
区分 賞品の内容 整理番号 チーム名

1等
(1本)

上海旅行賞
30万円分旅行券
（1人6万円分）

整理番号1682 ALSOK伊方1

整理番号879 impostor

整理番号1795 愛媛合同物流①

整理番号631 渡辺興業㈱No.2

整理番号125 寒川港湾　　Ｎｏ．3

整理番号2015 金の免許チーム

整理番号678 キョウチャンF

整理番号2682 西条B

整理番号2060 デバイス開発センターC

整理番号2624 四国日立愛媛No.1

整理番号1290 うさぎさんチーム

整理番号1071 天和

整理番号1782 小川運送No.6

整理番号2444 チーム三島ちゃん

整理番号1312 住化ロジスティクス㈱No.15

整理番号815 ミズキーズ

整理番号87 teamおっ君

整理番号1748 ALOZ愛媛④

整理番号1659 JPT渡辺

整理番号2183 ボス・パーキンス

整理番号2513 2929（ニクニク）

整理番号1023 新婚さんいらっしゃー

整理番号432 ちいむひさなお

整理番号303 山本組

整理番号2073 チームチャンマー

整理番号750 中央建設Bチーム

整理番号1201 久万高原町FDち組

整理番号1895 園芸販売課

整理番号2715 金生運輸㈱F

整理番号617 中川家

整理番号601 今治自動車教習所B

整理番号2287 三津東

整理番号651 四国総合流通㈱Bチーム

整理番号2528 オレンジフェリー

整理番号979 Pt②

整理番号2308 日吉支店キャリアウーマンチーム

共通百貨店商品券
25,000円分

（1人5,000円分）

4等
(30本)

ソウル旅行賞
20万円分旅行券
（1人4万円分）

2等
（2本）

『えひめ無事故・無違反123コンテスト“2017”』当選チーム

国内旅行賞
10万円分旅行券
（1人2万円分）

3等
（3本）



区分 賞品の内容 整理番号 チーム名

『えひめ無事故・無違反123コンテスト“2017”』当選チーム

整理番号48 大西運輸No.6

整理番号1309 住化ロジスティクス㈱No.12

整理番号1101 スギモトセレクト

整理番号1949 朋友

整理番号289 ちーむ安全運転

整理番号1757 レジェンド

整理番号547 森実運輸株式会社イッカ

整理番号885 南堀端仲良しクラブ

整理番号1394 チームみのり

整理番号969 しげばやし

整理番号1643 ハンターKABU男

整理番号1855 SNK

整理番号2744 PCMC愛媛チーム09

整理番号63 森実エクスプレス株式会社Jチーム

整理番号2738 PCMC愛媛チーム03

整理番号520 明星グループNo.6

整理番号1063 事務所③

整理番号2714 金生運輸㈱E

整理番号93 おひやB

整理番号855 務チーム

整理番号2244 業管-4

整理番号2728 三豊運送N-3

整理番号2180 リオ・デ・ジャネイロ

整理番号2390 ネッツトヨタ瀬戸内チームKAINO

整理番号997 セーフティー★ドライバー

整理番号1123 西濃本社

整理番号507 新東運輸No.12

整理番号801 MUJIKO

整理番号2746 PCMC愛媛チーム11

整理番号264 Generalにお疲れ

整理番号893 今治市吉海支所

整理番号405 四国名鉄運輸㈱No.3

整理番号1454 愛媛トヨタチームNo.42

整理番号2516 はしはまゴッドかあちゃん

整理番号2235 DDC課G

整理番号2307 中浜支店Bチーム

整理番号716 OZSゴールドファイブ

整理番号2426 南予建設企画

整理番号337 新玉東支部

整理番号314 ハイウェイ・スターズ

整理番号1030 チョット待てG

整理番号2066 ミスターダイエット

整理番号559 ホナイD

整理番号449 竹

整理番号1711 トーヨーE

5等
（45本）

商品券 10,000円分
（1人2,000円分）



区分 賞品の内容 整理番号 チーム名

『えひめ無事故・無違反123コンテスト“2017”』当選チーム

整理番号585 チームヂヴリ

整理番号2664 今治市上浦支所

整理番号1695 共電経営管理部

整理番号2130 TEAM眞鍋

整理番号2241 業管-1

整理番号1110 世界の'Kajima'

