
平成23年度の各都道府県消防操法大会は、５月

15日の岡山県消防操法大会を皮切りに25都道府県

において開催されました。

譛日本消防協会では、消防団員の消防技術の練

磨と士気高揚を目的に、全国で開催される消防操

法大会に要する経費については、競輪事業収益に

よる財団法人JKAの援助を受けて交付していま

す。

各都道府県消防操法大会の開催結果は、次のと

おりです。
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都道府県における消防操法大会の結果
財団法人　日本消防協会　都道府県消防協会

☆北海道

７月14日（木）北海道消防学校

小型ポンプ操法の部

【優　勝】留萌消防組合小平消防団

【準優勝】南十勝消防事務組合中札内消防団

【優良賞】西胆振消防組合伊達消防団

深川地区消防組合秩父別消防団

第39回北海道消防操法訓練大会が、木戸口和彦

総務省消防庁国民保護運用室長、秋本敏文日本消

防協会理事長をはじめ多数のご来賓を迎え盛大に

開催されました。

当日は朝から激しい雨が降りしきる生憎の天候

となりましたが、全道から選抜された12消防団が

雨をものともせず、日頃鍛え上げたきびきびとし

た動作で技術の確実性と安全な行動などを競い合

いました。競技終了後、本年開催の全国女性消防

操法大会に出場する鵡川女性消防隊の軽可搬ポン

プ操法、札幌市消防音楽隊とカラーガーズ隊によ

るアトラクションなどがあり、閉会式で表彰を行

い、盛会裏のうちに終了致しました。

☆秋田県

９月８日（木）秋田県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】小坂町消防団 第４分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】鹿角市消防団 第５分団

【総合優勝】鹿角支部

第48回秋田県消防操法大会は平成23年９月８日

（木）、由利本荘市の秋田県消防学校で行われ、県

内９支部から予選を勝ち抜いた小型ポンプ操法の

部９分団、ポンプ車操法の部７分団が出場し熱戦

が繰り広げられた。

ポンプ車操法・小型ポンプ操法の両部門で優勝

を勝ち取った鹿角支部が、堂々の高得点で総合優

勝に輝いた。

北海道

操法の様子

また、県内初の少年消防団として誕生した能代

市少年消防団と、10月19日に実施される第20回全

国女性消防操法大会に秋田県代表として出場する

横手市平鹿女性消防隊が軽可搬ポンプ操法を披露

し、会場からは惜しみない拍手と声援が送られた。
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☆山形県

７月10日（日）～９月11日（日）７会場で開催

各支部優勝チーム

消防団の消防操法の技術の向上と士気高揚のた

めに、山形県と山形県消防協会との共催により、

山形県消防協会の各支部ごとに会場を代え、ポン

プ自動車の部27隊162名、小型ポンプの部52隊270

名の出場隊員により、山形県消防操法実施要領

（全国消防操法実施要領と同じ）により、水だし

消防操法を実施しました。

☆新潟県

８月７日（日）柏崎市総合体育館駐車場

ポンプ車操法の部

【優勝】新発田市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】十日町市消防団

第62回新潟県消防大会（ポンプ操法競技会）は、

７月の新潟・福島豪雨災害のため、式典を一部縮

小して開催されました。

今年からより実践的な競技会とするために水出

し操法を導入し、県内各地から選抜されたポンプ

車操法の部９チーム・小型ポンプ操法の部18チー

ム合計27チームの選手約140名が日頃の成果を競

い、県内消防の団結力の強化と地域防災力の向上

に大きな成果を果たしました。

また、10月開催の全国女性消防操法大会に出場

する糸魚川市女性消防隊による軽可搬ポンプ操法

も披露され、多くの声援と激励を受けました。

能代市少年消防団

新潟県 新潟県

支部名 ポンプ車操法 小型ポンプ操法
東南村山 天童市消防団 山形市消防団
西村山 寒河江市消防団
北村山 東根市消防団 東根市消防団
最上 新庄市消防団
東南置賜 南陽市消防団 川西町消防団
西置賜 白鷹町消防団 長井市消防団
庄内 鶴岡市消防団 鶴岡市消防団

