
第２回『えひめ無事故・無違反１２３コンテスト』 特別賞 

 

当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 

一般 2170 来島鉄工 宇和島市 1 等 
（2 本） 

上海旅行賞 
（1 人当たり8 万円の旅行券） 熟年 577 無事故・無違反クラブ 西条市 

  

当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 

一般 1834 四交ハーテイドライバーズ No11 松山市 2 等 
（2 本） 

ソウル旅行賞 
（1 人当たり6 万円の旅行券） 熟年 231 鬼北の里の交通安全クラブ 鬼北町 

 

当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 

61 かずこチーム 伊予市 一

般 289 営業推進（勝組） 松山市 

1161 宝作チーム 久万高原町 

3 等 
（4 本） 

国内旅行賞 
（1 人当たり3 万円の旅行券） 熟

年 2227 黒川チーム 新居浜市 

 

当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 

1130 よんけいNo.35 西条市 

1707 ダイワハウスNo.6 松山市 
471 HTS（小） 四国中央市 
2363 大洲・西予市チーム 大洲市 

2031 愛媛トヨタ自動車株式会社No.43 松山市 
417 チーム EB 松山市 

204 DAIICHI 4 松山市 

商 品 券 
（1 人当たり５千円） 

1266 住化物流西日本No.2 新居浜市 
2543 ふれあいチーム 八幡浜市 

4 等 
（10 本） 

缶ビール（箱入り） 
（1 人当たり５千円） 1088 NANYO 最速 伊方町 



 
  

当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 

2655 宇和島ガンバローズ10 宇和島市 
2524 ファミレスNo.1（ナンバーワン） 松山市 

2320 少年A 松山市 
2004 愛媛トヨタ自動車株式会社 No.16 松山市 

1880 宇和島ハイヤー株式会社 宇和島市 
2862 おにあいよ 久万高原町 
1899 ダイツウ株式会社I チーム 東温市 

1808 本店サービスC 松山市 
2841 製品チーム 新居浜市 

2835 両手に華 新居浜市 
1070 アトックス② 伊方町 
1150 松江チーム 松山市 

2228 松本チーム 新居浜市 
1403 いなっち 西予市 

251 安全ロード 唐子 今治市 
2794 磯浦設備C 技術チーム 新居浜市 
1257 藤田組B チーム 四国中央市 

62 よしこチーム 伊予市 
63 デンジャラス ドライバーズ 西条市 

5 等 
（20 本） 

商 品 券 
（１人当たり３千円） 

1267 住化物流西日本No.3 新居浜市 

 



 

当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 

43 でぶや 八幡浜市 
16 山崎製パン 愛媛⑦ 砥部町 
1516 玉ちゃんファイト！！ 松前町 

40 愛「球」クラブ 八幡浜市 
41 電柱犬 八幡浜市 

1312 住化物流西日本No.48 新居浜市 
1696 倉庫グループ 新居浜市 
1699 業務グループ（2） 新居浜市 

819 タウン松山（B）チームNo.5 松山市 
814 カミ急No.3 四国中央市 

1947 壬生川火力チーム 新居浜市 
1695 輸送グループ 新居浜市 
2810 生産管理班B チーム 新居浜市 

1965 四国名鉄運輸 No.13 松山市 
1983 セーフティー8 K 組 八幡浜市 

1946 チーム イーストパワー 新居浜市 
2409 津田幸mon 松山市 
377 セーフティークラブ 四国中央市 

2739 USHIO 新居浜市 
1970 四国名鉄運輸 No.18 松山市 

147 MARUKAI NO.1 八幡浜市 
1952 SCC チーム 新居浜市 
1988 セーフティー8 P 組 八幡浜市 

57 かんきょうD 西条市 
1628 無事故・無違反クラブ（赤樫チーム） 愛南町 

1627 今治警友会 B チーム 今治市 
899 GAMERA 今治市 
145 大パ作業 No.4 四国中央市 

2497 シミズNo.2 松山市 
12 山崎製パン 愛媛③ 砥部町 

2272 藤岡．池田 内子町 
565 内子町老人クラブ連合会 内子町 
58 かんきょうE 西条市 

130 mobil のむら 西予市 
1604 チーム ホリッキー 今治市 

868 九四生コン No.1 伊方町 
2556 ドコモ愛媛H 松山市 
2229 セラテックC チーム 新居浜市 

1461 黒川運送有限会社 No.2 西条市 

６ 等 
（50 本） 

ギフト商品 
（1 人当たり2 千円） 

1396 東温市老連No.2. 東温市 



当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 
365 大生院A チーム 新居浜市 
1397 東温市老連No.3. 東温市 