整理番号940 ニューハート①

整理番号2266 松山駅前支店

整理番号59 森実エクスプレス株式会社Fチーム

整理番号2726 三豊運送N-1

整理番号435 規制のプロなんです

整理番号2356 チーム融資

整理番号2006 フジケン西条第二工場

整理番号1972 四中土木

整理番号321 ナナとゆかいな仲間たち

整理番号1173 チームL

整理番号2552 久万土木A

整理番号1471 チームスギタ

整理番号2277 チーム園子

整理番号2446 税と車おまもり隊

整理番号1307 住化ロジスティクス㈱No.10

整理番号2667 チーム植西③

整理番号1919 SA

整理番号2157 運転D班-①

整理番号286 チーム最高ですⅡ

整理番号2549 がんばっていきましょい

整理番号603 チームいじいじ

整理番号1475 DMZ－メタルチーム

整理番号2191 塗工B

整理番号2414 調査課チーム

整理番号1235 宇和島安協

整理番号1384 チーム超安全運転

整理番号1492 カトーレック西予C

整理番号2330 チームKODAMA

整理番号1058 KOJI 100%

整理番号954 チャレンジャー2

整理番号2275 チーム法人123

整理番号1217 びやびやボンバー

整理番号2560 チームひめぎんうしおに

整理番号555 愛媛自動車学校D

整理番号2527 コロコロワッフル

整理番号1153 8班

整理番号1585 桑原運輸㈱Lチーム

整理番号2763 チームトクソウ

整理番号2668 チーム植西④

整理番号1421 愛媛トヨタチームNo.9

整理番号991 WEST ARIA

整理番号1164 動力センターチームC

整理番号2509 ニチレキ愛媛B

整理番号1268 えひめ物流No.3

整理番号927 Hozen G

整理番号1375 通勤時間Zero

整理番号117 波止浜興産自動車教習所Ｄチーム

整理番号210 ちーむデぃーん

整理番号1012 キーパーズ3

整理番号2100 チームホウタイ

整理番号2639 ヒアリハットゴレンジャー

整理番号1749 ㈲一力運送商Aチーム

整理番号356 森実タウン四国中央B

整理番号1428 愛媛トヨタチームNo.16

整理番号1011 キーパーズ2

整理番号1015 王道

整理番号989 リングオブセーフティー

整理番号1416 愛媛トヨタチームNo.4

整理番号798 大パD

整理番号947 さんのさん1

整理番号526 森実運輸株式会社カプロ

整理番号1315 住化ロジスティクス㈱No.18

整理番号1327 住化ロジスティクス㈱No.30

整理番号677 キョウチャンE

整理番号2406 ネッツトヨタ瀬戸内サービス本部

整理番号1166 チームE

整理番号1328 住化ロジスティクス㈱No.31

整理番号2091 Go Go GoDaず

整理番号150 川之江港湾運送株式会社130th　D

整理番号2631 四国日立愛媛No.8

整理番号1026 Safety Road

整理番号2561 ひめぎん宇和島

整理番号292 未読スルー

整理番号310 牛鬼安全運転協会

6等
（375本）

図書カード 5,000円分
（1人1,000円分）



区分 賞品の内容 整理番号 チーム名

『えひめ無事故・無違反123コンテスト“2017”』当選チーム

整理番号1641 松岡組

整理番号2723 西川商運E

整理番号921 トレロンFチーム

整理番号440 刑生会花木さん

整理番号230 北条高校No1

整理番号854 改善＋特販

整理番号1761 赤てんぐ

整理番号2421 ひめぎん人事教育部

整理番号300 東宇和軍

整理番号332 チーム松本

整理番号2675 新居浜A

整理番号2751 KYODO-E

整理番号636 渡辺興業㈱No.7

整理番号662 チーム太郎2017

整理番号2479 チーム123

整理番号1665 ALSOK1

