
Ｎｏ.1
区分 整理番号 チーム名 市町名

1等 上海旅行賞 一般 371 Ｐ　オッパッピー 松山市

（2本） （1人当たり8万円の旅行券） 熟年 2253 久万シルバー人材Ｎｏ２ 久万高原町

2等 ソウル旅行賞 一般 948 安全第１係L３グループ 松前町

（2本） （1人当たり5万円の旅行券） 熟年 1351 安全川之江B 四国中央市

94 西安管 西条市

3等 790 パワフル・イーストＮＯ．１７ 松山市

（4本） 950 福羅班チーム 新居浜市

（1人当たり3万円の旅行券） 1244 有限会社小川工務店ＮＯ．２ 上島町

705 チーム統括 今治市

1138 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．５４ 新居浜市

1567 伊予鉄道㈱運輸課 松山市

商品券 2128 チーム森　伊蔵 伊方町

4等 （1人当たり5千円） 62 富田ドライブクラブ 今治市

（10本） 1983 ㈱あわしま堂　No１０ 八幡浜市

1724 OOT　PL２運転D班　　№６ 新居浜市

1994 チーム　１０１ 新居浜市

874 愛媛運輸企業組合　上松チーム 松前町

1353 三間コスモス 宇和島市

858 衰防団 松山市

2179 ネッツ瀬戸内　久米Ｕ－Ｃａｒレッツゴードライバーキック 松山市

2381 椿支店　Ｂチーム 松山市

708 四国西濃運輸　　Ｎｏ．２ 東温市

827 パワフル・イーストＮＯ．５４ 松山市

2270 カトーレック松山Ｅ 東温市

127 渡辺興業株式会社松山営業所　No９ 砥部町

1933 銅・貴金属Ａ 新居浜市

1923 エミチャンズ 愛南町

5等 商品券 96 Century 松山市

（20本） （1人当たり3千円） 1118 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．３４ 新居浜市

1360 ウィンカーズB 大洲市

1938 やまとなでしこ 新居浜市

1765 四国名鉄運輸　№４ 松山市

1712 ばしゃうま 久万高原町

1707 配電セーフティ’S 松山市

2070 クラボウ北条工場　№１ 松山市

2069 帝人エンテック　エケＳ　Ｎｏ．４ 松山市

2473 ㈱タカキ物流サービス松山営業所Dチーム 砥部町

998 ゴールデンドライバーズ 今治市
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区分 整理番号 チーム名 市町名賞品の内容
2225 メバルブッリジ 砥部町

2266 カトーレック松山Ａ 東温市
1116 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．３２ 新居浜市
1113 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．２９ 新居浜市
888 ㈱大パ作業Dチーム 四国中央市

840 パワフル・イーストＮＯ．６７ 松山市
836 パワフル・イーストＮＯ．６３ 松山市

1679 重合技術開発NO３ 松山市
1936 銅・貴金属Ｂ 新居浜市

1878 ライフ 内子町
470 うっかりハ兵衛 松山市

1766 四国名鉄運輸　№５ 松山市

ギフト商品 1430 南宇和自動車教習所Ｂチーム 愛南町

（1人当たり2千円） 833 パワフル・イーストＮＯ．６０ 松山市
2083 クラボウ北条工場　№１４ 松山市
1880 アユーラズⅡ 松山市
699 経理・管理混合 今治市

689 汗だく！ 今治市
1812 波止浜興産　№２ 今治市
164 アロッズ　サード 松山市

2397 株式会社伊予銀行　宮浦支店 松山市
743 チームＳＤＳ　　Ｎｏ．１ 四国中央市

1161 食品－２ 新居浜市
1499 長山産業　Aチーム 西条市
477 阿波銀行　Ｂ 松山市
480 西条環境Ｃ　　 西条市

462 八水蒲鉾株式会社 八幡浜市
184 開明商運モコティ 西予市
179 伊方センター 伊方町
466 JR宇和島駅 宇和島市

143 調度いいみたい 松山市
757 チーム西駐 松山市

1276 愛媛トヨタ自動車　ＮＯ．２４ 松山市
844 守ります！交通ルール 今治市

1768 四国名鉄運輸　№７ 松山市
1164 ＺＩＰＰＹ 新居浜市
1971 ㈱あわしま堂　No２４ 八幡浜市
2268 カトーレック松山Ｃ 東温市

2190 １４特２中 松山市
171 若草C 松山市

1423 いけいけ八高（№４） 八幡浜市
1147 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．６３ 新居浜市

