
窓口署 チーム名

高知 チーム湯山 五十川汽船 チーム　ミタニ

362 アーモンド 時速30ｋｍ チーム生活安全

チーム玄米 ＴＭＮＴ チーム　ちな～ず

ムー チーム　からふるワンコ チーム田中　２

ミッフィー２０２１ ＧＯＴＯやまももシスターズ ふいたどわ

チームＫＥＮＪＩＮ あざらし ゆうパック

松竹バイク 4040 交通安全家

Ｔｅａｍ　　Ｏｈａｎａ ことたま チーム　アローラ

たきゆり 出雲月下美人の会 交通安全モデルチームを目指すチーム

サンライズ (株)エフティオー　第１ (株)エフティオー　第２

ゴールドメンバーズ ホンダカーズ高知　高知インター店 一升ケン米

ＪＡＦ高知事務 ＪＡＦ高知ＲＳ１ ＪＡＦ高知ＲＳ２

コガネキヌカラカサタケ 喜色満面 釣りざんまい

和田ＳＬと愉快な仲間たち 西岡保険　チーム　Ａ 西岡保険　チーム　Ｂ

四国日立Ａ 四国日立Ｂ 四国日立Ｃ

四国日立Ｄ 四国日立Ｅ ヒノジドウシャ

ネッツ南国　高知本店 ネッツトヨタ高知　本部Ａチーム あさくら太陽店　Ａチーム

あさくら太陽店　Ｂチーム 太陽レディース 無事故戦隊　ブレーキ踏むんジャー

高知トヨペット　Ｓｕｐｅｒ　Ｓｄｐｓ 高知トヨペット　みきてぃー 高知トヨペット　曲則全

ぴろゆきとその仲間達 高知トヨタ SOCIAL DISTANCE Ｏｃｔｏｐｕｓ　Ｆｉｓｈｉｎｇ

ダブルウイッシュボーン 一文橋 パーフェクト　クラフト

セーフティー　ニコラス 車間もソーシャルディスタンＳ チーム　佐々木

入野隊 テクニカルマイスター ＳＣＷＬ

ＧＭＲＳ 山﨑組 セーフティ ドライバーズ

チーム　ＫＩＯＳＫ 国際セーフティー コマツ洗車倶楽部

出光ローリー トップ・トール 土佐ポンズ

チーム　四銀ドライバーグループ 高知物流Ａ 高知物流Ｂ

高知物流Ｃ 高知物流Ｄ 高知物流Ｅ

事務Ｇｏ チーム　グッチーズ チーム　ウッチーズ

チーム　ジュッキーズ ホンダカーズ中高知　万々店　営業 トサトーヨー　Ａ

トサトーヨー　Ｂ トサトーヨー　Ｃ トサトーヨー　Ｄ

トサトーヨー　Ｆ えいちゃん よんぱい！すりー！

よんぱい！つー！ Ｒ１ ＯＩ　天野

にのいち ２の２ 四国電気保安協会　保安１－３

四国電気保安協会　保安１－１ Ｋａｚｕｏ チーム　濵田

えいぎょぎょ 県交北部交通　Ａ 道交法厳守隊

ＯＦＦＩＣＥ　ＳＡＬＥＳ レジデンス高知 おしゃべり～

Ｃｕｌｐｏ　Ｒ３ 幸せにナール　ｓｅａｓｏｎ５ シマムタ

清掃五輪（日東代表） チーム　トッティー 神・風林火山

チーム　Ｋ・Ｙ Ｊｏｈｎと仲間たち 高知市森林組合

高知市農協　鏡支所 JA共済連高知　高知中央SCチーム　ひより JA共済連高知　高知中央SCチーム　さつき

第13回無事故・無違反ドライバーズコンテスト

セーフティロード103（土佐）達成チーム一覧

参加1,976チーム中、1,733チームが無事故・無違反を達成しました。



窓口署 チーム名

暴追高知 ＳＣ高知 高知ＢＬＣ

