
Ｎｏ.1
区分 賞品の内容 整理番号 チーム名 市町名

1等 上海旅行賞 1422 花筏愛好会 宇和島市

2等 ソウル旅行賞 157 一粒万倍 松山市

（2本） 236 松山東47 松山市

507 チーム生環№２ 松山市

3等 1530 ソウルへ行こう！！ 新居浜市

（3本） 2147 ＯＨＰ 新居浜市

1462 角野無事故・無違反クラブ　№４ 新居浜市

254 金生運輸㈱4 四国中央市

1564 総務チーム 西予市

商品券 1389 しんりょう 西宇和郡伊方町

4等 1931 伊予銀行　三机出張所 松山市

（10本） 1064 黒島ＲＰＦ 新居浜市

1840 株式会社伊予銀行　立花支店 松山市

60 ドラチャンズ 松山市

450 四国名鉄運輸№9 松山市

1534 BC 新居浜市

1901 伊予銀行　鳥生支店Ａチーム 松山市

795 ミッフィーチーム 松山市

1402 ドコモ⑤ 松山市

1582 だいじょうぶです。 伊予郡松前町

1019 ＳＬＣ　輸送課６ 新居浜市

1037 ＳＴＲ　大気グループ 新居浜市

704 日本郵便輸送株式会社四国支社１４ 松山市

1390 伊方ネット　21 西宇和郡伊方町

127 ｕｋｙｏｕ．№1 四国中央市

5等 商品券 86 ひまわり 大洲市

（20本） 68 ＳＴＮ物流㈱Ａチーム 西条市

281 �森実タウンサービス新居浜Ａ 新居浜市

1544 TEAM　オスギ（上） 新居浜市

2084 エシマＭクラブ 伊予郡砥部町

495 大生院Bチーム 新居浜市

26 №1久保建設Ａ 上浮穴郡久万高原町

227 松山東38 松山市

245 松山東56 松山市

1191 Ｅ．Ｐ．Ａ．－４ 伊予郡松前町

544 V-com.B 松山市
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2128 東予① 新居浜市
1967 大西運輸№２ 今治市
1926 ㈱伊予銀行　長浜支店 松山市

1552 アラミドグループ 新居浜市
1710 Kaw東予　Aチーム　　 西条市
2117 ソフトブレーキ 新居浜市
1730 クラレテクノ西条 西条市

164 非課税 新居浜市
125 交通治安係 西条市

1928 伊予銀行　五十崎支店チーム 松山市
1381 よんけい　伊方 西宇和郡伊方町
200 松山東11 松山市

ギフト商品 716 組織犯罪対策課№2 松山市
2154 お利口さん 新居浜市
721 組織犯罪対策課№7 松山市

1656 フィンガーファイブ 伊予郡松前町

1859 伊予銀行　小野支店Ｂチーム 松山市
1164 チーム・みっちゃん 松山市
2178 桑原運輸㈱Ｆチーム 新居浜市
1674 ネッツ瀬戸内　CHAOS 松山市

477 愛媛阪神ライン株式会社No1 松山市
2196 レッドオクトパス 松山市
396 愛媛の安全守り隊 松山市
474 重合技術開発課8 松山市

1405 ドコモ⑧ 松山市
132 チーム「吉野屋」 松山市
328 セイノー　　大洲 東温市

1853 伊予銀行　郡中支店 松山市

201 松山東12 松山市
727 玉津 西条市

2074 松丸陸運有限会社 北宇和郡松野町
1726 じゃがッキー　№５ 松山市

1601 東レ交通安全模範者の会 伊予郡松前町
1349 愛媛トヨタ自動車　　No.34 愛媛県松山市
2056 えひめ１２３ 今治市
2225 チーム　ジンノ 松山市
1613 紅葉 伊予郡松前町