☆東京都

平成23年10月８日（土）東京消防庁消防学校に

おいて、社団法人東京都消防協会と東京消防庁共

催による第41回東京都消防操法大会が実施され

た。

当日は、晴天に恵まれ、ポンプ車操法の部９

隊・可搬ポンプ操法の部14隊の合計23隊が家族や

地域の方々の応援を受けながら、日頃の訓練成果

を遺憾なく発揮し、熱戦を繰り広げ、ポンプ車操

法の部では、日の出町消防団が可搬ポンプ操法の

部では日本橋消防団が優勝を収めた。

なお、上位に入賞した消防団は以下のとおり。

ポンプ車操法の部 可搬ポンプ操法の部
優勝 日の出町消防団 日本橋消防団
準優勝 八丈町消防団 芝消防団

玉川消防団
第三位 東大和市消防団 矢口消防団

東村山市消防団 野方消防団
浅草消防団



62回目となる茨城県消防ポンプ操法競技大会

は、県内６地区を会場に、ポンプ車操法50隊、小

型ポンプ操法27隊、合計77隊435名が参加して盛

大に開催されました。

昨年に引き続き猛暑の中、長期間にわたり厳し

い訓練に耐えてきた各チームの選手みんなが「優

勝」目指して競い合い、それぞれの会場は家族や

関係者など地元応援団から盛んな声援が飛び、熱

気溢れる大会となりました。
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☆茨城県

10月２日～23日　茨城県立消防学校ほか

各地区優勝チーム

☆長野県

７月31日（日）伊那市　富士塚スポーツ公園運動

場・伊那市陸上競技場

ポンプ車操法の部

【優勝】上田市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】上田市消防団

消防ラッパ吹奏大会

【優勝】辰野町消防団

長野県と譛長野県消防協会の共催による「第53

回長野県消防ポンプ操法大会」及び「第20回長野

県消防ラッパ吹奏大会」を開催しました。

競技には県下13地区から選抜された、ポンプ車

操法の部12チーム、小型ポンプ操法の部13チーム

及びラッパ吹奏13チーム、エキシビジョンとして、

女性によるポンプ操法３チームが出場し、大会関

係者、観客と合わせ約3,000人が参加しました。

また、消防団ラッパ隊との交流を行い、消防ラ

ッパ吹奏技術の更なる向上、消防団のイメージア

ップなどを目的とした「消防団ラッパ隊広域交流

会」を県操法・ラッパ吹奏大会に併せて開催しま

した。

大勢の消防団員や一般来場者が見守る中、須高消

防協会、諏訪消防協会、飯田市消防団、上伊那消防

協会ラッパ隊から、各地域ならではの曲目を次々と

披露し、観客から大きな拍手が送られました。

茨城県 茨城県

地区名 ポンプ車操法の部 小型ポンプ操法の部
県　　北 常陸大宮市 那珂市
県　　央 大洗町 城里町
鹿　　行 潮来市 行方市
県南北部 つくば市 石岡市
県南南部 取手市 阿見町
県　　西 八千代町 －
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長野県

☆福井県

７月23日（土）福井県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】大野市消防団　第１分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】永平寺町消防団　第３分団