チーム　ＮＫＰ－２ チーム　ＮＫＰ－１ オカケン　Ａ

不二電気工芸選抜　Ａ 不二電気工芸選抜　Ｂ ＬＦ西四国　チームＡ

ＬＦ西四国　チームＢ ＬＦ西四国　チームＣ チーム　ＳＳＳ

チーム　たに 富士運送　Ａ Ｔｅａｍ　ＭＩＹＡＫＡＷＡ

２５９　ＧＯ！ＧＯ！ フコク生命　高知支社チーム ＴＨＥ　ＭＵＴＵＡＬ

警察大好き細川班 ＮＩＴ　Ａ ＮＩＴ　Ｂ

ＮＩＴ　Ｃ ＳＴＮｅｔ－A ＳＴＮｅｔ－Ｂ

ＳＴＮｅｔ－Ｃ ＳＴＮｅｔ－Ｄ ＳＴＮｅｔ－Ｆ

ＳＴＮｅｔ－Ｇ 県民生活 スピードスター

Ｍｏｗｉｎｇ はっぴぃ～５ 峠の茶屋

デスネ・デスオさん 沢☆登り隊ザ・ワールド 最強driver　目指すｃａｒ！

＼Go Drive!／ 海･川･山☆ 地コミ花子ちゃん ハブエ　～もののけにのせて～

ひできのオカマバー ブルーライン ｚｅｉｚｅｉ３

ｚｅｉｚｅｉ１ チーム☆ひろくん 二代目　くらこ

ちーむ　ケディ ＳＫＵ　高知 高知損害サービス課

セーフティドライバーズ　東海 鬼ヤベェ安全運転　ｔｅａｍ チーム　佳恵さんⅡ

てつおＭＡＸ 街 リトルトウキョウ

うる星やつら ＮＮＹＫＮ チーム　梶村

ど・どんぱ 下知ＰＢ ２班・３班

チーム　つむぎ タートルズ チーム　テリオス

高知ＫＳ オムライスとカレーライス チーム　岡田

ＴＥＡＭ　ホワイト企業 北側 東京オリンピック　金メダリスト

アイスはやっぱり、コーンじゃきに チーム　スノコ（ＳＮＯＫＯ） ショムタンズ

タケノコはキャベツ 留守番電話設定でサギ防止！！ ルーロー班

きょうさい 両手に花 規制１

規制２ 規制３ 山野小

ウッカリカサゴ 赤目 チーム　まこと

チーム　怜 チーム　さくら チーム　こころ

チーム　はばたき アーソンバスターズ エンジェルアイズ

セフトバスターズ 事件事故、緊急の場合は迷わず１１０番 Ｓ・Ｔ・Ｋ

Ｔｅａｍ　ゴンヅメ 窓際のハシビロコウ チーム　グルー

チーム　ゼロ メダルかじり隊 「ＨＡＭＡＳＨＯＷ」

はらぺこ シリアル チーム　北川

くだり坂　４６ ちーむ　すろーろりす ＮＩＶＥＡ

ディスパッチャ 地域師道 くろしお

アベンジャーズⅡ ピスタチオ　グリーン こじゃんと安全

副反応ズ チーム　大黒様 Ｅ－Ｆｉｖｅ

ＫＰＰ ＴＭＹＳ めばえ

イカスキー せい・かん・かん サイバー

ＨＡＴＮＭ 高知一番 チーム　５０１

チーム　ＳＳ チーム　マスカット ノーバンブー

バンブーマン バンブーワン バンブースター

チーム施設２０２１ ゆっくり走ろう　ＦＳ ハコヅメ

ＹＯＳＡＮ９０４ チーム　混成部隊 ＹＯＤＯ

高知支店総務課チーム１ 高知支店総務課チーム２ 高知支店総務課チーム３



窓口署 チーム名

高知支店総務課チーム４ 広報チーム 堀さんチーム

まっすーちーむ Ｓ３Ｈ２ Ｓｉｚｉｕ

ＹＯＮＤＥＮ　ＳＡＦＥＴＹ ゴン攻め珍走団 しげちゃんと４人の仲間たち

しまんとかわうそ チーム　ゴールド免許 ハラペコｅｖｅｒｙｄａｙ♪

