
第７回『えひめ無事故・無違反123コンテスト』当選チーム

区分 賞品の内容 整理番号 チーム名 市　町

1等 上海旅行賞 640 東洋殖産Bチーム 伊予郡松前町

524 四中営 新居浜市

557 松丸陸運㈲チーム 北宇和郡松野町

305 かんきょうB 西条市

857 住化ロジスティクス㈱№１７ 新居浜市

1746 Ａ・Ｂ・Ｆ・ 新居浜市

565 フットワークB 新居浜市

1846 チーム・エナメル 松山市

1177 ケーオー和華 今治市

644 えひめ物流№２ 松山市

739 よかよかー 松山市

1801 ゲンチャン 新居浜市

478 チームDB 南宇和郡愛南町

1641 JPT長山 松山市

454 今中№1 今治市

1779 まめととうふ 新居浜市

1268 エコ運転 松山市

822 回転椅子 新居浜市

104 ちゃんぽん 松山市

132 石鎚山 西条市

1902 チーム近見 松山市

298 てやてやブラザーズ 八幡浜市

574 ㈱大西運輸№1 今治市

455 今中№2 今治市

1764 藤田　秀幸 新居浜市

88 ＳＯＦＴＹ 松山市

832 伯方工場Ｂ 松山市

1506 安全ジャー 伊予郡松前町

1408 ありがとうの会 八幡浜市

584 構造物性 新居浜市

2154 堀口くん家の長男 八幡浜市

2064 チームＡＢＥＢＥ 松山市

1340 愛媛トヨペット№４ 松山市

327 伊予鉄道運輸課 松山市

2407 ドコモ７ 松山市

272 元気　 松山市

835 愛媛自動車学校Ａ 松山市

158 青鬼運送㈱Ｚチーム 今治市

2138 勝岡会10 松山市

545 AKB5新居浜 新居浜市

2324 クラボウ北条工場４ 松山市

1893 チーム日吉 松山市

1958 ＡＬＳＯＫ１２ 松山市

1161 丸福－Ｂ 四国中央市

1504 樹脂クラブ 伊予郡松前町

467 還暦組 松山市

ソウル旅行賞
2等
（2本）

国内旅行賞3等
（3本）

商品券
4等
(40本)



