
順位 NO. 所属 第1走者 タイム ラップ 第2走者 タイム ラップ 第3走者 タイム ラップ 第4走者 タイム ラップ
1 110 福生警察署 阿南 裕史 07:54.53 (07:54.53) 片岡 大輔 16:27.55 (8:33.01) 福森 大介 25:14.32 (8:46.77) 樋渡 健一 33:50.79 (8:36.46)
2 75 福生三中オールドスターズ 土屋 維智彦 07:47.63 (07:47.63) 青鹿 龍弥 17:02.95 (9:15.31) 宮崎　雅史 26:01.23 (8:58.28) 鬼頭 瑛土 34:24.62 (8:23.38)
3 70 都立福生高校陸上部 入澤 真澄 08:51.41 (08:51.41) 清水 大紋 17:12.33 (8:20.92) 宮川 哲哉 25:38.45 (8:26.11) 渡邉 裕太 34:36.17 (8:57.71)
4 72 Panther Boys Galvin Daniel 08:06.51 (08:06.51) Riley Bryan 17:07.53 (9:01.01) Wiest George 26:58.28 (9:50.75) Patterson George 34:40.65 (7:42.36)
5 77 福生RC チームA 高水 良治 08:40.75 (08:40.75) 篠原 泰治 17:42.80 (9:02.04) 山路 高啓 26:42.65 (8:59.85) スティーブン テイラー 35:53.41 (9:10.76)
6 83 消防団第２分団S 高橋 直志 08:57.42 (08:57.42) 佐藤 隆一郎 19:43.48 (10:46.06) 小林 寛之 29:28.72 (9:45.24) 飯田 理広 38:16.30 (8:47.57)
7 119 福生消防署 丸山 大輔 09:54.56 (09:54.56) 原田 良一 19:50.20 (9:55.64) 鈴木 和徳 29:40.31 (9:50.10) 中村 太祐 38:46.54 (9:06.23)
8 74 チームTax 青島 祐太朗 10:04.51 (10:04.51) 山下 真央 21:07.98 (11:03.47) 田村 清孝 31:10.10 (10:02.12) 久保 雅法 43:04.61 (11:54.51)
9 78 福生RC チームB 笹野 柚季 11:03.98 (11:03.98) 青木 浩実 20:54.73 (9:50.75) 横田 哲男 32:59.25 (12:04.51) 山口 睦実 43:47.91 (10:48.65)

10 81 消防団第２分団三番員 斉藤 隆 11:42.58 (11:42.58) 大井 脩 24:16.11 (12:33.53) 太田 正樹 35:11.04 (10:54.92) 本橋 龍一 45:49.56 (10:38.52)
11 73 Hop? Step? 松原 朝範 10:06.64 (10:06.64) 久保 富成 21:49.76 (11:43.12) 山中 一郎 32:35.36 (10:45.59) 百瀬 翔一 46:33.88 (13:58.51)
12 71 チームＦＦＭ 村山 利夫 13:07.41 (13:07.41) 川村 道治 24:41.73 (11:34.31) 小川　雄也 36:15.92 (11:34.19) 小田川 直樹 47:31.15 (11:15.22)
13 82 消防団第２分団LG 玉井 達浩 11:52.42 (11:52.42) 内堀 洋則 23:38.30 (11:45.87) 松井 孝二 36:22.58 (12:44.28) 福岡 伸之 49:49.14 (13:26.55)
14 76 サチコのコブン達 倉林 光 11:54.34 (11:54.34) 野地 惇志 24:18.71 (12:24.37) 永澤 直人 37:16.63 (12:57.91) 永澤 優馬 50:03.82 (12:47.19)
15 80 消防団第２分団二番員 貫井 大輔 16:10.66 (16:10.66) 平瀬 慎士 27:46.16 (11:35.50) 友野 裕司 39:31.78 (11:45.61) 堀川 勇太 50:41.60 (11:09.82)
16 84 消防団第２分団Ｔ 髙木 誠 14:29.28 (14:29.28) 明智 弘貴 27:54.75 (13:25.47) 吉田 翼 41:30.58 (13:35.83) 横瀬 友佑 54:04.60 (12:34.01)
17 79 消防団第２分団一番員 石川 真史 16:11.48 (16:11.48) 堀江 祐樹 30:11.00 (13:59.51) 前田 文昭 43:12.66 (13:01.66) 坂本 圭吾 54:59.67 (11:47.01)
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