1177 流星花園 今治市 
2523 隊本部 松山市 

1559 YAMATO 今治市 
1139 西川チーム 松山市 

ギフト商品 
（1 人当たり2 千円） 

［続き］ 

1731 無事故・無違反クラブ 愛南町 

1749 ビシャモンテン 四国中央市 
1029 拓明建設 生コン 合同チーム No3 久万高原町 

６ 等 
（50 本） 
［続き］ 

発泡酒 
（1 人当たり2 千円） 

815 森実タウンサービス本社A チーム No.1 新居浜市 

 



 

当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 

709 宇和島自動車学校No.1 宇和島市 
1629 安協婦人部ナデシコ 松山市 
515 タイカワ運輸 No-8 四国中央市 

357 メイヨウタクシー 西予市 
2608 垣生店 Ⅱ 松山市 

464 GG 会（Ⅰ） 松山市 
2099 第一マルエム青果No.2 愛南町 
1404 かつお一本釣りチーム 愛南町 

2698 クラボウ北条工場No.19 松山市 
1552 きたうわ 今治市 

1632 潮見熟年ドライバー 松山市 
1260 DKK 四国―Ⅲ 松山市 
1693 総務グループ 新居浜市 

1167 直瀬チーム（熟年） 久万高原町 
2828 巻替検査１チーム 新居浜市 

42 チーム「事故0」 八幡浜市 
2418 ドキンちゃん号チーム 松山市 
570 交安協角野B 新居浜市 

879 さわやか5 松山市 
1903 丸協運輸株式会社No.4 東温市 

394 徳酸運輸チャレンジャー 西条市 
1228 大洲交通１ 大洲市 
732 テト重 ２SG 松前町 

22 のむら 西条市 
1118 よんけいNo.23 西条市 

461 電工八幡浜No3 八幡浜市 
876 ベストマナーズ 松山市 
686 総研チームNo.7 松山市 

1534 セーフティドライブ 今治市 
1593 すべりこみアウト 今治市 

4 奥道後バーディー会 今治市 
1957 四国名鉄運輸 No.5 松山市 
2056 ゴジラとゆかいなモスラたち 西条市 

564 ロードトレインNo.2 砥部町 
1897 ダイツウ株式会社G チーム 東温市 

321 自称優良運転者 大洲市 
568 北条C 松山市 
561 中川B 西条市 

2530 チーム田中 新居浜市 

7 等 
（62 本） 

ギフト商品 
（1 人当たり1 千円） 

358 八幡浜市役所 建設課 八幡浜市 

 



当  選  チ  ー  ム 区 

分 
賞品の内容 

整理番号 チ ー ム 名 市町別 
51 森実エクスプレス株式会社 H チーム 新居浜市 
2390 四国ガスNo.3 今治市 

49 森実エクスプレス株式会社 F チーム 新居浜市 
45 森実エクスプレス株式会社 B チーム 新居浜市 

306 （有）惣川 西予市 
559 丹原支部 西条市 
560 中川A 西条市 

1466 平家巻.com 新居浜市 
1484 愛媛県警察学校 A 松前町 

1448 南宇和自動車教習所 愛南町 
2703 環境安全チーム 西条市 
2133 KING「A」 松山市 

465 GG 会（Ⅱ） 松山市 
317 美女と珍獣 西条市 

305 しまなみわたる 今治市 
897 カミツキガメコ 今治市 
2132 ろうきん 愛媛 松山市 

199 芙蓉海運 新居浜市 
219 西条玉津 西条市 

304 ミッチーズ 今治市 
101 伯方高No.1 今治市 

７ 等 
（62 本） 
［続き］ 

ギフト商品 
（1 人当たり1 千円） 

［続き］ 

186 NOPOPON’S 西予市 

 
 
 
 
 