福井県と当協会の共催で毎年開催しており、60

回目となりました。

昨年は厳しい暑さでしたが、今年は風もあり比

較的競技をしやすい中での大会となりました。

９地方消防協会から選出された、ポンプ車の部

８チームおよび小型ポンプの部７チームの選手達

は、地元の応援者や消防関係者の声援が飛び交う

中、日頃の訓練の成果を力一杯発揮し、おおいに

盛り上がりました。

☆石川県

７月30日（土）石川県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】能登町消防団　三波分団

各地区の連合訓練大会において選ばれた精鋭18

分団により石川県大会が開催されました。

開会式において、長期勤続消防団員と消防団員

を雇用している協力事業所６団体に対し石川県知

事から感謝状が贈呈されました。

引き続き、ポンプ車操法の競技が開始され、各

分団は地区の名誉をかけ、のぼり旗などを掲げ、

士気を鼓舞する声援の中、日頃の訓練成果を遺憾

なく発揮し、白熱した活気あふれる競技を繰り広

げました。

競技終了後、第20回全国女性消防操法大会に出場

する内灘町向粟崎女性消防隊による模範操法があり、

拍手喝采を浴び、士気を高めることが出来ました。 石川県

チーム、小型ポンプ操法12チームが参加して盛大

に開催されました。

連日の厳しい暑さの中で積んできた訓練の成果

を発揮すべく、186名の精鋭の真剣な競技に、応

援席、見学者から大きな声援が送られ熱気あふれ

る大会となりました。

また、特別参加として、全国女性消防操法大会

に出場する「氷見市女性消防隊」が操法を披露し

て素晴らしい大会となりました。

☆愛知県

７月16日（土）田原市緑が浜公園「多目的広場」

ポンプ車操法の部

【優勝】知多市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】日進市消防団

愛知県では、消防団員の消火技術向上と士気高

揚を図り、日ごろの訓練成果を発揮するため、昭

和31年度からポンプ車操法・小型ポンプ操法の２

種目で、消防操法大会を開催しています。

本大会は、尾張・三河の両地区において交互に

開催しており、今年度は三河地区の田原市におい

て第56回大会を実施しました。

大会当日は、約3000人の来場者が見守る中、ポ

ンプ車操法の部22隊・小型ポンプの部14隊が出場

し、選手らは日ごろの訓練の成果を存分に発揮し

ました。

また、地元タレントが放水体験を行うなど、会場

は大いに盛り上がり、県民は消防団員及び消防団活

動に対する理解を大いに深めることとなりました。

☆富山県

７月23日（土）富山県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】富山市消防団月岡分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】富山市消防団山田北部分団

富山県と富山県消防協会の共催により開催して

いる、富山県下消防団消防操法大会も第62回を迎

え、各支部から予選を勝ち抜いたポンプ車操法21
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☆静岡県

９月11日（日）静岡県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】牧之原市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】静岡市消防団