もうすぐ定年だ 四電・五島列島 よんでんソリューション①

よんでんソリューション③ ワイルド・スローリー ワンピッチジャーク

明るいランナー あんちゃん かたやん

窪川水力　１分担 窪川水力　２分担 高知水力センター②

高知水力センター③ 高知水力センター安芸土木 佐川土木保守

四万十ツガーズ 水力電気Ａ 水力電気Ｂ

土木１ 土木２ 仁淀川３１５０

はやたそ 防走族 よんでん高知水力Ｃ　２分担チーム

支社総務課　Ａチーム 支社総務課　Ｂチーム 支社総務課　Ｃチーム

支社総務課　Ｄチーム ＫＹＴＯＭ 安芸・高知変電センター

運動不足 系統技術課　保護 高知系統制御所　Ａ・Ｂチーム

高知系統制御所　Ｂ・Ｃ・Ｄチーム 高知系統制御所　Ｄ・Ｅチーム 高知の電力系統と通信網はおまかせ下さい

高知変電Ｃ　３分担 高知変電センター　１分担 高通保　２０２１

進め！送電２分担！！ 絶対につかまりません！！ ソーデンカ

たゆまず、とどける チーム　総括 変電課工事

変電課　総括 Ｇ１ Ｇ２

Ｓｅｃｏｎｄ　ｆｌｏｏｒ おっさんズ カンリＣａｒｓⅠ

契約１分担 契約２分担 契約３分担

高圧管理＋１ コロナに負けず、ガンバリ隊 混合チーム

チーム　ＮＷＳ チーム　「や台ずし」 ちーむ　鳩時計

停電周知　プラス１ よんでんＴ＆Ｄ　ＥＰ１ よんでんＴ＆Ｄ　ＥＰ２

ワクチンうってないのに肩があがらない！！ 配るくん 野良時計

室戸ＳＣ Ｏｎｅ　Ｃｏｌｏｒ サービスセンター Ⅰ

サービスセンター Ⅱ そうはい山田ＳＣ がんばれ広島カープリベンジ一軍

がんばれ広島カープリベンジ二軍 送配電　中村総務 通信Ａチーム

通信Ｂチーム 中変１ 中変２

３５２ビリビリドライバーズ 壮年の部 チーム　Ｔ＆Ｄ

チーム　八海山 なかむらＳＣ５ 中村設備　Ｓａｆｅｔｙ ｄｒｉｖｅｒｓ

よんでん窪川２０２１ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓｅｖｉｃｅ 佐川Ｔ＆Ｄ

マーベルヒーローズ 四電送配２０２１ｉｎ須崎

高知南 高知県電工組 Ｑ あさひ

237 チーム姉さん ２０２１ヨーチ せかいのオノ

Ｋ・Ｙ・Ｋ ライトもん太１ 安全運転隊

電工高知技術２－２ 山中組 エコ　ドライバーズ

ＤＥＮＫＯ　田井 平和仲良し会 横新ＫＹチーム

市老連　達成志隊 ダンスチーム
コスタデルソル フローラル

こてっちゃんず 北村ファミリー ポリィ　グループ

忍たまＲＵＮ太郎 カタコラーズ 協和トランクルーム

タナノ電気 高食　チーム とどろき

チーム　若草 （株）片岡電気工事 四国交通共済協同組合

ワジキ鉄 商品券ありがとうございます 田部チーム



窓口署 チーム名

ファッション　おの ケミウス プロミス・シンデレラ

丸栄エクスプレス　株式会社 ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ同乗するなら着けてくれ、ﾁｰﾑ思いやり。 マッショ康宏Ⅱ