整理番号1758 マッスルクラブ

整理番号263 チェンジザチーム

整理番号762 RIVER

整理番号1458 総務女子

整理番号514 けいさん

整理番号2140 PL ドラゴンズ

整理番号2236 DDC課H

整理番号1450 愛媛トヨタチームNo.38

整理番号1239 西濃松山B

整理番号1180 SAI

整理番号2677 新居浜C

整理番号2403 瀬戸内ネッツ事業部

整理番号1165 チームD

整理番号486 村瀬

整理番号2491 チームC

整理番号62 森実エクスプレス株式会社Iチーム

整理番号646 四国運輸㈱B

整理番号1672 ALSOK8

整理番号2080 N1-1　昼勤A

整理番号826 赤松くん次第っていうか

整理番号1339 住化ロジスティクス㈱No.42

整理番号268 﨑山組

整理番号1390 KA

整理番号1806 アルバトロス

整理番号399 松山名鉄急配No.3

整理番号255 チーム桜井

整理番号2368 5シスターズ

整理番号1485 ハッとしてgood！

整理番号672 アンチャンG

整理番号2376 舞妓haaaan！！

整理番号557 ホナイB

整理番号279 癒しのカピパラ

整理番号1994 KEIKI　GO！

整理番号1228 お気楽こーあん

整理番号2748 KYODO-B

整理番号565 チームとうざい

整理番号2710 金生運輸㈱A

整理番号1668 ALSOK4

整理番号995 哲爺

整理番号1872 ゴールドG

整理番号216 YMG60

整理番号1935 チーム消防

整理番号1049 PRP梱包4組

整理番号807 チームパイン

整理番号2411 測量・補償課チーム

整理番号2022 平安＆武勇

整理番号2777 Team便利＆松山＆西条

整理番号1632 プリンス西予

整理番号723 一宮運輸BCNo.1

整理番号2169 ヴィ・ルゥカプ

整理番号383 丸回企業株式会社No.10

整理番号67 シコチューブルー

整理番号1241 TBK-B

整理番号1821 リフォーム・住まいるヘルパー部

整理番号1830 堀端会B

整理番号1183 YON-B愛媛F

整理番号1075 3組③

整理番号2609 長山B

整理番号897 吉海自治会D

整理番号622 カトーレック松山E

整理番号2074 ミキャン

整理番号1980 レッドクロスはくあい①

整理番号1116 PP技部2課-3

整理番号1126 八幡浜自動車教習所B

6等
（375本）

図書カード 5,000円分
（1人1,000円分）



区分 賞品の内容 整理番号 チーム名

『えひめ無事故・無違反123コンテスト“2017”』当選チーム

整理番号1367 地域

整理番号820 生タコで一杯

整理番号1666 ALSOK2

整理番号961 プリプレグ執行部

整理番号2396 ネッツトヨタ瀬戸内保険部

整理番号1245 TBK-F

整理番号1437 愛媛トヨタチームNo.25

整理番号994 Mice

整理番号1158 タカキ物流サービスC

整理番号2550 ゴールデン・ドライバーズ

整理番号2024 健康第一人生楽しく組

整理番号837 私、違反しませんから！！

整理番号92 おひやA

整理番号2300 ラブフォーティー

整理番号1029 テトロンヤングG

整理番号806 ふるた軍団

整理番号1566 ヨシトマン2017

整理番号361 森実タウン今治B

整理番号586 OMO-GO

整理番号1274 えひめ物流No.9

整理番号1356 住化ロジスティクス㈱No.59

整理番号357 森実タウン四国中央C

整理番号1700 SKE水変

整理番号2011 フジケン森　伊蔵

整理番号2221 きんぎょ鉢

整理番号454 チームT・G・S

整理番号1717 トーヨーK

整理番号2103 「思いやり運転」

整理番号1987 美女と野獣

整理番号2472 大洲土木C

整理番号769 チームシルフィ