まだ残暑が厳しい中、第33回となる消防操法大

会が行われました。

これまで、県内各地を移動して開催していた大

会を、「今回から消防学校に会場を固定する」、静

岡県独自の基準で行なっていた審査を、「全国大

会の審査要領に沿って行う」など、形・内容共に

新しい方式での実施となりました。

協会総裁である、川勝平太県知事出席のもとで

開会式が行われた後、県内10支部から選出された、

ポンプ車、小型ポンプ各10団により、熱戦が繰り

広げられました。

また、昼休みには、全国女性消防操法大会に本

県代表として出場する、島田市女性消防隊による

操法が行なわれ、多くの声援が送られました。

愛知県 愛知県

静岡県 静岡県

☆岐阜県

８月７日（日）恵那市「岐阜県クリスタルパーク

恵那スケート場」

【優勝】恵那市消防団Ａ

今年の大会は、「人工芝での操法競技」及び大

会審査結果の「総合得点」を随時公表するといっ

た、大会史上初めての試みに挑戦しました。

午前８時00分、総括指揮者の「前へー進め」の

号令のもと、29チーム232名の選手団は入場行進

を開始し、操法大会は開始されました。

新しい試みの「人工芝上での操法競技」。人工

芝生面はほとんどスリップすることがないことか

ら転倒等のアクシデントを心配しましたが、いず

れのチームも見事にクリアしてくれました。

また、新しい試み２点目の「総合得点」随時公

表についても、特にトラブることなく出場団の感

想も好評の結果を得ました。

当日は、出場消防団の関係者、家族、地域住民

等延べ6,000人を超える関係者の集いとなり、地域

住民に対する消防団のPRに大きく貢献しました。

また、併設されたバザー会場は、常に人の流れが

途絶えることなく地域経済に大きく寄与しました。

優勝した「恵那市消防団Ａ」は、岐阜県代表と

して平成24年開催の全国大会への参加資格を得、

平成19年全国制覇の女性消防隊に続けと、今から

頑張っています。
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岐阜県 岐阜県

☆大阪府

９月23日（金）大阪府立消防学校

【総合優勝】中河内地区支部

ポンプ車操法の部

【優勝】柏原市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】藤井寺市消防団

大阪府と大阪府消防協会との共催により毎年実施

している消防操法訓練大会も第55回を迎えました。

今回は、当初９月４日開催の予定でしたが、台

風12号の影響で延期になり、その後も台風15号が

接近するなど、出場団においては士気の維持や体

調管理に苦心された大会になりました。そのよう

な状況にあって、府内７地区から選抜された２部

門それぞれ７団、計14の出場団は、日頃の厳しい

訓練の成果を発揮して熱気あふれる大会になりま

した。

また、競技終了後、審査結果までの時間を利用

して、第20回全国女性消防操法大会に大阪府の代

表として出場する枚方市女性消防団員による展示

操法が披露され、多数の来場者から激励の声援を

受けていました。

大阪府 大阪府

☆滋賀県

７月31日（日）滋賀県消防学校屋外訓練場

ポンプ車操法の部

【優勝】甲賀市消防団Ａ

小型ポンプ操法の部

【優勝】野洲市消防団

第46回滋賀県消防操法訓練大会は、ポンプ車操

法の部16チーム、小型ポンプ操法の部15チームの

精鋭が県内各地域の代表として出場し、熱い闘い

を繰り広げました。

選手をはじめ、応援団や関係者など約2400人が

見守る中、家族や地域の方々の声援を受け、

｢心・技・体｣を養うため日頃より積み重ねた厳し

い訓練の成果を思う存分発揮し、迅速適正で士気

旺盛な熱気溢れる競技が繰り広げられました。

多くの声援と激励を受け、消防団員の消防技術

の向上と士気の高揚を図り、消防団活動の進歩・

充実に寄与し、県民に対する消防団活動の理解を

深めるという本大会の目的を十分に達し得た大会

となりました。

滋賀県



☆島根県

８月７日（日）島根県立大学グラウンド（浜田市）

ポンプ車操法の部

【優勝】益田市消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】浜田市消防団浜田消防隊

第55回島根県消防操法大会には、ポンプ車の部

に12隊、小型ポンプの部に23隊が出場し、約2,000

名の観衆が見守る中、日頃の訓練の成果を十二分

に発揮し、規律、技、速さを競い合いました。

昼休みには、第20回全国女性消防操法大会に県

代表として出場する松江市女性消防隊の訓練披露

が行われ、会場は大いに盛り上がりました。

また、ポンプ車操法の部で優勝した益田市消防

団が、第23回全国消防操法大会出場権を獲得しま

した。

☆岡山県

５月15日（日）岡山県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】和気町消防団第４分団

小型ポンプ操法の部

【優勝】岡山市消防団灘崎第１分団

今大会は、備前地区、備中地区、美作地区の３

地区から11チームずつ出場。さらに前回優勝した

市町村のシード枠２チームを合わせた35チームの

出場となりました。

ポンプ車操法の部17チーム、小型ポンプ操法の

部18チームに分かれ、所要時間・操法の的確性な

どを競いました。

ポンプ車操法の部で優勝を果たした和気町第４

分団は７連覇を成し遂げ、平成24年度の全国大会

出場が決定し、連続３度目の出場になります。

なお、昼休みには、高梁市消防団ラッパ隊の吹奏、

訓練終了後には第20回全国女性消防操法大会出場
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鳥取県 鳥取県

☆鳥取県

７月17日（日）鳥取市、鳥取港埠頭用地

ポンプ車操法の部

【優勝】江府町消防団（昨年度に続き２連覇）

小型ポンプ操法の部

【優勝】三朝町消防団（昨年度に続き２連覇）

第57回鳥取県消防ポンプ操法大会は、当日の気

温が37度を超す猛暑となりましたが、ポンプ車操

法の部11隊、小型ポンプ操法の部９隊の出場で日

頃の訓練成果を競い合い、熱のこもった大会とな

りました。

余りの暑さに熱中症の心配もありましたが、審

査員の皆さんには一隊終わるごとに水分補給をし

ていただき、無事に終えることができました。

また、本年10月に開催の第20回全国女性消防操

法大会に出場する日南町福栄女性消防隊が軽可搬

ポンプ操法を披露して本大会に華を添え、会場の

皆さんの激励を受けました。

島根県 島根県
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の真庭市女性消防隊による水出し操法が披露され