Ｄａｉｔａｒｏｓ ＨＣ朝倉 ＤＡＩＳＨＩＮＹＵ３.５

忠ちゃんＳ オサキにどうぞ たいよう０３

(有)馬場建材店 モリミツ 協和運輸　Ａ

協和運輸　Ｂ 紀和ブルー 紀和グリーン

ほうえい　Ａ ほうえい　Ｂ ほうえい　Ｃ

おむすび ＴＥＡＭ　ＴＳＵＢＡＫＩ ハンセツ　Ａ

ハンセツ　Ｂ ハンセツ　Ｃ 高知トヨペット　はにゃ？

高知トヨペット株式会社　ＫＴＮ 高知トヨペット株式会社　チーム　ゆういち ジャーマンスープレックス

チーム　土佐 Ｍｒ．Ａｄｕｌｔ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 岸田組

ＳＢＶ 土佐新高　Ａ 土佐新高　Ｃ

共立　１ 共立　２ 高知トランスポート　Ａ

高知トランスポート　Ｂ 高知トランスポート　Ｃ (株)濱田水道工業　Ａ

(株)濱田水道工業　Ｂ (株)濱田水道工業　Ｃ (株)濱田水道工業　Ｄ

チーム　ＳＫＫ 川村生コン　Ａ 川村生コン　Ｂ

Ｒ.Ｔ.Ｓ中央Ａ Ｒ.Ｔ.Ｓ中央Ｂ 秦泉寺運送①

秦泉寺運送② 秦泉寺運送③ 秦泉寺運送⑤

きんでん高知Ⅰ きんでん高知Ⅱ ヤングチーム

オールド 南海ケーブルＡ 南海ケーブルＢ

南海ケーブルＤ ＮＩＫＫＯ　１ ＮＩＫＫＯ　３

田中石灰工業Ａ 田中石灰工業Ｂ 田中石灰工業Ｄ

田中石灰工業Ｅ 田中石灰工業Ｆ 田中石灰工業Ｇ

田中石灰工業Ｈ 田中石灰工業Ｊ 田中石灰工業Ｌ

田中石灰工業Ｍ チーム　ゆとり運転 エコ ドライブ ライフ

建設所ＨＳＡＭ２ モグラ　チーム 四電工　高知営業所　工事課

四電工　安全部　Ｒ３ Ｔｅａｍ　パッション すていほーむ

アオイ 設備工事部　設備３課 サポート課

ＳＤ　１ ＳＤ　２ ＳＤ　３

ＳＤ　４ ＳＤ　５ ＳＤ　６

ＳＤ　７ Ｐｒｏｔｅｃｔクリエイト Ｄｅｓｉｇｎクリエイト

Ｗａｔｅｒクリエイト Ｍｉｘクリエイト Ｅｌｅｃｔｒｉｃクリエイト

第二さくら交通　Ａチーム 第二さくら交通　Ｂチーム 第二さくら交通　Ｃチーム

第二さくら交通　Ｄチーム Ｂチーム Ｃチーム

ベテランズ あたご　その二 あたご　その四

あたご　その五 チーム　浦宗 チーム　同期たち

ｚｅｉｚｅｉ２ 永国寺 はしるな危険

ビューティ・ペア－ ルンバの星 チーム・コンシューマー

物品契約チーム 工事契約チーム 森尾会

きょうのまいぶん 嵐を呼ぶ☆たにわキーズ つむちゃんず　Ａ

岩﨑家 今年もあいつがやってくる稲川ｼﾞｭｰﾝの集い ＳＯＵＴＨ－ＫＲ

南天の星 つむちゃんず　Ｂ セーフティライフ３７３

ＭＫＹＹＴ 僕です。 ちゃんぽんぽん

チーム　ＳＲ１０３ 山北みかん perfect traffic investigators

ロケット団 ＧＯ　ヒロミ チーム　できちゃった

黒にんにくドライバー 違反撲滅 しおかぜ公園　警備艇



窓口署 チーム名

鰹節 長曽我部元親　鉄砲隊２ ＡＳＡＫＵＲＡやき

Ｓｏｕｔｈ　Ｒｅｇｉｏｎ 長宗我部　鉄砲隊 新型イモニー

ブルードラゴン レッドドラゴン スピリッツしか受け付けん体　チーム

オールセーフ チーム　オスオス たくやん

Ｃ組 安全の呼吸　八の型（一時停止） 安全の呼吸　拾壱の型（減速）

加齢衆 獏羅天 高知ファンティングキャッツ

原質Ａ 原質Ｂ 加工製品Ａチーム

