
愛媛県知事表彰功労章

四国中央市消防本部 消防司令 東山和史

四国中央市消防本部 消防司令 坂上和人

三島第二分団 副分団長 近藤和智

金砂分団 副分団長 渡邊昌雄

金生分団第３部 部長 石川公一

上分分団第１部 部長 長野道義

土居分団 副分団長 三宅恭弘

長津分団第５部 部長 江口　繁

愛媛県消防協会長表彰功績章

伊予三島方面隊本部 副団長 鈴木一志

伊予三島方面隊本部 分団長 川上賢司

川之江方面隊本部 分団長 星川和典

金生分団 分団長 石川敏彦

土居方面隊本部 分団長 近藤　茂

愛媛県消防協会長表彰勤続章

伊予三島方面隊

三島第一分団第２部 団員 中川善道

三島第ニ分団第８部 団員 鈴木勇気

松柏分団第３部 団員 森下　聡

松柏分団第４部 班長 熊野功一

寒川分団第２部 班長 黒田　進

寒川分団第３部 団員 宮崎祐輔

豊岡分団第１部 団員 定岡正彦

豊岡分団第２部 団員 大西真史

富郷分団 団員 宮田慎平

金砂分団 団員 秦泉寺勇作

金砂分団 団員 渡邊貴紀

川之江方面隊

川之江分団第５部 班長 勝亦政人

金生分団第４部 部長 森川隆久

金生分団第４部 班長 森川収一

金田分団第１部 部長 吉良篤彦

金田分団第４部 班長 吉岡正登

川滝分団第２部 班長 押条真一

妻鳥分団第２部 班長 川端英裕
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妻鳥分団第２部 班長 大原浩一

土居方面隊

関川分団第３部 団員 山下　健

土居分団第２部 部長 萩尾正樹

土居分団第３部 団員 尾崎　健

小富士分団第２部 班長 矢野　真

小富士分団第３部 部長 近藤智広

長津分団第３部 部長 松本利弘

長津分団第５部 班長 江口健一

天満分団第２部 班長 高木太志

天満分団第３部 団員 近藤春樹

蕪崎分団第１部 団員 山内哲志

新宮方面隊

新宮第一分団 班長 柳原大輝

新宮第六分団 班長 瀧口宏樹

愛媛県消防協会長表彰親子団員表彰

新宮方面隊

副分団長 瀧口勝馬佐

班長 瀧口宏樹

愛媛県消防協会長表彰感謝状

川之江方面隊本部 高橋康須彦

高橋都美江

四国中央市長表彰最優秀分団表彰

川之江方面隊金田分団

四国中央市長表彰優秀分団表彰

伊予三島方面隊松柏分団

四国中央市長表彰規律章

伊予三島方面隊

団本部 部長 久門美紀子

伊予三島方面隊本部 団員 松木千秋

三島第一分団第３部 団員 井原英明

三島第二分団第５部 団員 今村晃二郎

三島第二分団第５部 団員 黒川将太

三島第二分団第８部 団員 篠原慎吾

松柏分団第２部 団員 長野大嗣

新宮第六分団



松柏分団第３部 団員 高倉陸男

松柏分団第４部 団員 高橋直樹

松柏分団第５部 団員 藤原　茂

寒川分団第２部 団員 竹中　輝

寒川分団第３部 団員 大西宏明

寒川分団第４部 団員 西原一王

豊岡分団第１部 団員 藤原大樹

豊岡分団第２部 団員 三宅智裕

川之江方面隊

川之江分団第３部 団員 射場一貴

川之江分団第４部 団員 三好浩平

金生分団第１部 団員 福岡賢二

金生分団第１部 団員 伊藤寿匡

上分分団第１部 団員 井川史雄

金田分団第１部 団員 向井　豊

金田分団第３部 団員 宇高知哉

川滝分団第１部 団員 大西康平

川滝分団第４部 団員 新居田裕二

妻鳥分団第２部 団員 井村一平

妻鳥分団第３部 団員 木村　隆

土居方面隊

関川分団第１部 班長 大辻貴裕

関川分団第４部 団員 真鍋太一

小富士分団第２部 団員 矢野孝裕

小富士分団第３部 団員 加藤　剛

小富士分団第３部 団員 岡本篤史

小富士分団第３部 団員 村上典吉

小富士分団第３部 団員 渡邊將嘉

長津分団第２部 班長 村上裕一

長津分団第５部 団員 江口信博

天満分団第２部 班長 山田裕貴

天満分団第３部 団員 井上貴徳

蕪崎分団第１部 班長 溝口　敦

新宮方面隊

新宮第二分団 団員 大石将来

新宮第五分団 団員 鈴木秀明

新宮第六分団 団員 高橋直樹

消防団長表彰精勤章

四国中央市消防団



団本部 班長 吉岡美由紀

団本部 団員 石川久子

団本部 団員 大田利恵

伊予三島方面隊

三島第一分団第１部 団員 本間聖人

三島第一分団第３部 団員 富家恭蔵

三島第一分団第４部 団員 飛鷹裕輔

三島第二分団第５部 団員 山川芳夫

松柏分団第１部 団員 高橋良太

松柏分団第１部 団員 菰田祐輔

松柏分団第１部 団員 玉置友博

松柏分団第２部 団員 佐藤茂樹

松柏分団第２部 団員 藤枝達也

松柏分団第４部 団員 池田孝行

松柏分団第５部 団員 鈴木紳也

寒川分団第１部 班長 宮崎亘史

寒川分団第２部 団員 武村良祐

寒川分団第３部 団員 藤原康洋

寒川分団第４部 団員 川上雅之

川之江方面隊

川之江分団第１部 団員 藤井隼人

川之江分団第２部 団員 大西孝樹

川之江分団第５部 団員 苅田　竜

金生分団第１部 団員 藤田佳己

上分分団第２部 団員 篠原　大

川滝分団第５部 団員 石川裕太

妻鳥分団第１部 団員 加地彰人

妻鳥分団第１部 団員 仙波勝行

土居方面隊

関川分団第１部 部長 眞鍋正敏

関川分団第１部 班長 眞鍋　聡

関川分団第２部 班長 石川正浩

土居分団第２部 団員 萩尾　響

土居分団第２部 団員 近藤大晟

土居分団第３部 団員 高橋　隼

土居分団第４部 団員 合田康生

小富士分団第２部 団員 近藤大樹

小富士分団第３部 団員 鈴木敦志

小富士分団第３部 団員 安藤晃平

長津分団第２部 班長 河村拓磨



長津分団第２部 班長 兵頭正範

天満分団第３部 団員 岸章　洋


