
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 30 FCラックボーンA 関口 悠 05:36.81 (05:36.81) 中安 淳平 11:23.19 (5:46.38) 高山 幸聖 17:02.73 (5:39.54) 森谷 珠有 22:42.17 (5:39.43)
2 16 TEAMヒート 児島 唯歩 05:41.92 (05:41.92) 杉浦 友弥 11:28.38 (5:46.46) 田村 蓮 17:32.53 (6:04.14) 鬼頭 神威 23:10.80 (5:38.26)
3 9 福生ツインズＡ 岩浪 浩輝 05:15.22 (05:15.22) 小林 大起 11:18.62 (6:03.39) 野村 星空翔 17:24.84 (6:06.22) 紙原 史弥 23:30.01 (6:05.16)
4 17 福生リトル・サンズＡ 古田 翼 05:49.66 (05:49.66) 田中 怜 12:11.87 (6:22.20) 川島 圭達 18:02.03 (5:50.16) 森田 駿斗 24:05.49 (6:03.46)
5 18 福生リトル・サンズＢ 高橋 海音 06:00.11 (06:00.11) 荒谷 柊哉 12:07.88 (6:07.76) 萩原 青 18:14.68 (6:06.79) 松本 翔馬 24:07.99 (5:53.30)
6 11 Ｔｉｇｅｒ　Boys　３ Mckinley Brian 06:13.54 (06:13.54) Galvin Mickey 12:23.98 (6:10.43) Spraker Kiah 18:28.94 (6:04.96) Odom John 24:08.53 (5:39.59)
7 31 FCラックボーンB 岩本 帆流風 06:15.47 (06:15.47) 高橋 光 12:17.87 (6:02.40) 三ツ木 崚雅 18:29.33 (6:11.45) 河野 椋也 24:28.68 (5:59.35)
8 13 イツメン４ 深澤 蒼真 06:18.92 (06:18.92) 美和 歩空 12:08.53 (5:49.60) 田辺 心 18:10.09 (6:01.56) 峰岸 力也 24:36.60 (6:26.51)
9 37 ヤングジャイアンツA アヌマカジェラード知以磨 06:07.75 (06:07.75) 天川 琉乃祐 11:58.22 (5:50.47) 長坂 緑 18:14.44 (6:16.21) 君野 幹太 24:44.22 (6:29.78)

10 1 アーサ・スターズA 原 月温 06:10.53 (06:10.53) 中山 泰人 12:43.78 (6:33.24) 加藤 翔平 19:08.46 (6:24.67) 太田 和也 25:12.97 (6:04.50)
11 25 ペガサスＡ 森田 空我 06:32.05 (06:32.05) 藤原 克夢 12:58.32 (6:26.27) 保科 如仁以 19:12.29 (6:13.96) 谷部 仁哉 25:44.86 (6:32.57)
12 10 福生ツインズＢ 染谷 潤 06:20.55 (06:20.55) 川西 洸介 12:49.42 (6:28.87) 川西 広空 19:01.62 (6:12.20) 志村 敬太 26:14.56 (7:12.93)
13 40 ジュニアトルースA 佐藤 岬樹 06:28.14 (06:28.14) 八巻 駿 13:35.67 (7:07.52) 香遠 光 20:05.56 (6:29.89) 高着 隆治 26:18.33 (6:12.76)
14 21 福生リトル・サンズＥ 渡邉 春樹 06:31.17 (06:31.17) 橋本 勇太 13:07.76 (6:36.59) 島崎 龍斗 19:56.65 (6:48.89) 高橋 幸作 26:22.98 (6:26.32)
15 15 GINGA４ 平尾 愛穂 06:32.24 (06:32.24) 佐藤 海晟 12:40.20 (6:07.95) 村尾 優斗 19:45.50 (7:05.30) 栗原 暖大 26:24.10 (6:38.59)
16 5 Jボーイズ 河野 幹丈朗 07:07.42 (07:07.42) 石川 悠生 13:23.68 (6:16.26) 大黒 成海 20:13.68 (6:50.00) 武藤 俊作 26:29.07 (6:15.38)
17 33 FCラックボーンD 内藤 和也 06:43.43 (06:43.43) 窪田 匠吾 13:07.51 (6:24.07) 並木 大地 20:06.23 (6:58.72) 中安 亮平 26:37.77 (6:31.54)
18 14 ミニ７ＦＣjr 金丸 周也 06:31.90 (06:31.90) 山崎 翔輝也 13:23.43 (6:51.53) 天川 彪我 20:39.62 (7:16.19) 川久保 悠 26:47.28 (6:07.65)
