101)

0:24:25 (71) 0:39:28 (69) 1:04:26 (70) 1:19:36 (69) 1:50:45 (102)
男女混合チーム (72) 24:25 (71) 15:03 (71) 24:58 (74) 15:10 (63) 31:09 (102)

0:30:31 (114) 0:42:27 (94) 1:09:03 (102) 1:23:43 (95) 1:50:57 (103)
男女混合チーム (73) 30:31 (114) 11:56 (16) 26:36 (89) 14:40 (81) 27:14 (103)

0:29:54 (112) 0:44:36 (105) 1:11:22 (106) 1:29:01 (110) 1:52:16 (104)
男女混合チーム (74) 29:54 (112) 14:42 (62) 26:46 (107) 17:39 (110) 23:15 (104)

飯尾 幸恵 井戸 政樹

小林 千夏 大澤 智香 阿部 鉄治

104 244
LRC-A

1:52:16
森 豊 望月 正芳 本田 健一

103 213
TL大学競走部

1:50:57
吉田 百合恵 山下 えり

薄井 淳

102 278
チーム東出2014

1:50:45
遠藤 靖士 金子 留都子 喜多 剛志 伊藤 由美 東出 隆幸

西村 昌尚 鮫島 康裕

101 282
コールセンター高森軍団

1:50:36
吉田 正和 赤塚 優美子 高森 理之 山川 麻衣

井上 典俊 杉浦 由己 金子 信介

100 13
ES2

1:49:55
古市 俊裕 藤波 浩 桐原 実

99 221
HMT48

1:49:40
鈴木 邦弘 三吉 康文

杉原 大和

98 219
チームＭ

1:49:11
斉藤 淳 秋山 友里 板谷 喜人 坂野 真紀子 矢野 麻希子

鈴木 孝 北岡 太平

97 17
ES1

1:49:06
相澤 秀和 久安 隆詞 若竹 一宏 川久保 大輔

本多 俊哉 西森 奈緒 高原 達矢

96 257
AC2014

1:48:52
時田 佳典 渡邉 朗子 TRAN CASSANDRA

95 243
LRC-B

1:48:45
小島 武 荒井 加奈子

板橋 太郎

94 5
PRISMA

1:48:37
輿石 俊昭 吉田 裕暁 下川 功 中岡 伸一郎 東城 剛

瀧本 かおる 小沼 昌巳

93 241
いきがいいぞB

1:48:29
田村 拓実 西田 薫 兒嶋 治道 白木 真帆

脇田 芳郎 戸田 瑶子 安藤 周太

92 229
ＨＢＳランＣＣ

1:48:27
鈴木 一生 篠原 直子 天野 康介

91 232
ＮＡＬ-Ｂ

1:48:23
神長 芳治 宮崎 光平

鳥飼 彩子

90 256
Team J

1:48:11
柿田 理佳 松本 さくら 徳原 久雄 渡辺 華子 竹下 明文

高橋 篤子 小畠 勇樹

89 264
SCAS チーム1

1:48:08
佐藤 哲也 吉田 王軌 山田 倫行 下山 健

岡田 英彦 鉢呂 美和 池 俊郎

88 222
チームおおくぼ

1:48:04
大浪 誠 松本 忠司 大久保 元

87 238
スパルタン Z

1:47:59
金村 和幸 神田 沙里

山本 泰平

86 218
チームＪ

1:47:34
外山 明義 中野 宏幸 岡田 真由子 尾崎 哲郎 北山 由美子

ウエストブルック ジェシー ダービル ジョン

85 262
ＮＡＬ-Ａ

1:47:31
井澤 亮一 高場 有希 權正 貴雄 西田 雅美

石川 琢也 岩井 大爾 馬場 康郎

84 255
ゴッドラングス

1:47:24
吉川 進滋 加藤 みのり 立見 みどり

83 206
あんしん生命Ｂ

1:47:21
西田 央 鈴木 弥生

茂木 厚太朗

82 10
NDSSPRT

1:47:01
久保 章人 浅利 智英 山本 秀一 富永 武文 平山 武司

阿南 徹 田中 勢也

81 271
チームソルジャー2013

1:46:59
黒才 大輝 脇坂 麻美 落合 太一 高橋 有紀子

鈴木 秀明 水口 陽介 佐分 厚夫

