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タイム

ﾀｲﾑ 行動

6340 消防士長 辻　岳史

6341 消防士長 松上　倫也

6342 消防司令補 柏原　剛

3160 消防士長 田口　正教

3161 消防副士長 長原　勇介

3162 消防士 濱田　悠秀

2070 消防司令補 夏井　佳成

2071 消防士長 七尾　　悠

2072 消防士 工藤　秀平

3130 消防副士長 伊藤　久史

3131 消防士 金井　寛和

3132 消防士 山田　慧

3190 消防副士長 島崎　亮太

3191 消防副士長 甲州　謙吾

3192 消防副士長 内藤　　亮

4230 消防副士長 大崎　雅矢

4231 消防副士長 河端　郁弥

4232 消防士 椵山　功騎

9440 消防士 大野　真和

9441 消防士長 藤春　翔

9442 消防副士長 利光　和也

3220 消防司令補 山中　和人

3221 消防士長 山口　哲矢

3222 消防士 福與　和宜

9470 消防副士長 高野　大悟

9471 消防副士長 上村　浩允

9472 消防士長 谷本　渉

3210 消防士長 山﨑　拓人

3211 消防副士長 佐藤　優太郎

3212 消防副士長 横澤　俊也

2090 消防士長 大地　紘太

2091 消防副士長 井上　庄平

2092 消防士 伊藤　貴将

- 消防副士長 小澤　雄樹

- 消防副士長 櫻庭　義丈

- 消防副士長 村内　浩介

6330 消防士長 徳田　元基

6331 消防副士長 丸山　大輔

6332 消防士 武藤　孝之

2080 消防士 月山　　智

2081 消防士 合澤　伸悟

2082 消防士 花石　　創

7390 消防士 泉　雅健

7391 消防士 坂本　直紀

7392 消防士 平川　泰基

- 消防副士長 岡村　隆太

- 消防副士長 内田　英良

- 消防副士長 小森　　岬

審判部長審判長

　
　 300 ◎1 2 東京消防庁 40.3 40.3

　
　 300 ◎20 1 長門市消防本部 40.2 40.2

　
　 300 ◎20 2

釜石大槌地区行政事務
組合消防本部

39.9 39.9

　
　 300 ◎3 1 岸和田市消防本部 39.0 39.0

　
　 300 ◎18 1 東京消防庁 38.9 38.9

　
　 300 ◎6 2 村山市消防本部 38.3 38.3

　
　 300 ◎7 1 千曲坂城消防本部 38.1 38.1

　
　 300 ◎12 2

八代広域行政事務組合
消防本部

37.7 37.7

　
　 300 ◎24 逆1 焼津市消防本部 37.4 37.4

　
　 300 ◎23 逆1 飯塚地区消防本部 37.3 37.3

　
　 300 ◎

　
　 300 ◎

12 1 大府市消防本部 37.2 37.2

◎

26 逆1 厚木市消防本部 37.1 37.1

1 高崎市等広域消防局 36.7 36.7
　
　 300

　
　 300 ◎

36.7
　
　 300 ◎

300 ◎

2 1 川口市消防局 36.4

35.7 35.7
　
　

2

14 2

出　　　　場　　　　者 タ　　イ　　ム

36.4

能代山本広域市町村圏
組合消防本部

36.7

神戸市消防局

代表

21

ほふく救出

　減点
減点内容 得点 表彰組 ｺｰｽ
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7350 消防士 村中　常恭

