
横浜市消防操法技術訓練会成績表
（消防団の部）

回数 実施年度
実施
年月日

最優秀
(第１位)

優秀
(第２位)

優秀
(第３位)

優秀
(第４位)

備　　考

1 昭和45年度 45.10.13 瀬谷 戸塚 緑 神奈川

2 昭和46年度 46.11.13 戸塚 港北 瀬谷 緑

3 昭和47年度 47.11.11～20 戸塚 瀬谷 緑 港南

4 昭和48年度 48.11.08～14 瀬谷 磯子 港南 保土ヶ谷

5 昭和49年度 49.12.02 瀬谷 金沢 鶴見 港北

6 昭和50年度 50.11.15 磯子 保土ヶ谷 港南 瀬谷

7 昭和51年度 51.10.20 大岡 保土ヶ谷 戸塚 緑

8 昭和52年度 52.10.15 戸塚 磯子 港北 緑

9 昭和53年度 53.10.23 戸塚 寿 磯子 緑

10 昭和54年度 54.10.17 神奈川 西 瀬谷 港南

11 昭和55年度 55.10.13 瀬谷 戸塚 西 寿

12 昭和56年度 56.11.20 鶴見 瀬谷 戸塚 緑

13 昭和57年度 57.10.13 山手 戸塚 港北 金沢

14 昭和58年度 58.10.14 磯子 金沢 港北 緑

15 昭和59年度 59.11.02 戸塚 港北 山手 神奈川

16 昭和60年度 60.09.27 戸塚 山手 瀬谷 西

17 昭和61年度 61.10.03 磯子 鶴見 緑 戸塚 栄、泉消防団誕生

18 昭和62年度 62.10.02 戸塚 緑 西 山手

19 昭和63年度 63.09.30 緑 瀬谷 栄 泉

20 平成元年度 元.09.22 緑 戸塚 泉 金沢

21 平成02年度 02.09.20 緑 栄 泉 金沢 第四分団出場

22 平成03年度 03.09.20 戸塚 泉 緑 栄

23 平成04年度 04.09.24 保土ヶ谷 港南 西 鶴見

24 平成05年度 05.09.16 金沢 戸塚 大岡 港北

25 平成06年度 06.09.07 戸塚 保土ヶ谷 鶴見 山手
青葉、都築消防団誕生
第四分団出場

26 平成07年度 07.09.11 栄 旭 金沢 鶴見

27 平成08年度 08.09.06 戸塚 青葉 磯子 保土ヶ谷
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28 平成09年度 09.09.04 戸塚 泉 栄 鶴見

29 平成10年度 10.10.19 戸塚 旭 栄 保土ヶ谷 第四分団出場

30 平成11年度 11.10.26 泉 青葉 栄 港北

31 平成12年度 12.10.25 泉 港北 金沢 都築

32 平成13年度 13.10.23 大岡 戸塚 鶴見 都築

33 平成14年度 14.10.29 磯子 旭 泉 戸塚 第四分団出場

34 平成15年度 15.10.29 泉 磯子 鶴見 金沢

35 平成16年度 16.10.25 都築 磯子 港南 戸塚

36 平成17年度 17.10.29 旭 鶴見 緑 大岡

37 平成18年度 18.10.28 鶴見 都築 保土ヶ谷 磯子 第四分団出場

38 平成19年度 19.09.29 栄 金沢 鶴見 港北

39 平成20年度 20.10.25 鶴見 瀬谷 西 栄

40 平成21年度 21.10.31 都筑 鶴見 西 金沢

41 平成23年度 23.10.29 鶴見 戸塚 磯子 栄 第四分団出場

42 平成25年度 25.10.27 都筑 青葉 鶴見 戸塚

43 平成27年度 27.10.17 戸塚 鶴見 旭 保土ヶ谷

44 平成29年度 29.10.14 旭 鶴見 港南 金沢

45 令和01年度 01.11.16 鶴見 港南 青葉 戸塚 第四分団出場

栄消防団は、昭和６１年度に戸塚区から、泉区とともに栄区が分離独立したのに伴い
誕生しました。
栄消防団には、分団が４つあり、輪番制で操法大会に出場しています。