整理番号1656 JPT山本

整理番号2711 金生運輸㈱B

整理番号1857 大王海運㈱シコチュードライビングセーフティーチーム

整理番号247 teamいたくら

整理番号2057 品証T●+α

整理番号2063 デバイス開発センターF

整理番号2683 西条C

整理番号1157 タカキ物流サービスB

整理番号167 川内クラブ

整理番号758 みならdormitory

整理番号883 こぉのハゲぇ～！！

整理番号1620 PHU2

整理番号1721 カウパー達也

整理番号735 高瀬運送Dチーム

整理番号1742 まるたまFlatC

整理番号524 明星グループNo.10

整理番号1766 宇和島消防Aチーム

整理番号2129 前川組

整理番号1050 特攻野郎Bチーム

整理番号2707 伊予商運㈱松山東営業所C

整理番号663 CHARMY（チャーミー）

整理番号510 新東運輸No.15

整理番号144 ティー・エイチ・エフ

整理番号825 安全第一☆

整理番号1532 KIBOU

整理番号1179 伯方運送株式会社東予営業所A

整理番号464 アダルティーIYO

整理番号2176 D下流

整理番号1608 きっちゃんず

整理番号1712 トーヨーF

整理番号1698 EAST

整理番号892 M3YKA

整理番号419 セブン

整理番号192 アイタク２

整理番号2182 DON DON

整理番号2153 松葉杖

整理番号1447 愛媛トヨタチームNo.35

整理番号827 早瀬くんが心配だ

整理番号1667 ALSOK3

整理番号1248 コレノリクラブB

整理番号1019 ACE1

整理番号1837 きほくあんきょう

整理番号1735 KS

整理番号2198 ライ麦パン

整理番号1805 DoKKan　えひめ　2017

整理番号787 ㈲伊予環境サービス

整理番号2054 ひろ文

整理番号498 新東運輸No.3

整理番号1550 フライング　フィッシュ

6等
（375本）

図書カード 5,000円分
（1人1,000円分）



区分 賞品の内容 整理番号 チーム名

『えひめ無事故・無違反123コンテスト“2017”』当選チーム

整理番号1383 リトルけん

整理番号2555 チームおもいち

整理番号900 砥部ウインドアンサンブルBチーム

整理番号450 チームキカクタイ

整理番号2448 オーシャンNo.2

整理番号2734 三豊運送N-9

整理番号980 もみじ1

整理番号833 小坂4

整理番号1321 住化ロジスティクス㈱No.24

整理番号2110 ４S1H

整理番号2002 指差呼称で無事故無違反B

整理番号490 地龍

整理番号731 セイノー新居浜

整理番号2812 本社営業所

整理番号628 与力同心岡っ引

整理番号1139 サイジョウそうむWith W

整理番号179 WEST×２

整理番号1574 桑原運輸㈱Aチーム

整理番号1707 トーヨーA

整理番号99 株式会社久保建設A

整理番号52 いちがかり

整理番号2690 一宮流通黒島⑦

整理番号2776 オカケン松山8

整理番号2021 ウルフルズ

整理番号1072 大四喜

整理番号1544 ムーンライト伝説潮見

整理番号2178 製膜B班

整理番号917 トレロンBチーム

整理番号1679 ALSOK今治

整理番号2792 黒糖かりんとうFD

整理番号1599 チームTel

整理番号82 チーム西条高校

整理番号2581 中予地方局管理課No.1

整理番号1340 住化ロジスティクス㈱No.43

整理番号1426 愛媛トヨタチームNo.14

整理番号1984 事故なしにコウケン

整理番号2465 アダムス・アップル

整理番号2288 エミフルA

整理番号1306 住化ロジスティクス㈱No.9

整理番号2592 池田興業㈱Y-1

整理番号2544 チームまーくん

整理番号1171 チームJ

整理番号2703 伊予商運㈱松前営業所J

