
Ｎｏ.1
区分 整理番号 チーム名 市町名

1等 上海旅行賞 一般 1734 愛は南からNo1 愛南町

（2本） （1人当たり8万円の旅行券） 熟年 596 かぶとー４ 新居浜市

2等 ソウル旅行賞 一般 23 チーム　中研 松山市

（2本） （1人当たり6万円の旅行券） 熟年 2257 今治市宮窪町福祉会監事会 今治市

470 伊予鉄道　施設チーム 松山市

3等 2133 バスフィッシングはスライム号で！！ 大洲市

（4本） 243 いまさい 西条市

（1人当たり3万円の旅行券） 1534 勝岡無事故クラブ 松山市

1556 司令職務室B 松山市
755 伊予鉄タクシーDチーム 松山市

1895 さわやか八高　№４ 八幡浜市
商品券 200 大洲　D 大洲市

4等 （1人当たり5千円） 2205 チーム　ヨシムラ 松山市
（10本） 1574 みどりちゃん 新居浜市

642 四国西濃　№4 東温市
2203 チーム　イタクラ 松山市
1774 東予電力センター　第２分担 新居浜市
2410 伊予銀行　土居支店 松山市
1696 サイドフォレスト 大洲市
2545 パワフル２００８　№２７ 松山市
999 ジョイマン 今治市

1771 キュアレモネード 新居浜市
1200 チーム・ザ・加藤・No．２ 新居浜市
1965 愛媛トヨタ自動車　№１６ 松山市
1328 金生運輸㈱　Ｄ 四国中央市
917 四国高速運輸株式会社　松山№２ 東温市

1941 カトーレック松山　B 東温市
5等 商品券 598 伊藤忠エネクスホームライフ西日本㈱ 松山市

（20本） （1人当たり3千円） 1670 チームナンバーワン 松山市
1537 吉海自治会Bチーム 今治市
1724 だんだん 松山市
2146 生コンF 大洲市
1015 チバリョー 今治市
2300 C・A 松山市
2566 パワフル２００８　№４８ 松山市
1145 おじさんダンサ－ズ 新居浜市
938 四国名鉄運輸　№１０ 松山市

1048 姫　FIVE 八幡浜市
2160 工場検査G 新居浜市
2247 みかん 八幡浜市
201 大洲　E 大洲市
847 愛媛県警察学校　２１　 松前町

6等 ギフト商品 409 ㈱四電工　№3 宇和島市
（50本） （1人当たり2千円） 2475 生産　Eチーム 八幡浜市

542 組織犯罪対策課　No５ 松山市
2514 「いよっこら」 伊予市
1357 マッチャン 新居浜市
2516 セーフティD'S 今治市

第4回『えひめ無事故・無違反123コンテスト』　特別賞受賞チーム

賞品の内容

国内旅行賞
一般

熟年



442 一宮運輸　Ｃ 新居浜市
1356 愛媛銀行　別子無事故．無違反隊 新居浜市
2253 しまなみわたる’０８ 今治市
379 愛媛銀行　風早レディース 松山市

2465 クラボウ北条工場　№２０ 松山市
1845 西条警察署　No９ 西条市
2692 三和鋼管　朝倉チーム 松山市
331 ＤＫＫ　長距離Ｂ 四国中央市

1320 えひめ中央農業協同組合　№１３ 松山市
908 H・K・W 久万高原町

1709 すぬーぴぃ 愛南町
1404 マコト三等兵 松前町
1196 太陽運送㈱　Ｂチーム 西予市
2317 地域振興部 松山市
2287 OGAWA GROUP　№５ 上島町
242 東雄郡支部 松山市

6等 ギフト商品 2193 ドコモエンジ愛媛　№１１ 松山市
（50本） （1人当たり2千円） 799 安協 野支部　E 新居浜市

1681 調品確ライダーズ 大洲市
43 ひじ建　Ａ 大洲市

1638 獅子王会　（ECT-１） 新居浜市
1835 四交ハーティー．ドライバーズ　ＮＯ１４ 松山市
1351 かんきょうＡ 西条市
1315 えひめ中央農業協同組合　№８ 松山市
2564 パワフル２００８　№４６ 松山市
1204 ひめぎん近永　まもるくん 鬼北町
2067 住化ロジスティクス㈱　№５２ 新居浜市
2138 舗装部 大洲市
944 四国名鉄運輸　№１６ 松山市