ました。

大会参加者へは、おかやまの消防団マスコット

キャラクター団吉入りLEDライトを記念品として

配布しました。

岡山県 岡山県

☆広島県

９月10日（土）広島県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】福山市消防団

広島県と広島県消防協会主催の消防ポンプ操法

競技大会が広島県消防学校グランドで盛大に開催

されました。

県内19支部から選抜された15チーム120名の選

手が、炎天下、市民、団員及び応援の家族等1500

名が見守る中、全国ポンプ操法競技大会の出場権

と支部の名誉かけて、日頃の厳しい訓練の成果を

披露しました。

審査の結果、福山市消防団が優勝し、平成24年

10月東京都臨海広域防災公園で開催される全国大

会の切符を手にしました。

広島県 広島県

☆山口県

９月17日（土）山口県消防学校

基本操法ポンプ車の部

【優勝】下関市消防団小月分団

基本操法小型ポンプの部

【優勝】山口市消防団Ｂ

応急操法ポンプ車の部

【優勝】萩市消防団

応急操法小型ポンプの部

【優勝】山陽小野田市消防団厚狭北分団

女性軽可搬ポンプ基本操法の部

【優勝】和木町消防団

女性水バケツ消火競技

【優勝】下関市長府地区婦人防火クラブ

山口県、山口県消防協会及び山口県消防クラブ

連合会の主催のもとで開催された本大会は、今年

で58回目を迎え、第29回女性消防操法大会と併せ、

参加者約千二百名のもと盛大に行われました。

今年は16市町から、基本ポンプ車操法７隊、基

本小型ポンプ操法16隊、応急ポンプ車操法７隊、

応急小型ポンプ操法12隊及び女性軽可搬ポンプ基

本操法１隊、女性水バケツ消火競技５隊の６部門

計48隊が出場しました。

中でも、基本小型ポンプ操法の部に、東亜大学

医療工学科２年の学生４名で編成されたチームが

出場し注目を集めましたが、どのチームも日頃の

訓練成果を遺憾なく発揮し、活気あふれる競技を

繰り広げました。
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☆香川県

９月11日（日）香川県消防学校放水訓練場

ポンプ車操法の部

【優勝】観音寺市消防団豊浜第１方面隊和田浜分

団

小型ポンプ操法の部

【優勝】直島町消防団第１分団

今回で39回目となる香川県消防操法大会では、

県内10地区の代表消防団が、互いに競い合い、日

ごろの厳しい訓練の成果を存分に発揮し、消防操

法技術の向上と消防団員の士気の高揚が大いに図

られました。千人以上の消防関係者が集まり、熱

気に満ちた大会となり、特に本年は、第17回全国

女性消防団員活性化香川大会で司会を担当する女

性消防団員が操法大会の司会を担当したことも、

大会を盛り上げた一因でした。平成17年４月に開

校した消防学校を会場とした大会で、また、防災

センターを併設していることから、消防関係者以

外の一般見学者も多く、盛会裡に終了しました。

香川県

☆高知県

10月16日（日）高知県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】仁淀川町消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】本山町消防団