80 208
★レッド★

1:46:50
関根 淳一 直川 紀夫 中本 由貴子

79 263
チームＢＰＳ

1:46:27
又坂 雅光 三輪 裕美子

中摩 哲也

78 252
すいかドロボー

1:46:26
小川 拓也 遠藤 智子 安藤 勇人 藤井 智之 木村 大輔

山地 昇 黒田 哲也

77 242
流北３年担任団

1:46:12
見延 慎也 長島 正勝 宮原 朋恵 柳沼 亜紀

山田 久史 藤野 誠 岩切 啓二

76 205
あんしん生命Ａ

1:45:40
小林 光哉 西山 智未 相澤 英生

75 226
日清食品陸上部

1:45:30
今津 絵里 川島 亜紀子

北野 直樹

74 277
PIA　2002

1:45:26
山本 慎二 篠崎 俊克 平岡 直樹 馬替 陽子 山中 伸浩

土井 麻利瑛 内山 和政

73 201
インテルA

1:44:52
木下 正明 小倉 絵里名 海野 浩志 二村 藍

藤川 亜希 古川 敦子 安田 篤史

72 225
チームＢＳ

1:44:52
矢城 和博 島崎 舞 岸田 祐輝

71 248
★ホワイト★

1:44:49
内山 俊彦 高倉 宏文

70 253
JogBeeA

1:44:34
植松 晃一 後藤 美佳 小山 貴史 竹内 麻衣 小山 貴史



ぴあ夢の島エンジョイランニング駅伝大会2014　【総合記録】 2014年3月8日（土）

順位 No. 総合記録チーム名 1区（5km） 2区（2.5km） 3区（5km） 4区（2.5km） 5区（5km）

0:24:39 (73) 0:49:19 (117) 1:12:57 (110) 1:27:07 (106) 1:52:53 (105)
男子チーム (30) 24:39 (73) 24:40 (118) 23:38 (105) 14:10 (104) 25:46 (105)

0:26:39 (94) 0:42:49 (97) 1:09:18 (103) 1:25:23 (101) 1:53:38 (106)
男女混合チーム (75) 26:39 (94) 16:10 (96) 26:29 (88) 16:05 (101) 28:15 (106)

0:27:42 (104) 0:45:31 (109) 1:13:35 (111) 1:30:18 (112) 1:54:08 (107)
男女混合チーム (76) 27:42 (104) 17:49 (109) 28:04 (109) 16:43 (114) 23:50 (107)

0:24:18 (69) 0:39:40 (70) 1:07:59 (97) 1:29:16 (111) 1:54:16 (108)
男女混合チーム (77) 24:18 (69) 15:22 (84) 28:19 (102) 21:17 (111) 25:00 (108)

0:23:55 (64) 0:42:32 (95) 1:12:34 (109) 1:26:45 (104) 1:54:55 (109)
男女混合チーム (78) 23:55 (64) 18:37 (113) 30:02 (110) 14:11 (105) 28:10 (109)

0:26:48 (96) 0:43:17 (99) 1:06:30 (84) 1:24:31 (100) 1:55:04 (110)
男女混合チーム (79) 26:48 (96) 16:29 (98) 23:13 (47) 18:01 (100) 30:33 (110)

0:30:34 (116) 0:45:52 (111) 1:17:06 (117) 1:31:12 (113) 1:56:31 (111)
女子チーム (2) 30:34 (116) 15:18 (82) 31:14 (117) 14:06 (112) 25:19 (111)

0:26:13 (91) 0:40:42 (80) 1:08:33 (99) 1:23:12 (89) 1:58:24 (112)
男子チーム (31) 26:13 (91) 14:29 (58) 27:51 (100) 14:39 (80) 35:12 (113)