加工製品課Ｂチーム 春野製造部生産技術課① 春野製造部生産技術課②

春野製造部生産技術課③ 製造管理課 生産管理Ａチーム

生産管理Ｂチーム Ｔｈｅ 資材 固体

開発課（電池グループ） 電解 新・技術課

くまき チ～ム マキャベリズム ＱＡＧ

チーム サンタクロース チーム 人事課 チーム 服部

経理課Ｂ セーフティ チーム 安全運転Ｎｏ.１

知財新製品合同チーム セールスチーム チーム晴登

Ｔｅａｍ レモンサワー ビッグダディ良太 ウレタンコード３発太郎

加工製品課（安芸）製造係 Ⅱ 安芸巻反 安芸原質１１号

セーフティＶ 安芸生産技術課・総務課 レコードＡ

レコードＢ レコードＣ レコードＤ

トラバースＡ トラバースＣ 商品技術①

商品技術② 物流管理 Ａチーム 物流管理 Ｂチーム

混合 チーム Ｆ１ ６５ＣＦ６５１

高知東 チームTOSA ギリギリセーフ ﾁｰﾑ「A・RA・SHI」

129 TeamMAST-イミテーションゴールド チーム　テクノ 薊野の歌姫

サトチャンズ セールス② セールス⑤

セールス⑥ セールス⑦ 体育チーム

セリーズ　調理 チーム　接客 チーム　フロント

セリーズ　ウエディング チームさらばラクティス チーム・リベンジャーズ

ＴＯＮＫＹ チーム　ＴＫＧ 高知のイゴッソやき

ＧＩＫＥＮ チーム　ＫＹ みんなの安全　守り隊！

太陽はちきん娘 相互物流 シラキダニ

HIGASHIYAMA (株)四国建設センター セーフティＳＵＭＩ　チームＡ

ｙａｓｈｉｏ　Ａ ｙａｓｈｉｏ　Ｃ 宇和島高知

ＹＡＭＡＳＡ１００ ケミタル ほあん

チーム　カッシー 続　東部物語 ぶんぶん杏寿郎

高知トヨペット　絆 高知トヨペット　馬太郎 高知トヨペット　無職

一宮ＫＤＳ　Ａチーム 一宮ＫＤＳ　Ｂチーム 一宮ＫＤＳ　Ｄチーム

一宮ＫＤＳ　Ｅチーム 昭栄Ａ 昭栄Ｂ

昭栄Ｃ スマイルベンダーズ１ スマイルベンダーズ２

スマイルベンダーズ３ スマイルベンダーズ４ 小山株式会社　高知営業所

もりたけ カイチョー シャチョー

ケンティ マコッティ 安全第一

ＫＫＫＣ１ ミルフィーユと共に。 ａｎａｌｙｓｉｓ

センター 第３係 Ｕグループ

こむぎ 自販連　Ａ 自販連　Ｂ



窓口署 チーム名

自販連　Ｃ チーム　ＢＭ ホンダカーズ高知　高須新町店

ホンダカーズ高知　かづらしま ＫＳＫチキンＮｏ．１ ＫＳＫチキンＮｏ．２

ＬＢラボ・宴会部 燻し銀 四国運輸　Ａチーム

四国運輸　Ｂチーム 遠山櫻 アングラー

亀さん マミー＆ぱぴー うさぴょん

園芸ＲＣ ミまもレー隊 腹黒クローバー

ＹＳＫ４５　チームＡ ＹＳＫ４５　チームＢ ＹＳＫ４５　チームＣ

ＹＳＫ４５　チームＥ ＹＳＫ４５　チームＦ ＹＳＫ４５　チームＧ

ＹＳＫ４５　チームＨ ＹＳＫ４５　チームＩ チーム　タケダ

チーム　ＷＥＳＴ 一高 サウナイキタイヨ

Ｅａｓｔ　ｇｕａｒｄｉａｎ チーム　６０６ Ｔｅａｍ ８

team lucky book 東　防犯 東　少年健全育成

東　地域安全 チーム　レインボー チーム　やまの

ちょいわるおやじ だまされたふり探検隊 はんなり組

下上野☆豊久 天 アズマ　１

ミスター　クロコダイル チーム　ショーマ ２ＧＡＫＡＲＩ

チーム　３班 やっちゃれ会　東支部 チーム　７１５１