整理番号502 新東運輸No.7

整理番号1060 TSUBAKI

整理番号1513 宮田軍団

整理番号2322 チームきたがわ

整理番号1031 トレロンヤングG

整理番号2312 鳥生支店

整理番号1329 住化ロジスティクス㈱No.32

整理番号2515 はしはまゴッドファミリー

整理番号888 チーム不動産

整理番号2398 ネッツトヨタ瀬戸内オフホワイト

整理番号1118 工務KS職

整理番号656 なかよし親子

整理番号2276 株式会社伊予銀行上灘支店

整理番号964 東殖Aチーム

整理番号14 ダックス

整理番号17 ㈱イーエーシーゴールド

整理番号799 大パE

整理番号2340 すみれ．737

整理番号1486 そんたっく

整理番号2102 チームSCK

整理番号2430 SO☆SHI☆KI

整理番号344 徐行クラブ

整理番号1326 住化ロジスティクス㈱No.29

整理番号2600 池田総務

整理番号1205 レンゴーロジD

整理番号1422 愛媛トヨタチームNo.10

整理番号583 セーフティ銀次

整理番号1633 うさこたや

整理番号197 チームユズ

整理番号1884 伯方の塩　明浜B

整理番号1808 福崎組ゴールド免許クラブ

整理番号1764 チーム湯山

整理番号1085 動力西Ａ

整理番号561 ホナイF

整理番号544 森実運輸株式会社エージェント

整理番号633 渡辺興業㈱No.4

整理番号2124 PLマリーンズ2017

6等
（375本）

図書カード 5,000円分
（1人1,000円分）



区分 賞品の内容 整理番号 チーム名

『えひめ無事故・無違反123コンテスト“2017”』当選チーム

整理番号1431 愛媛トヨタチームNo.19

整理番号2461 SCU-2(E)

整理番号1530 Around30

整理番号2194 ゆとり

整理番号1193 松山宅送Eチーム

整理番号1595 桑原運輸㈱Vチーム

整理番号2265 駅前スタッフ

整理番号2010 フジケン総務部

整理番号1154 JSDC愛媛軍団

整理番号208 馬主連

整理番号749 中央建設Aチーム

整理番号2644 Bチーム

整理番号133 志援「土組」

整理番号2435 大一運送㈱本社Bチーム

整理番号1406 庄内安協B

整理番号569 チームタケモト

整理番号1584 桑原運輸㈱Kチーム

整理番号2133 PL2C班

整理番号1404 西予郵便局Aチーム

整理番号835 三島2課

整理番号1061 事務所①

整理番号1379 よいしょっ。

整理番号2649 Gチーム

整理番号1774 パラダイス

整理番号1226 斎院会

整理番号2114 STOP!まあくん

整理番号1901 北条中央

整理番号2431 みきゃんを崇拝する会

整理番号380 丸回企業株式会社No.7

整理番号24 石原6

整理番号2195 サンフレッチェ入江

整理番号1412 運転スキル向上クラブ⑤

整理番号2047 あきは

整理番号2455 FCT2

整理番号461 チーム善道

整理番号142 安全協会玉川支部

整理番号1775 ヤッホッホー

整理番号786 ㈲伊予開発Bチーム

整理番号146 カネサナンバー2

整理番号1773 松山工事G北

整理番号1482 住化・販売チーム

整理番号2017 中小型モバイルズ

整理番号832 小坂3

整理番号424 外山運輸

整理番号693 タケチ運輸No.6

整理番号1490 カトーレック西予A

整理番号944 @IMASU

整理番号485 チーム０

整理番号86 いつもより-2°C冷えてます

整理番号420 チームK・G

整理番号400 松山名鉄急配No.4

整理番号1108 システム

整理番号2493 チームK

整理番号1125 八幡浜自動車教習所A

整理番号2101 ドライバー5

6等
（375本）

図書カード 5,000円分
（1人1,000円分）