0:23:36 (60) 0:41:25 (86) 1:11:27 (108) 1:27:17 (108) 1:58:34 (113)
男女混合チーム (80) 23:36 (60) 17:49 (108) 30:02 (111) 15:50 (108) 31:17 (112)

0:31:42 (119) 0:47:15 (115) 1:17:05 (116) 1:32:12 (114) 1:59:05 (114)
男女混合チーム (81) 31:42 (119) 15:33 (87) 29:50 (116) 15:07 (113) 26:53 (114)

0:29:08 (108) 0:46:17 (114) 1:18:39 (118) 1:34:46 (118) 2:00:31 (115)
女子チーム (3) 29:08 (108) 17:09 (103) 32:22 (119) 16:07 (118) 25:45 (115)

0:28:14 (106) 0:44:20 (104) 1:16:02 (113) 1:33:03 (115) 2:02:03 (116)
女子チーム (4) 28:14 (106) 16:06 (94) 31:42 (118) 17:01 (115) 29:00 (116)

0:29:14 (109) 0:49:57 (118) 1:16:42 (114) 1:34:02 (116) 2:02:17 (117)
男子チーム (32) 29:14 (109) 20:43 (117) 26:45 (112) 17:20 (116) 28:15 (117)

0:24:43 (75) 0:51:46 (119) 1:19:55 (119) 1:37:19 (119) 2:03:03 (118)
男女混合チーム (82) 24:43 (75) 27:03 (119) 28:09 (113) 17:24 (119) 25:44 (118)

0:30:37 (117) 0:48:45 (116) 1:17:00 (115) 1:34:22 (117) 2:05:11 (119)
女子チーム (5) 30:37 (117) 18:08 (112) 28:15 (114) 17:22 (117) 30:49 (119)

栗原 紀代子

増井 葉子 内島 一恵 横坂 静代

116 103
朝日女子会

2:02:03
平良 祥子 小林 直美 姫野 暁美

115 102
ムーちゃん２号

2:00:31
吉田 知紗 長田 典子

石川 由季

114 261
花ざかり＋１

1:59:05
望月 一美 川島 笑子 望月 静枝 阿部 歩美 望月 有希

堂野 浩明 石川 秀樹

113 280
チーム荒川区

1:58:34
大林 計隆 笹沼 真弓 藤村 英枝 荒川 充敏

内藤 ほのか 中村 早織 青木 美佳

112 8
プロスタッフ

1:58:24
金澤 順治 権田 誠 原之下 友裕

111 104
TEACHERS

1:56:31
兼子 夕佳 若松 亜美

横井 知子

110 281
チーム足立区

1:55:04
石田 翔 南部 茉莉子 新美 勝太 足立 辰也 小倉 麻衣子

竹本 由喜子 森茂 洋

109 273
チーム横井

1:54:55
横井 太郎 岡田 碧 鈴木 恵津子 松坂 泰明

木村 盛輝 井上 健一 白井 道子

108 276
Filmstock

1:54:16
古田 聡 望月 真希 山口 大志

107 211
大京ＲＣ　Ｃ

1:54:08
植松 功 片桐 久美子

城田 大悟

106 254
JogBeeB

1:53:38
佐藤 雅彦 知元 紀子 中井 勇介 高遠 祐子 大山 裕司

105 2
タニGO-J

1:52:53
今関 隆壮 江籠 靖高 菅原 正明 曽我 俊介

佐々木 亜希子畠中 千亜希 中山 友里江

島崎 愛

117 3
チーム k-j

2:02:17
山口 淳介 諏訪 五月 壱岐 恭秀 小倉 哲男 古川 哲朗

平田 和彦後藤 義徳 高山 衣世 飯島 一弘 高山 久
118 216

闘走心いたひご
2:03:03

119 101
ムーちゃん１号

2:05:11
宮川 佐知代 加藤 幸子