チーム　ユウキ 白馬会Ⅰ チーム　ホワイトホース

白馬会Ⅱ バニラモナカ Ｔｅａｍ　Ｏ

よっぽＤＯ！ 夏物語 りゅうち

本山 ディフェンスに定評のある池上 命を守る会 チーム　さめうら

57 J-POWERハイテック早明浦　Ａ J-POWERハイテック早明浦　Ｂ J-POWERハイテック早明浦　Ｃ

(有)嶺北浄管 山信土木　Ａチーム 山信土木　Ｂチーム

山信土木　Ｃチーム 本山運送　Ａ 本山運送　Ｂ

本山大豊生コン　Ａチーム 本山大豊生コン　Ｂチーム 本山大豊生コン　Ｃチーム

チーム　９６０ ぽんたと麦わらの姫 東中山武三さん

本山町社協 ＫＨ２Ｔ２ れいほく八菜

あかうし　チーム １０３ＴＯＷＮ ラタトゥイユ

ヤスタカせっ記 地域振興係 ありがとうございました

税・戦士 ロートル けんこうｆｉｖｅ　ＭＥＧＡ　ＭＡＸ

牛と５人の姫 五福星 敏雄休日取得実行委員会

個室　友の会 ヨモーくん ヨモーくん　２号

老若男女　チーム 本山町役場　Ａ 本山町役場　Ｂ

本山町役場　Ｃ 本山町役場　Ｄ 本山町役場　Ｅ

本山町役場　Ｆ 本山町役場　Ｇ 本山町役場　Ｈ

本山町役場　Ｉ 本山町役場　Ｊ 本山町役場　Ｋ

本山町役場　Ｌ 本山町役場　Ｍ 本山町役場　Ｎ

本山町役場　Ｏ 本山町役場　Ｐ 加寿政　組

山の民 カレーライズ オムライズ

南国 SENBUKU 春龍会 しまだ農園

114 クローバー 南国二輪車愛好会
Ｂチーム 南国二輪車愛好会
Ｃチーム

ゆずのえるチーム 香美市レディース Ｐｅａｃｅ

チーム　ＡＴＯＭ ホンダカーズ高知　野市店 南国の雨

南国の風 高知ヤクルト　チーム　Ｋ いなぶ



窓口署 チーム名

大丸運送 ＲＴＳ　南国 ブリッジブック

真・安全推進隊 福通イエロー 三和運送　Ａ

三和運送　Ｂ 三和運送　Ｃ 谷山運送　Ｃチーム

谷山運送　Ｄチーム 谷山運送　Ｅチーム 谷山運送　Ｆチーム

南国運送　Ａ 南国運送　Ｂ 南国運送　Ｃ

桂運送　雪組 桂運送　宙組 桂運送　星組

桂運送　花組 中央運送株式会社　Ⓐ 中央運送株式会社　Ⓑ

中央運送株式会社　Ⓒ 中央運送株式会社　Ⓓ 中央運送株式会社　Ⓔ

オリンピニャン 人ｓ 旭食品　高知Ａ

旭食品　高知Ｂ いかのおすし たこのおすし

遅生まれ ＳＥＧ－生管 ＳＥＧｓ

四国ニチレキ工事(株)　高知営業所 チーム　雄二 (株)里見防水工業

(株)里見防水工業　Ｎｏ.２ ミロク　総務部 塗る人たち

ミロク卍會 塗装マン 『密です』

わっしょい保全 オレンジロード 安全運転！

組立 樹脂 ゴイゴイスー

ウレタン nice guy チェックメイト

ゴールド　ファイブ ＩＮＥＯＳ チーム　竹﨑

健康きのこ ち～む　きめつのやえば なんちゃじゃない

南国自動車学校　Ａ 南国自動車学校　Ｂ 南国自動車学校　Ｃ

チーム　南国 チーム　T・Y ｔｅａｍ　力

チーム　ＭＡ チーム　ＹＮ テリーノ

風鈴・花壇 チーム　ナンチャン チーム　山ちゃん

オースリー 大卒魂 ワイルドスピード

焼肉食べ放題 パルディーニ スーパードラゴンズ

マイク 大埇ドリフト Ｋ．Ｙ４

ギャバン ＰａＰａｎｓ チーム　ワタナベ

ＮＭＳＫＫ Ｓｉｘ　ｐａｃｋｓ ０チャレンジ

黒の騎士団 林くんとゆかいな仲間達 合同小隊

バトゥーキ斎藤 第３小隊 いかのおすし