1146 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．６２ 新居浜市
1782 河野安協熟年チーム 松山市
1370 代理店サポートセンタA 松山市
1378 安協垣生 新居浜市
1151 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．６７ 新居浜市

1714 いよっこら 伊予市
1003 今自教ＮＯ．1256Ｋ 今治市

66 施設課 松山市

6等
（50本）



区分 整理番号 チーム名 市町名賞品の内容
540 森実運輸　フオアマン 新居浜市

1445 あいしょくＤＳ　花山チーム 東温市
1977 ㈱あわしま堂　No４ 八幡浜市
568 セーフティー8　Ｏ組 八幡浜市
714 四国西濃運輸　　Ｎｏ．８ 東温市
611 Jコープ大西 今治市
818 パワフル・イーストＮＯ．４５ 松山市

1264 愛媛トヨタ自動車　ＮＯ．１２ 松山市
1838 みずほ銀行松山支店チーム 松山市
1408 東洋殖産営業部　Ｊチーム 松前町
1405 東洋殖産営業部　Ｇチーム 松前町
883 タケちゃんと愉快な仲間達 松山市

2401 新居浜東 松山市
1313 チーム　ＺＥＲＯ 松山市
473 松山西郵便局第二集配営業課 松山市
82 GO ! WEST 松山市

1664 伯方の塩　NO.７ 西予市
1139 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．５５ 新居浜市
140 宮崎産業No３ 四国中央市

2219 四交ハーテイドライバーズＮｏ1１ 松山市
1410 サウスウイング 松山市
2433 株式会社伊予銀行　船越支店 松山市
1155 団体構造－Ⅱ 新居浜市
832 パワフル・イーストＮＯ．５９ 松山市

1496 西条DS　NO４ 西条市
367 Ｐ．艶がつやつや 松山市

ギフト商品 983 チームＨＡＭＡＤＡ・アンダー１００ 松山市
（1人当たり1千円） 2478 ㈱タカキ物流サービス松山営業所Fチーム 砥部町

2018 N2-1　Bチーム 新居浜市
1335 東予急送㈱№１２ 四国中央市
1476 チーム　くりりん 久万高原町
2238 北条粟井交通　Aチーム 松山市
210 チーム　ＫＡＮＴＯＫＵ 松山市

1682 重合技術開発NO６ 松山市
1932 カメさん 新居浜市
1926 社団法人愛媛県バス協会－Ｂ 松山市
1212 一宮運輸　Ｅ 新居浜市
1218 チームにっぽ 今治市
498 ドコモＨ 松山市

2234 松一観光いいとも会 松山市
866 吉藤正史 松山市

2327 jafgon.com 松山市
1985 ㈱あわしま堂　No１２ 八幡浜市

68 森実エクスプレス株式会社　Aチーム 新居浜市
547 チーム　カブトガニ 西条市
957 かぶとがに 西条市

1928 社団法人愛媛県バス協会－Ｅ 今治市
2231 子育てチーム 松山市
2222 四交ハーテイドライバーズＮｏ1４ 松山市
2223 四交ハーテイドライバーズＮｏ1５ 松山市
2224 ナイスガイチーム 松山市
356 チーム　Ｈ・Ｔ・Ｋ 久万高原町
577 チーム山田 松前町
362 Ｐ．ＴＯＣ・1 松山市

1110 住化ロジスティクス㈱　　Ｎo．２６ 新居浜市
626 ＳＥ？ 今治市
937 動力日勤若手 松前町

1186 イージーエス環営女子 新居浜市
2393 松田ファミリー 松山市
610 ネズミ捕り 今治市
946 キャサリン 松前町
537 森実運輸　ポルトランド 新居浜市

1719 OOT PL技術班　№１ 新居浜市
226 チームフジオカ 西条市

2277 田窪工業所資材部Ａチーム 西条市
1454 西ウテ 西条市
1393 マルハフーズⅠ課 八幡浜市
1912 室町安全会 松山市
1355 今治警友会Aチーム 今治市
2251 大町なかよし 西条市
1789 ゆげ夢ランドの会 上島町
204 仲老クラブ 松山市

7等
（72本）