19 12 Ｔｉｇｅｒ　Boys　４ Lambie Owen 06:39.42 (06:39.42) Kawazoe Hedae 13:56.89 (7:17.48) Albright Jamie 20:43.40 (6:46.50) Byrd Carson 26:49.01 (6:05.61)
20 3 アーサ・スターズC 藤田 祐馬 06:37.28 (06:37.28) 青木 宏太 13:13.03 (6:35.74) 伊藤 蓮 20:08.11 (6:55.08) 若井 雄翔 26:55.42 (6:47.30)
21 26 ペガサスＢ 平川 翔悟 06:33.67 (06:33.67) 菊地 健 13:06.86 (6:33.19) 渡邉 悠斗 20:20.85 (7:13.98) 猪又 慎ノ介 27:12.92 (6:52.07)
22 39 ヤングジャイアンツC 横溝 晃己 07:28.43 (07:28.43) 若林 大斗 14:41.03 (7:12.59) 輿石 夕翔 21:03.61 (6:22.58) 勝田 智己 27:15.78 (6:12.16)
23 19 福生リトル・サンズＣ 青柳 彩花 06:24.23 (06:24.23) 斉藤 大貴 13:01.58 (6:37.34) 船木 英寿 19:41.61 (6:40.03) 渡辺 優己 27:26.31 (7:44.70)
24 22 福生リトル・サンズＦ 大鰐 彬寿 06:19.99 (06:19.99) 田中 愛莉 13:07.16 (6:47.17) 小林 優太 20:25.92 (7:18.76) 岡本 碧 27:49.29 (7:23.36)
25 32 FCラックボーンC 藤原 栞太 06:37.24 (06:37.24) 小林 恵陸 13:19.86 (6:42.62) 平野 琉志 20:06.55 (6:46.69) 宮本 誠大 27:54.80 (7:48.24)
26 24 福生３FC-B 片柳 将悟 06:51.27 (06:51.27) 三浦 聖哉 14:17.22 (7:25.94) 島田 修杜 21:42.30 (7:25.07) 中村 海人 28:07.67 (6:25.36)
27 35 FCラックボーンF 吉野 智稀 07:47.22 (07:47.22) 古口 智也 14:47.87 (7:00.64) 笹本 佳誠 21:43.58 (6:55.71) 足立 康成 28:18.37 (6:34.79)
28 4 アーサ・スターズD 坂本 美羽 07:11.97 (07:11.97) 小野寺 汀紗 14:22.58 (7:10.61) 小野寺 未夏 21:27.64 (7:05.06) 加藤 結菜 28:19.88 (6:52.24)
29 38 ヤングジャイアンツB 服部 寛太 07:38.38 (07:38.38) 根岸 綴 14:45.36 (7:06.98) 島田 涼太郎 21:47.87 (7:02.51) 林田 憲哉 28:45.14 (6:57.27)
30 34 FCラックボーンE 小沼 青蓮 06:44.90 (06:44.90) 田中 彰悟 14:19.66 (7:34.75) 東谷 優希 21:03.52 (6:43.86) 雨宮 功武 28:52.16 (7:48.63)
31 27 ペガサスＣ 西村 美穂 07:46.04 (07:46.04) 江川 和哉 14:56.27 (7:10.23) 仲間 昂陽 21:53.26 (6:56.98) 文字山 翔一 29:10.40 (7:17.13)
32 23 福生３FC-A 堀口 翼 07:47.16 (07:47.16) 荒川 未翔 14:52.70 (7:05.54) アギャレ ハリスン ケネス 22:01.17 (7:08.46) 田中 遥己 29:11.51 (7:10.34)
33 41 ジュニアトルースB 太田 智哉 07:17.55 (07:17.55) 米元 友信 14:38.36 (7:20.81) 小峰 大樹 21:50.60 (7:12.23) 石澤 凛 29:13.99 (7:23.39)
34 28 ペガサスＤ 小林 朋生 07:31.02 (07:31.02) 渡邉 心之介 14:56.38 (7:25.36) 梅林 神 23:06.25 (8:09.86) 木村 紘大 31:06.37 (8:00.11)
35 20 福生リトル・サンズＤ 兒島 健介 07:44.37 (07:44.37) 吉田 颯人 15:05.93 (7:21.55) 山本 希真 22:55.22 (7:49.29) 三浦 聖亮 31:16.80 (8:21.58)
36 2 アーサ・スターズB 上田 匠悟 07:11.99 (07:11.99) 田中 元 15:23.76 (8:11.77) 大久保 壮真 22:56.15 (7:32.39) 太田 捷斗 31:17.70 (8:21.54)
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