
平成 29 年 6 月 4 日・11 日の両日で実施された、長生郡市消防団支団操法大会の結果は

以下のとおりです。各支団とも、日頃の成果を十分に発揮していました。 

 

 

【第１支団】長生支部大会出場部：ポンプ車操法の部  … 第３分団 第１部 

                小型ポンプ操法の部 … 第４分団 第３部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第３分団 第１部 第２分団 第２部 第１分団 第１部 

個 人 指揮者 田中 悠太 第１分団 第１部  

（最優秀） １番員 大塚 智和 第３分団 第１部 

 ２番員 森 宜裕 第３分団 第１部 

 ３番員 松崎 宏昭 第３分団 第１部 

 ４番員 酒井 龍一 第２分団 第２部 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第３分団 第２部 第４分団 第３部 第４分団 第２部 

個 人 指揮者 加田 智也 第４分団 第２部  

（最優秀） １番員 斉藤 寛文 第４分団 第２部 

 ２番員 今野 博之 第４分団 第１部 

 ３番員 八木澤 豊 第４分団 第１部 

 

 

【第２支団】長生支部大会出場部：ポンプ車操法の部  … 第４分団 第２部 

                小型ポンプ操法の部 … 第１分団 第１部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第１分団 第３部 第４分団 第２部 第３分団 第１部 

個 人 指揮者 深山 絋光 第１分団 第３部  

（最優秀） １番員 船見 真希 第１分団 第３部 

 ２番員 森川 浩 第１分団 第３部 

 ３番員 石井 知彦 第１分団 第３部 

 ４番員 小川 晶央 第１分団 第３部 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第１分団 第１部 第２分団 第１部 第１分団 第２部 

個 人 指揮者 清水 宏一 第２分団 第１部  

（最優秀） １番員 大友 誠 第２分団 第１部 

 ２番員 中村 真瞳 第２分団 第１部 

 ３番員 糸久 典明 第２分団 第１部 

 

 



 

 

 

 

 

 

【第３支団】長生支部大会出場部：小型ポンプ操法の部 … 第１分団 第１部 

                           第３分団 第３部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第２分団 第１部 第３分団 第１部 第２分団 第３部 

個 人 指揮者 鈴木 健史 第３分団 第１部  

（最優秀） １番員 内海 朝陽 第２分団 第１部 

 ２番員 齋藤 雅人 第２分団 第１部 

 ３番員 大野 友貴人 第２分団 第１部 

 ４番員 山﨑 孝史 第２分団 第１部 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第１分団 第３部 第３分団 第２部 第１分団 第１部 

個 人 指揮者 並木 秀文 第１分団 第３部  

（最優秀） １番員 嶋田 裕介 第１分団 第３部 

 ２番員 石渡 秀彦 第１分団 第３部 

 ３番員 富田 恵喜 第１分団 第３部 

 

 

【第４支団】長生支部大会出場部：小型ポンプ操法の部 … 第１分団 第３部 

                           第１分団 第４部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

第４支団では、ポンプ車操法は実施していません。 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第３分団 第２部 第１分団 第３部 第３分団 第１部 

個 人 指揮者 鈴木 裕輝 第３分団 第１部  

（最優秀） １番員 天羽 了公 第３分団 第２部 

 ２番員 佐藤 裕輔 第３分団 第２部 

 ３番員 小関 健央 第１分団 第３部 

 

 



 

 

 

 

 

 

【第５支団】長生支部大会出場部：ポンプ車操法の部  … 第３分団 第３部 

                小型ポンプ操法の部 … 第２分団 第１部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第３分団 第３部 第１分団 第１部  

個 人 指揮者 長谷 智治 第１分団 第１部 

（最優秀） １番員 今井 雅浩 第３分団 第３部 

 ２番員 家田 光晴 第１分団 第１部 

 ３番員 香焼 一輝 第３分団 第３部 

 ４番員 平井 昭弘 第３分団 第３部 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第３分団 第４部 第２分団 第１部 第２分団 第３部 

個 人 指揮者 根村 正樹 第２分団 第１部  

（最優秀） １番員 石井 貴宏 第３分団 第４部 

 ２番員 古山 義裕 第３分団 第４部 

 ３番員 春山 克典 第３分団 第４部 

 

 

【第６支団】長生支部大会出場部：小型ポンプ操法の部 … 第１分団 第３部 

                           第３分団 第２部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

第６支団では、ポンプ車操法は実施していません。 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第１分団 第３部 第３分団 第２部 第１分団 第５部 

個 人 指揮者 小髙 秀介 第１分団 第５部  

（最優秀） １番員 佐瀬 友基 第１分団 第３部 

 ２番員 斉藤 隆弘 第３分団 第２部 

 ３番員 根本 陽一 第１分団 第３部 

 

 



 

 

 

 

 

 

【第７支団】長生支部大会出場部：ポンプ車操法の部  … 第２分団 第３部 

                小型ポンプ操法の部 … 第４分団 第３部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第２分団 第３部 第３分団 第２部  

個 人 指揮者 渡邉 泰史 第２分団 第３部 

（最優秀） １番員 今関 正彦 第２分団 第３部 

 ２番員 峰島 竜也 第２分団 第３部 

 ３番員 片岡 龍吾 第３分団 第２部 

 ４番員 屋城 成則 第２分団 第３部 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第４分団 第３部 第２分団 第２部 第３分団 第３部 

個 人 指揮者 小川 賀之 第４分団 第３部  

（最優秀） １番員 河野 宏敏 第３分団 第３部 

 ２番員 鵜澤 史樹 第４分団 第３部 

 ３番員 鈴木 佑 第４分団 第３部 

 

 

【第８支団】長生支部大会出場部：ポンプ車操法の部  … 第４分団 第１部 

                小型ポンプ操法の部 … 第４分団 第２部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第４分団 第１部 第３分団 第１部 第２分団 第２部 

個 人 指揮者 近藤 栄孔 第２分団 第２部  

（最優秀） １番員 齊藤 陽彦 第４分団 第１部 

 ２番員 三橋 直希 第４分団 第１部 

 ３番員 篠原 聖美 第４分団 第１部 

 ４番員 林 裕介 第４分団 第１部 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第２分団 第１部 第４分団 第２部 第３分団 第２部 

個 人 指揮者 小倉 祐也 第３分団 第２部  

（最優秀） １番員 成嶋 智明 第２分団 第１部 

 ２番員 城竹 慎 第２分団 第１部 

 ３番員 伊藤 怜 第３分団 第２部 

 

 



 

 

 

 

 

 

【第９支団】長生支部大会出場部：ポンプ車操法の部  … 第３分団 第１部 

                小型ポンプ操法の部 … 第３分団 第２部 

ポンプ車操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第４分団 第３部 第３分団 第２部 第２分団 第３部 

個 人 指揮者 松野 寿伸 第３分団 第３部  

（最優秀） １番員 麻生 貴裕 第４分団 第２部 

 ２番員 吉野 亘 第２分団 第１部 

 ３番員 岩﨑 辰哉 第４分団 第２部 

 ４番員 川又 哲也 第３分団 第１部 

小型ポンプ操法の部 １位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） 

団  体 第３分団 第１部 第４分団 第２部  

個 人 指揮者 墨田 浩由 第４分団 第３部 

（最優秀） １番員 石井 健斗 第３分団 第２部 

 ２番員 江澤 龍弥 第４分団 第３部 

 ３番員 墨田 祐貴 第４分団 第３部 

 

 


