
開催日 出　場 成　績 種　目 開催場所

第 1回 昭和31年7月25日 名古屋
第 5回 昭和35年7月26日 上郷町 優勝 ポンプ自動車（結合） 名古屋
第10回 昭和40年8月6日 古瀬間 優勝 小型ポンプ 名古屋
第12回 昭和42年7月20日 準優勝 小型ポンプ 名古屋
第14回 昭和44年8月2日 保見 2位 ポンプ自動車（結合） 名古屋
第15回 昭和45年7月23日 元城 2位 ポンプ自動車（結合） 名古屋
第16回 昭和46年7月28日 鴛鴨 優勝 ポンプ自動車（軽量） 名古屋
第17回 昭和47年8月3日 鴛鴨 3位 ポンプ自動車（軽量） 名古屋
第18回 昭和48年8月10日 古瀬間 優勝 小型ポンプ 名古屋
第19回 昭和49年8月2日 鴛鴨 3位 ポンプ自動車（軽量） 名古屋
第20回 昭和50年8月6日 四郷 3位 ポンプ自動車（軽量） 新 　城
第21回 昭和51年8月5日 鴛鴨 5位 ポンプ自動車（軽量） 犬 　山
第22回 昭和52年8月2日 四郷 ポンプ自動車（軽量） 幸 　田
第23回 昭和53年8月2日 寺部 ポンプ自動車（軽量） 豊 　明
第24回 昭和54年8月3日 鴛鴨 2位 ポンプ自動車（軽量） 新 　城
第25回 昭和55年8月5日 亀首 ポンプ自動車（軽量） 江 　南
第26回 昭和56年8月11日 志賀 2位 小型ポンプ 豊 　田
第27回 昭和57年8月8日 保見 小型ポンプ 知 　多
第28回 昭和58年7月26日 鴛鴨 2位 ポンプ自動車（軽量） 豊 　川
第29回 昭和59年7月31日 貝津 ポンプ自動車（軽量） 小 　牧
第30回 昭和60年7月24日 保見 4位 小型ポンプ 碧 　南
第31回 昭和61年8月5日 平井 小型ポンプ 祖父江
第32回 昭和62年7月29日 寺部 小型ポンプ 蒲 　郡
第33回 昭和63年7月26日 四郷 小型ポンプ 東 　海
第34回 平成1年7月31日 上野 4位 小型ポンプ 安 　城
第35回 平成2年7月18日 上野 小型ポンプ 春日井
第36回 平成3年7月17日 四郷 小型ポンプ 豊 　橋
第37回 平成4年8月4日 上郷町 小型ポンプ 半 　田
第38回 平成5年7月21日 鴛鴨 小型ポンプ 岡 　崎
第39回 平成6年7月27日 高橋 3位 小型ポンプ（水出） 瀬 　戸
第40回 平成7年8月3日 岩倉 小型ポンプ（水出） 豊 　川
第41回 平成8年7月16日 貝津 優勝 小型ポンプ（水出） 南知多
第42回 平成9年7月23日 鴛鴨 3位 小型ポンプ（水出） 刈 　谷
第43回 平成10年7月30日 6分団混成 優勝 小型ポンプ（水出） 津 　島
第44回 平成11年7月17日 4分団混成 小型ポンプ（水出） 蒲 　郡
第45回 平成12年7月29日 18分団混成 小型ポンプ（水出） 犬　 山
第46回 平成13年8月11日 11分団混成 小型ポンプ（水出） 三　 好
第47回 平成14年7月13日 11分団混成 4位 小型ポンプ（水出） 知　 多
第48回 平成15年7月12日 9分団混成 5位 小型ポンプ（水出） 新 　城
第49回 平成16年8月7日 1分団 優勝 小型ポンプ（水出） 佐屋町

4方面隊16分団 優勝 小型ポンプ（水出）
6方面隊4分団 8位 小型ポンプ（水出）
9方面隊3分団 5位 小型ポンプ（水出）
3方面隊11分団 優勝 小型ポンプ（水出）
5方面隊2分団 4位 小型ポンプ（水出）
7方面隊2分団 12位 小型ポンプ（水出）

第52回 平成19年7月16日 第3方面隊 準優勝 小型ポンプ（水出） 豊橋
第3方面隊 優良賞 小型ポンプ（水出）
第10方面隊 入賞 小型ポンプ（水出）

第54回 平成21年8月8日 豊田市消防団 優勝 小型ポンプ（水出） 岡崎
第55回 平成22年7月24日 豊田市消防団 入賞 小型ポンプ（水出） 日進
第56回 平成23年7月16日 豊田市消防団 準優勝 小型ポンプ（水出） 田原
第57回 平成24年7月21日 豊田市消防団 敢闘賞 小型ポンプ（水出） 半田

第50回 平成17年7月23日 豊　田

愛知県消防操法大会出場及び成績

第53回 平成20年7月12日 一宮

第51回 平成18年7月22日 大府



第58回 平成25年8月10日 豊田市消防団 入賞 小型ポンプ（水出） 西尾
第59回 平成26年8月9日 豊田市消防団 優勝 小型ポンプ（水出） 小牧
第60回 平成27年8月8日 豊田市消防団 入賞 小型ポンプ（水出） 豊川
第61回 平成28年7月30日 豊田市消防団 入賞 小型ポンプ（水出） 尾張旭
第62回 平成29年8月5日 豊田市消防団 敢闘賞（12位） 小型ポンプ（水出） 碧南
第63回 平成30年7月28日 豊田市消防団 優良賞 小型ポンプ（水出） 稲沢
第64回 令和1年7月20日 豊田市消防団 敢闘賞 小型ポンプ（水出） 蒲郡