199 松山東10 松山市
1375 四電ビジネス㈱伊方事業所　⑥ 西宇和郡伊方町
562 燃えよドラゴン 松山市

2029 四交ハーテイドライバーズ№１２ 松山市

1985 Ｔａｎｉｋｉｎ２ 西条市
1080 ＭＯグループ 新居浜市
452 四国名鉄運輸№11 松山市

1728 チームVEC 西条市

1399 ドコモ② 松山市
569 住共2　　（本社B） 新居浜市

2189 桑原運輸㈱Ｑチーム 新居浜市
108 石原6班 松山市

1608 動力安全隊 伊予郡松前町

6等
（50本）



416 愛媛トヨペット株式会社№２０ 松山市
666 Ｅ・Ｔ・Ｉ 松山市

1863 伊予銀行　松山市役所支店 松山市
1182 事故ＺＥＲＯ 松山市
1125 新居浜病院・手術室Ｂ 新居浜市
499 チーズ刑企 松山市
993 ＳＬＣ　大江５ 新居浜市

1421 あらフォー 宇和島市
2249 勝岡ドライビングクラブ 松山市
2082 チーム遠距離通勤 松山市
1212 Ｅ．Ｐ．Ａ．－２５ 伊予郡松前町
1813 とよ～ズ 大洲市
103 石原1班 松山市

2100 ケーオー事務所 今治市
1105 四国日立愛媛№４ 松山市
1514 松山北高№１ 松山市
181 白雪建設 今治市

1593 USB　３．０ 伊予郡松前町
434 愛媛トヨペット株式会社№３８ 松山市
898 旭町車両同好会№5 今治市

1363 みんなでゴール 西宇和郡伊方町
2130 東予③ 新居浜市
398 愛媛トヨペット株式会社№２ 松山市

2068 伊豫海運Ａチーム 大洲市
1960 えひめ中央農業協同組合№１５（伊予プニョチーム） 松山市
2274 チームＩＬＵＭＩＯ 新居浜市

図書券 906 旭町車両同好会№13 今治市
924 旭町車両同好会№31 今治市

1521 工業化学G 新居浜市
1539 ゲンチャン 新居浜市
276 �チームしゃこっと兄 新居浜市
147 城戸運送㈲№4 大洲市

2004 チーム森伊蔵 松山市
639 春夏冬　　二升五合№3 西予市

1273 安全運転 松山市
1380 Yes,We can, 西宇和郡伊方町
2326 高原レーシング 上浮穴郡久万高原町
2129 東予② 新居浜市
809 チーム藤原 松山市
454 四国名鉄運輸№13 松山市

1040 チーム　稲田 新居浜市
1584 ポリトレ混合G 伊予郡松前町
1022 ＳＬＣ　輸送課９ 新居浜市
2021 四交ハーテイドライバーズ№４ 松山市
441 松一観光B 松山市

1498 ＴＥＡＭ　ＧＩＳＡ 松山市
1496 集中受付センター 松山市
1819 企画チーム 松山市
1834 伊予銀行　地域振興部 松山市
606 ALSOK　№７ 松山市

1575 城共２ 西予市
1644 どんがめクラブ２ 伊予郡松前町
2187 桑原運輸㈱Ｏチーム 新居浜市
2205 上海行きたいグループ 松山市
2223 土居会 松山市
475 重合技術開発課10 松山市

1641 TERRA 伊予郡松前町
1659 伊予路てくてくG 伊予郡松前町
798 料金Ⅱ 松山市
505 ゲッツ！いかちゃん 松山市
471 チーム殿 松山市
426 愛媛トヨペット株式会社№３０ 松山市
489 がんばっていきましょい 今治市

2055 タンブラー 今治市
263 �チームオーロラ 松山市

1265 松山北高№４ 松山市
2019 四交ハーテイドライバーズ№２ 松山市
1453 県警企画教養課C 松山市
1315 全日本運輸株式会社Eチーム 今治市

66 エコエコ 松山市
819 カトーレック松山Ｈ 東温市
290 �森実タウン今治Ｂ 新居浜市

2203 イケメンズ・プラス・ワン 松山市
2221 ＰＯＣＨＩ 松山市
1445 EKM №７ 松山市
484 吉海自治会B 今治市
67 タケちゃん’Ｓ 南宇和郡愛南町

1116 エリエール運輸　横持チーム 四国中央市
1571 野村金融③ 西予市
1398 ドコモ① 松山市

7等
（80本）