第７回『えひめ無事故・無違反123コンテスト』当選チーム

区分 賞品の内容 整理番号 チーム名 市　町

1084 伊予商運松山Ｄ 伊予郡松前町

760 アイエス4 西宇和郡伊方町

773 ECO３ 松山市

759 アイエス3 西宇和郡伊方町

59 城北3組 松山市

738 チームバリバリ 松山市

834 伯方の塩Ｂ 松山市

1261 ガッツＣＡＴＳ!! 今治市

2022 ＳＩＳＰ５ 四国中央市

2218 ネッツトヨタ瀬戸内　ＳＨ　 松山市

758 アイエス2 西宇和郡伊方町

2100 渓筋スマイルチーム 西予市

890 住化ロジスティクス㈱№５０ 新居浜市

1935 チームＨＴＫ 松山市

774 サワヤカー7 松山市

630 長山C 西条市

276 四エネダンプAチーム 四国中央市

1345 愛媛トヨペット№９ 松山市

2335 日浅組 新居浜市

300 田中くん大丈夫・・・ 八幡浜市

1901 今治市役所出張所 松山市

1844 なでしこジャパン 松山市

780 外山運輸 新居浜市

1240 まみこデラックス 今治市

1187 愛媛トヨタ自動車№４ 松山市

2069 愛媛安全運転で走る会 松山市

475 ㈱大窪商店Cチーム 松山市

528 焼飯天津飯 新居浜市

392 松山東警察署№51 松山市

302 わらぐろ 八幡浜市

735 バリバリ今治 松山市

1388 白雪建設 今治市

682 ガンバルセールスマン2011 松山市

1322 四交ハーテイドライバーズ№９ 松山市

57 城北1組 松山市

2374 チームかんあん 新居浜市

1793 ＤＤＣ課Ｄ 新居浜市

2383 工務部保全技術 新居浜市

16 道前運送Ａ 西条市

1896 菊間支店チーム 松山市

285 四エネ第二動力Dチーム 四国中央市

993 マルニ運送有限会社Ｂ 宇和島市

943 松山名鉄急配№３ 松山市

1170 Ａ 今治市

80 ウルトラマン5クラブ 松山市

564 フットワークA 新居浜市

2406 ドコモ６ 松山市

1695 チームエコっくま 上浮穴郡久万高原町

509 西条電力センター1 新居浜市

1390 国際ソロプチミストいしづちＡ 西条市

932 四国名鉄運輸№３３ 松山市

1962 ＡＬＳＯＫ１６ 松山市

411 芙蓉海運B 新居浜市

391 松山東警察署№50 松山市

363 松山東警察署№22 松山市

5等
（55本）

商品券



第７回『えひめ無事故・無違反123コンテスト』当選チーム

区分 賞品の内容 整理番号 チーム名 市　町
595 金生運輸㈱9 四国中央市

1758 チーム大森 新居浜市

2199 土木Ｇ 四国中央市

220 uｋyou.№.4 四国中央市

2174 日通松山引越センター 松山市

1113 桑原運輸㈱Ｌチーム 新居浜市

1865 深山の会 松山市

1079 Ｙ２ＩＫＭ 新居浜市

1762 ＰＬ２－Ｄ班 新居浜市

812 事故・違反起こさんぞ 新居浜市

216 マリナ会　西本医院 上浮穴郡久万高原町

741 いのちをだいじに 松山市

1703 ダンロップ今治 今治市

1831 人事部チームＫ 松山市

513 塩﨑ピョン子隊 新居浜市

1897 伊予銀行大島支店 松山市

169 チームおにぎり 松山市

1571 チームＤ 西条市

35 森実エクスプレス㈱Ｉチーム 新居浜市

2077 熟年組 西条市

1082 伊予商運松山Ｂ 伊予郡松前町

243 富永建設㈱ 大洲市

2020 四中留置 四国中央市

231 チームRouｄou 松山市

196 新東運輸株式会社№19 新居浜市

1662 ㈱植西運送⑩ 伊予市

2105 四国高速運輸㈱松山№１ 東温市

551 新支系技② 新居浜市

222 元気だ西予B 西予市

14 いきもの係 松山市

1141 チーム媛猿 松山市

1667 環境・安全室Ｃ 松山市

242 鈴木㈱四国 伊予郡砥部町

701 明星グループ№４ 新居浜市

643 えひめ物流№１ 松山市

756 ネット21paｒt2 西宇和郡伊方町

623 第一加工産業№4 東温市

561 翔栄安全クラブ 西条市

1260 やまと 今治市

1425 頑張ります 松山市

1607 チーム吉田 松山市

1423 バチスタ 松山市

2293 四電工ＭＭＣ 宇和島市

