
平成 30 年 6 月 3 日・10 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２分団 第２部 

                小型ポンプ操法の部 … 第４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１部 第２分団 第２部 第１分団 第１部 

個 人 指揮者 森 洋盛 第３分団 第１部  

（最優秀） １番員 酒井 龍一 第２分団 第２部 

 ２番員 松崎 宏昭 第３分団 第１部 

 ３番員 大塚 智和 第３分団 第１部 

 ４番員 山口 賢太郎 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４分団 第１部 第３分団 第２部 第４分団 第２部 

個 人 指揮者 櫻庭 良介 第４分団 第２部  

（最優秀） １番員 松崎 徹 第３分団 第２部 

 ２番員 風戸 知 第３分団 第２部 

 ３番員 今野 博之 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１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１分団 第３部 第３分団 第１部 第２分団 第２部 

個 人 指揮者 森川 浩 第１分団 第３部  

（最優秀） １番員 田中 大輔 第１分団 第３部 

 ２番員 渡辺 禎哉 第１分団 第３部 

 ３番員 山本 保幸 第３分団 第１部 

 ４番員 中村 丹哉 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２分団 第１部 第１分団 第１部 第２分団 第３部 

個 人 指揮者 伊藤 良輔 第２分団 第３部  

（最優秀） １番員 髙橋 正記 第１分団 第１部 

 ２番員 中村 真瞳 第２分団 第１部 

 ３番員 田中 孝治 第２分団 第１部 



     

 

【第３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１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２分団 第３部   

個 人 指揮者 平井 和徳 第２分団 第１部  

（最優秀） １番員 渡辺 靖文 第２分団 第１部 

 ２番員 鬼原 武宏 第２分団 第１部 

 ３番員 牧野 安浩 第３分団 第１部 

 ４番員 常泉 幸寛 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１分団 第３部 第３分団 第２部 第３分団 第４部 

個 人 指揮者 小川 貴史 第１分団 第２部  

（最優秀） １番員 小関 和也 第１分団 第３部 

 ２番員 三橋 健一 第３分団 第４部 

 ３番員 野口 喬義 第３分団 第４部 

 

【第４支団】長生支部大会出場部：小型ポンプ操法の部 … 第２分団 第１部 

                           第２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 石野 薫 第１分団 第３部  

（最優秀） １番員 天羽 了公 第３分団 第２部 

 ２番員 岡本 佑太 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：小型ポンプ操法の部 … 第２分団 第３部 

                           第３分団 第４部 

団体順位（総合得点での順位です） 

１位（最優秀） ２位（優秀） ３位（優良） ３位（優良） 

第２分団 第３部 第３分団 第３部 第２分団 第１部 第３分団 第４部 

ポンプ車操法の部 

個 人 指揮者 香焼 隆平 第３分団 第３部  

（最優秀） １番員 川島 幹則 第１分団 第１部 

 ２番員 中村 和彦 第３分団 第３部 

 ３番員 松崎 正洋 第３分団 第３部 

 ４番員 宮﨑 英樹 第１分団 第１部 

小型ポンプ操法の部 

個 人 指揮者 市原 成一 第２分団 第３部  

（最優秀） １番員 宮崎 隆史 第３分団 第４部 

 ２番員 平賀 雄一 第２分団 第３部 

 ３番員 高貫 康裕 第２分団 第１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５部 

                           第３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１分団 第５部 第２分団 第４部 

個 人 指揮者 宮﨑 祐一 第１分団 第３部  

（最優秀） １番員 森 友哉 第２分団 第５部 

 ２番員 水野 弘貴 第１分団 第３部 

 ３番員 佐野 健一 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１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１分団 第１部 第１分団 第３部  

個 人 指揮者 渡邉 明祥 第１分団 第１部 

（最優秀） １番員 上代 信一 第１分団 第１部 

 ２番員 上代 智也 第１分団 第１部 

 ３番員 三橋 泰弘 第１分団 第３部 

 ４番員 田邉 直人 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４分団 第２部 第１分団 第４部 第３分団 第４部 

個 人 指揮者 大多和 政勝 第４分団 第２部  

（最優秀） １番員 河野 拓也 第４分団 第２部 

 ２番員 松本 政広 第１分団 第４部 

 ３番員 河野 友志 第４分団 第２部 

 

【第８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１部 第４分団 第１部  

個 人 指揮者 渡邉 良次 第３分団 第１部 

（最優秀） １番員 和泉澤 隆 第３分団 第１部 

 ２番員 大岩 僚太 第４分団 第１部 

 ３番員 林 裕介 第４分団 第１部 

 ４番員 白木 武明 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３分団 第２部  

個 人 指揮者 野﨑 剛 第３分団 第２部 

（最優秀） １番員 城竹 慎 第２分団 第１部 

 ２番員 成嶋 智明 第２分団 第１部 

 ３番員 林 直和 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３分団 第１部 第３分団 第３部  

個 人 指揮者 東條 英樹 第４分団 第２部 

（最優秀） １番員 岩﨑 辰哉 第４分団 第２部 

 ２番員 田中 久貴 第４分団 第２部 

 ３番員 赤羽 宏之 第４分団 第２部 

 ４番員 井龍 一樹 第４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４分団 第３部 第４分団 第１部 第３分団 第２部 

個 人 指揮者 江澤 龍弥 第４分団 第３部  

（最優秀） １番員 石橋 一輝 第４分団 第３部 

 ２番員 磯野 広 第３分団 第２部 

 ３番員 石川 哲也 第２分団 第３部 

 