1615 TFJパラキシレン－（１４） 松山市
1079 西条DS　No３ 西条市
707 総務課庶務係 松山市
534 いよてつ　ケイサ 松山市
942 四国名鉄運輸　№１４ 松山市

1716 協和道路（B） 松山市
412 セーフティ　Ｆ５ 松山市

2334 佐々木　JAPAN 松山市
2625 ソウル・ゲット・Ａチーム 今治市
1668 フットワークエクスプレス㈱　No１ 新居浜市
1080 西条DS　No４ 西条市
1192 ㈱西坂組　Ｎｏ１ 今治市
1811 ネッツ瀬戸内　管理本部・総務課 松山市
321 ドコモＣ 松山市

1024 レストラン和華 今治市
465 チーム　ゴールド 今治市

7等 ギフト商品 2201 株式会社阿波銀行松山支店　Bチーム 松山市
(72本) （1人当たり1千円） 1105 F四国 C 松山市

372 愛媛トヨペット株式会社　№３５ 松山市
1313 えひめ中央農業協同組合　№６ 松山市
1275 うしおに　№８ 宇和島市
2548 パワフル２００８　№３０ 松山市
554 重合技術開発　No１１ 松山市
660 ＥＰ－０２ 松山市
943 四国名鉄運輸　№１５ 松山市
413 石原　４係 松山市

2559 パワフル２００８　№４１ 松山市
367 愛媛トヨペット株式会社　№３０ 松山市



2041 住化ロジスティクス㈱　№２６ 新居浜市
2485 Eダッシュ 八幡浜市
1828 四交ハーティー．ドライバーズ　ＮＯ７ 松山市
2241 山内工務店　若手チーム 四国中央市
533 大和生コン 松山市

1202 医療法人財団尚温会 松山市
2384 稲垣ファミリー 松山市
1016 コマッカーズ 今治市
416 総務 松山市

1191 宇摩川之江Ｂクラブ 四国中央市
1707 県立大洲農業安全ドライバー部隊 大洲市
1437 動力　日勤ルーキーズ 松前町
440 一宮運輸　Ａ 新居浜市
260 安全第１クラブ 松山市
332 ＤＫＫ　長距離Ｃ 四国中央市

2079 住化ロジスティクス㈱　№６４ 新居浜市
576 ALSOK　№２１ 松山市

1691 伊予鉄道　自動車課 松山市
263 城西自動車学校　第２班 松山市

2038 住化ロジスティクス㈱　№２３ 新居浜市
2062 住化ロジスティクス㈱　№４７ 新居浜市
661 ＥＰ－０３ 松山市

1433 ＭＢＧ 松前町
906 えびちゃ会 四国中央市

7等 ギフト商品 937 四国名鉄運輸　№９ 松山市
（72本） （1人当たり1千円） 1870 福井チーム 新居浜市

1520 ポニョ 伊方町
1726 ノバックス松山A 松山市
2592 （社）愛媛県バス協会～Ｂ 今治市
118 中央新居浜自動車学校　Ｃ 新居浜市
109 Bear with Water Road 西条市

2510 ハイドロパワー 松山市
191 宇和ファイブ 西予市

1939 松山南支店　No８ 松山市
608 サザンクロス 松山市

1294 うしおに　№２７ 宇和島市
718 白熊君チーム 松山市

1447 酒に飲まれて乗らない隊 松前町
2643 チーム　しみず 今治市
715 金岡チーム 松山市
257 こまっち東予 西条市
871 銅・貴金属　B 新居浜市

1213 道建ハイウェイズ 松山市
714 ウエスト 松山市

2383 伊予銀行　日吉支店　ＧＨＬ 松山市
1541 吉海自治会Ｆチーム 今治市
1001 安全エコドライバーズ 今治市
2622 チーム　しまなみ 今治市
1882 つうけん今治 今治市
1295 ＳＤ宇和島 宇和島市
2109 SKL　№１０ 新居浜市
1249 警備Ｋ 松山市
296 渡辺興業株式会社　松山営業所　Ｎｏ１ 砥部町

2274 チーム　やまちゃん 松山市
78 森実エクスプレス株式会社　Fチーム 新居浜市