7351 消防士 坂井　俊昭

7352 消防士 内田　裕喜

3170 消防士長 千葉　宗

3171 消防士長 上村　俊祐

3172 消防士 中村　豪志

1010 消防士長 今井　睦

1011 消防士長 笹井　智博

1012 消防士 若井　勇人

5260 消防士長 松田　啓吾

5261 消防副士長 中島　琢未

5262 消防士 越田　哲司

7380 消防士 髙島　真

7381 消防士 齋藤　淳

7382 消防士 永井　圭一

2110 消防士 永瀬　秀明

2111 消防士 服部　雅

2112 消防士 相原　翔平

9500 消防士 永田　康夫

9501 消防士 宮脇　祐二

9502 消防士長 中村　文俊

7360 消防士長 足立　健

7361 消防士長 齋木　誠英

7362 消防司令補 大谷　祐司

3140 消防副士長 高木　孝昌

3141 消防士 佐山　英章

3142 消防士 出井　庸亮

1004 消防士 大澤　光祐

1005 消防士 岩松　彰吾

1006 消防士 内海　恒太

5310 消防士長 栗牧　寛敏

5311 消防士長 光山　浩史

5312 消防副士長 杉原　正洋

7370 消防士 林　大夢

7371 消防士長 定本　友樹

7372 消防司令補 三田　誠司

2100 消防士長 大久保　大介

2101 消防副士長 齋藤　　剛

2102 消防副士長 阿部　龍太郎

3200 消防副士長 諏訪　真弥

3201 消防副士長 山田　源太

3202 消防士 深澤　紘

4240 消防士長 田島　高満

4241 消防士 永田　雄也

4242 消防士 鷲﨑　大剛

4250 消防士 鈴木　信寛

4251 消防士 黒川　祥吾

4252 消防士 大西　祐吾

5290 消防士 吉田　周平

5291 消防士 山川　駿一

5292 消防士長 八田　和彦

8400 消防士 向井　正起

8401 消防士 川﨑　康央

8402 消防士 牟礼　翔太

9480 消防士 尾立　憲彦

9481 消防士 後藤　文俊

9482 消防副士長 江藤　卓人

　
　 300 ◎24 1 宇佐市消防本部 53.8 53.8

　
　 300 ◎11 1 高松市消防局 53.8 53.8

　
　 300 ◎2 2 高島市消防本部 51.7 51.7

　
　 300 ◎25 逆1

松阪地区広域消防組合
消防本部

50.8 50.8

　
　 300 ◎22 1 岐阜市消防本部 50.5 50.5

　
　 300 ◎14 1

峡南広域行政組合消防
本部

50.4 50.4

　
　 300 ◎4 2

亘理地区行政事務組合
消防本部

48.5 48.5

　
　 300 ◎25 1 広島市消防局 45.8 45.8

　
　 300 ◎13 1 香芝・広陵消防組合 44.6 44.6

　
　 300 ◎ ○13 2 札幌市消防局 44.5 44.5

　
　 300 ◎8 2 栃木市消防本部 43.6 43.6

　
　 300 ◎21 逆1

鳥取県西部広域行政管
理組合消防局

43.0 43.0

　
　 300 ◎5 2

阿久根地区消防組合消
防本部

42.6 42.6

　
　 300 ◎16 2

郡山地方広域消防組合
消防本部

42.5 42.5

　
　 300 ◎8 1

江津邑智消防組合消防
本部

41.9 41.9

　
　 300 ◎19 2 高岡市消防本部 41.6 41.6

　
　 300 ◎19 1

紋別地区消防組合消防
本部

41.6 41.6

　
　 300 ◎10 2

佐倉市八街市酒々井町
消防組合消防本部

41.6 41.6

　
　 300 ◎9 1 赤磐市消防本部 41.3 41.3
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9450 消防士長 中村　良和

9451 消防士 林　　和樹

9452 消防士 坂井　隆文

9490 消防士 永友　新作

9491 消防士 曽根崎　友章

9492 消防士 河野　朋史

5300 消防士 藤川　真人

5301 消防士 中村　稔

5302 消防副士長 福島　遼太

5280 消防副士長 竹内　陽平

5281 消防士 飛田　傑

5282 消防士 髙橋　哲矢

2120 消防士 青木　源

2121 消防士 五十嵐　光盛

2122 消防士 宮島　智史

1001 消防士長 梶谷　睦

1002 消防士 太田　竜二

1003 消防士 掛田　剛太

3150 消防士長 江田　誠裕

3151 消防副士長 塚田　慎也

3152 消防士 中島　康秀

1007 消防副士長 薄田　真吾

1008 消防副士長 来田　記一

1009 消防士 橋本　翼

5320 消防司令補 楠本　欽也

5321 消防士長 太田　真次

5322 消防副士長 阪口　英和

8430 消防士 廣井　大輔

8431 消防士長 山下　純司

8432 消防副士長 近森　大地

8410 消防士 中野　圭

8411 消防士 近久　剛

8412 消防士長 小沢　信雅

9510 消防副士長 大城　光輝

9511 消防士 大城　如輝

9512 消防士 新垣　賢志

8420 消防副士長 三好　一矢

8421 消防副士長 兵頭　卓也

8422 消防士長 大竹　章由

5270 消防副士長 細川　智司

5271 消防副士長 出村　昌寛

5272 消防士 小堀　真幸

2060 消防士長 萩野　俊

2061 消防副士長 小笠原　大勝

2062 消防士長 松山　大城

9460 消防士 高崎　智考

9461 消防士 山田　隆広

9462 消防士 野中　智弘

15

52.4 10

10

6 1
県央地域広域市町村圏
組合消防本部

37.3 37.3

共通１
　 290

285
共通１　共通７

　

11 2
中部上北広域事業組合
消防本部

52.4
救助１

　 290

17 2
羽咋郡市広域圏事務組
合消防本部

46.9 46.9

10
共通４

　 2907 2 西予市消防本部 42.2 42.2

10
共通７　共通７

　 29017 1 中城北中城消防本部 39.6 39.6

5
救助６

　 29516 1 名西消防組合消防本部 64.6 64.6

5
救助６

　 29526 1 高幡消防組合消防本部 52.2 52.2

5
救助６

　 29510 1 那智勝浦町消防本部 51.9 51.9

5
救助９

　 2955 1
北留萌消防組合消防本
部

50.2 50.2

5
救助５

　 29523 1
筑西広域市町村圏事務
組合消防本部

49.1 49.1

5
救助６

　 29515 2 森町消防本部 45.8 45.8

5
救助６

　 2959 2 新潟市消防局 45.3 45.3

5
救助６

　 2954 1 嶺北消防組合消防本部 41.5 41.5

5
救助２

　 29522 逆1 宇治市消防本部 36.4 36.4

　
　 300 ◎1 1 日向市消防本部 54.8 54.8

　
　 300 ◎15 1

杵藤地区広域市町村圏
組合消防本部

54.1 54.1
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