平成23年度高知県消防操法大会は、秋空が青々

と晴渡った「絶好の操法大会日和」のもと、県内

17地区から選出された、ポンプ車操法の部、小型

ポンプ操法の部、各18チームの選手198名と、来

賓、消防関係者など、1,000人余りが参加し、高

知県消防学校において盛大に開催されました。

各チームともに、仲間の団員や家族などの熱い

声援を受けながら、地区代表として長く厳しい練

習を重ねてきた成果を十二分に発揮した見事な操

法を披露し、参加者に大きな感動を与えるととも

に、白熱した熱戦が繰り広げられました。

今回、小型ポンプ操法の部で見事優勝した「本

山町消防団」は、来年度東京で開催される、全国

消防操法大会への出場権を獲得しました。本山町

消防団は、全国大会には初めての出場となります

が、本県代表として、上位入賞が期待されます。

また、大会の休憩時間には、第20回全国女性消

防操法大会に出場する、土佐清水市女性消防隊と、

梼原学園少年消防クラブによる、軽可搬消防ポン

プ操法の披露も行われ、参加者からは両隊の演技

にも大きな拍手と声援が贈られるなど、さらに盛

り上がった大会となりました。

高知県 高知県

☆佐賀県

７月31日（日）有明佐賀空港多目的広場

ポンプ車操法の部

【優勝】鳥栖市消防団

ラッパ吹奏競技の部

【優勝】嬉野市消防団

積載車ポンプ操法の部

【優勝】唐津市厳木消防団

炎天下の中、約1,400名の参加を得て第31回佐

賀県消防操法大会が開催されました。種目は①ポ

ンプ車操法の部②ラッパ吹奏競技の部③積載車ポ

ンプ操法の部です。

本県の場合、全国大会開催前年度に県大会を実

施しています。また他の都道府県と異なった種目

で実施しています。

①ポンプ車操法と②ラッパ吹奏競技、そして③

積載車ポンプ操法が１グループ。次に①小型ポン

プ操法と②訓練例式競技（通常点検、小隊訓練停

止間の動作、小隊訓練行進間の動作）が１グルー

プで交互に実施しています。
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本県では永年、県消防学校で陸上自衛隊音楽隊

出身のラッパ指導教官を嘱託として採用、その教

官が退職後、当消防協会のラッパ顧問として平成

21年度まで各消防団のラッパ隊育成指導に務めて

貰いました。このような背景から本県のラッパ隊

の活動は非常に盛んです。また、本県の消防団で

は自動車ポンプを所有している団が非常に少な

く、ほとんどが小型ポンプ付き積載車であり、火

災防御の主力はこの車です。このため県大会のポ

ンプ車操法の部に出場するポンプ車は毎回４～５

隊しかなく、表彰も優勝１隊だけです。このよう

な状況から全国大会種目には無いものも多く取り

入れ、県消防操法大会の充実等を図っています。

佐賀県 佐賀県

☆熊本県

８月21日（日）宇城市役所　北側駐車場

第２回熊本県女性消防操法大会（軽可搬ポンプの部）

【優　勝】美里町女性消防隊

【準優勝】人吉市女性消防隊

【第３位】熊本市消防団第79分団２班

熊本県と熊本県消防協会主催により、一昨年よ

り全国に先駆けて女性だけの軽可搬ポンプ操法の

県大会を開催しました。

各消防協会支部より、今回は11支部13チームが

地域の代表として出場。選手をはじめ、応援団や

消防関係者等、約1,200名以上が見守る中、当日

はあいにくの雨模様で最悪のコンディションの

中、熱戦が繰り広げられました。

開会式の途中より豪雨になったり、小雨になっ

たりと大変な１日となりましたが、どのチームも

操法中止となることなく、長期間の厳しい訓練に

耐え抜いた素晴らしい成果を発揮し、女性消防隊

の志気の高揚と消防技術の向上に役立った大会で

した。

優勝しました美里町女性消防隊は一昨年に続く

連覇で、10月19日（水）横浜市消防訓練センター

で開催されました第20回全国女性操法大会に県代

表として出場し、郷土の期待に応え、２大会連続

での全国大会準優勝に輝き、熊本県女性消防隊の

レベルの高さを示してくれました。

☆沖縄県

11月27日（木）沖縄県消防学校

ポンプ車操法の部

【優勝】比謝川行政事務組合ニライ消防団

小型ポンプ操法の部

【優勝】浦添市消防団

女性小型ポンプ操法の部

【優勝】浦添市消防団

応用操法の部

【優勝】比謝川行政事務組合ニライ消防団

沖縄県と沖縄県消防協会が主催して、晴れわた

る秋空のもと各市町村から選ばれた精鋭の消防団

23隊100名が一同につどい、４種目の操法で日頃

の訓練の成果を競い、去る３月11日の東日本大震

災の記憶が新しいことも相まって、消防団をはじ

め、関係役員が一体となって災害に立ち向かう姿

勢が感じられた大会でありました。

各隊とも日頃の訓練の成果を十分に発揮し、地

域における防災活動のリーダーとしての役割を認

識し、県民の消防団に対する期待と理解がより一

層深まった大会でありました。

特に、浦添市消防団は小型ポンプ操法の部、男

女とも優勝を勝ち取ったことは、今後の消防団活

性化等に大きく貢献することでしょう。

選手宣誓 小型ポンプ操法放水中