1477 安全将軍 伊予郡松前町

616 四国中央開発株式会社 四国中央市

206 久万高原町ＦＤい組 上浮穴郡久万高原町

1435 チームワカマツ 松山市

1074 ＭＯグループ 新居浜市

2002 ＫＥＩＧＯ５５ 西条市

1947 ＡＬＳＯＫ１ 松山市

1721 ホームテクノ四国新居浜ＳＣ 新居浜市

341 河野 松山市

1776 チームトムソン 新居浜市

1440 ロックンロール 松山市

700 明星グループ№３ 新居浜市

805 あんちゃんふかくん 新居浜市

766 YKB48 西宇和郡伊方町

1100 中新Ｂ 新居浜市

2391 チーム新居浜 新居浜市

1031 チーム石本 上浮穴郡久万高原町

829 ＡＲＡＳＨＩＯ1番 松山市

1354 愛媛トヨペット№１８ 松山市

938 四国名鉄運輸№３９ 松山市

1933 チーム三瓶 松山市

537 IPハィウｴイ 新居浜市

6等
（65本）

ギフト商品



第７回『えひめ無事故・無違反123コンテスト』当選チーム

区分 賞品の内容 整理番号 チーム名 市　町
1802 すばるⅢ 新居浜市
1128 カトーレック川内Ａ 東温市
1761 フェアリーテール 新居浜市
1852 大街道Ａチーム 松山市
2007 チーム共済 西条市
1552 エデンの東 伊予郡松前町
1442 義明とゆかいな仲間たち 松山市
605 弁当200YEN 今治市
1576 帝松サービス№１ 松山市
175 石原6 松山市
1468 ＭＢ２ 伊予郡松前町
1792 ＤＤＣ課Ｃ 新居浜市
916 四国名鉄運輸№１７ 松山市
102 吉海自治会Ｅ 今治市
720 ムイハンブラザーズ 松山市
543 ヨンデンプラザ新居浜 新居浜市
1672 伊予鉄道庶務課Ａ 松山市
2053 イヨテツケーターサービス㈱№６ 松山市
1136 チーム青信号 西条市
1997 住共１４　クリーンセンター 新居浜市
2395 くろかわ№２ 西条市
2319 デバイス開発センターＣ 新居浜市
1188 愛媛トヨタ自動車№５ 松山市
9 ＭＡＳＡＥ 伊予市

1361 愛媛トヨペット№２５ 松山市
39 あいしょく③ 東温市

1769 チームＴＮＰ 新居浜市
1915 チーム土居 松山市
1035 塩キャラメル 上浮穴郡久万高原町
745 ザ・バルブ 西宇和郡伊方町
985 ケミカル 新居浜市
142 アトラス№７ 新居浜市
1099 中新Ａ 新居浜市
1116 桑原運輸㈱Ｏチーム 新居浜市
1675 松山北高３班 松山市
1722 あかトンボ 上浮穴郡久万高原町
703 明星グループ№６ 新居浜市
1446 プラネットアース2012 伊予郡松前町
520 SRP 新居浜市
1732 みなみちゃん 松山市
1824 松竹梅 松山市
419 ㈱セラテック№8 新居浜市
540 上海に行き隊 新居浜市
2412 標語と絵画のいたわり通１ 喜多郡内子町
2036 地球 四国中央市
1591 ＪＡえひめ中央№７（チームピノキオ） 松山市
1186 愛媛トヨタ自動車№３ 松山市
355 松山東警察署№14 松山市
688 寒川港湾№３ 四国中央市
1515 ＳＡＫＡＭＯＴＯ 伊予郡松前町
108 チームＮ.Ｐ.Ｓ.Ｄ. 松山市
1357 愛媛トヨペット№２１ 松山市
405 松山東警察署№64 松山市
1710 ＥＪＫ 松山市
1916 やっさん 松山市
2116 しまなみ銀狼会 今治市
531 チームUE 新居浜市
4 ゼロ 西予市

527 上海坦々MEN 新居浜市
2004 年金花道達成 西条市
1319 四交ハーテイドライバーズ№６ 松山市
2010 輸送Ａ 四国中央市
1441 松山ＡＰ 松山市
1787 ＳＡＴ部材Ｂ 新居浜市
1323 四交ハーテイドライバーズ№１０ 松山市
198 新東運輸株式会社№21 新居浜市
1259 チームマエダ 今治市
1701 波止浜興産株式会社ゴルフ場 今治市
1665 ひでちゃんチーム 新居浜市
793 日通新居浜管理 新居浜市
2092 あいなん４ 南宇和郡愛南町
1534 マイスター 伊予郡松前町
246 城戸運送№2 大洲市
256 城戸運送№12 大洲市
942 松山名鉄急配№２ 松山市
647 えひめ物流№５ 松山市
93 愛媛合同物流㈱Ｄチーム 松山市
477 蓮乗寺会 南宇和郡愛南町
122 安全・安心チーム 松山市
292 ゴールドゴレンジャー 松山市

7等
（80本） 図書券