チーム　ハッチ すごいよ　マサルさん かとりとゆかいな下僕たち

ＨＴＭＮＮ そよかぜ チーム　人材

岡西　秋 チーム　中野 チーム　くろちゃん

香南 むかし乙女 ポップコーンカーニバル 企画統計係

18 赤岡安全チーム 夜須安全協会 パプリカ

香南市バス まるよ 香南ケーブルテレビ

香南市 総務課 ① 香南市 総務課 ② 香南市役所　商工観光課①

香南市役所　商工観光課② ラ、フレスクーラ バドブ

チーム　３年目 チーム　一蓮托生 チーム　仙

香美 あんきょう「やまだ」 とさっくま チームNIKKON

44 チーム野村 キエ チーム杉本

ナギ チーム「安全運転」 ＰＩＺＺＡ

フレッシュマートふくどめ 西山商会　営業部 丸富　Ａ

丸富　Ｅ 丸富　Ｆ 丸富　Ｇ



窓口署 チーム名

丸富　Ｈ 香北菱光Ａ 香北菱光Ｂ

松本コンサルＡ 松本コンサルＢ バリュー

技１ 山田の山田さん ライトもん太

ライトモンタ福田 チーム 西川 養護老人ホーム白寿荘

特別養護老人ホーム白寿荘 きながに安全運転 チーム安全運転Ｎｏ.２

チーム 猪野々 ウッディ オミキ

ゆずっこ 1 ゆずっこ 2 香美市消防本部Ａ

香美市消防本部Ｂ 地籍調査班 土木班

都計班 振り向きドラゴン サポートチーム 護レンジャー

チーム 分室 はたやん

室戸 寿会 チーム三谷組Ａ チーム三谷組Ｂ

129 チームりえちゃん クローバー ほのぼのライフ

セーフティ-ドライバーズ 東部交通Ａ 東部交通Ｂ

TEPPEN 小作人 交通安全協会
佐喜浜分会
Ｂチーム

佐喜浜八幡宮　役員会 室戸鯨舟 桜・さくら

深層水事業所 ＮＰＯ法人
佐喜浜元気プロジェクト (有)吉良川重機

エビス サンシャイン室戸① サンシャイン室戸②

サンシャイン室戸③ サンシャイン室戸④ 良い戸

ロータス　なかの 芋の汁 佐保

ＪＡ羽根事務所 小松家 (有)中村建設

吉良川民生委員児童委員協議会 甲浦分会Ａ 甲浦分会Ｂ

野根川で鮎釣りしよう アカラプア室戸岬 株式会社　岡林電気店

にくや牛正 羽根婦人会 羽根チーム

ひまわりチーム 遍路の駅　夫婦善哉 有限会社　竹﨑建設　Ａ組

有限会社　竹﨑建設　Ｂ組 直線番長 ヒト男　プリティーダービー

芸東建設　Ａ 芸東建設　Ｂ レディースぴあ

旭食品　室戸営業所 室戸菱光　Ａ 有限会社　室戸環衛保全公社

はちきん MORIMOTO-1 MORIMOTO-2

四銀むろとsafety drivers こうちゃん５ たかちゃん５

吉良建 植野班 室中Ａ

室中Ｂ やまピー 建設土木課　Ａ

室戸高校　生徒指導部 あすなろ　Ａ あすなろ　Ｃ

高銀 チームなお ＫＳＭ

Ａチーム Ｂチーム Ｃチーム

Ｄチーム 室戸事務所　Ａ 室戸事務所　Ｂ

室戸事務所　Ｃ 久保川土建　Ａ 久保川土建　Ｂ

チーム室戸郵便局 キッチンカフェ海土パート２ キッチンカフェ海土　安全運転チーム

吉　マルヨシ ミウ　Ｂ ミウ　Ｄ

ミウ　Ｅ ミウ　Ｆ　 （有）鍋島燃料店①

東野モータース 西本興業（株） 前田自動車

佃自動車　Ａチーム 佃自動車　Ｂチーム どらやき

中央タクシー ルミエール　室戸 チームとくます

ヤマテン① ヤマテン② （有）仙頭車輌

チームみなと 佐中　Ａ 佐中　Ｂ

佐中Ｃチーム 佐喜浜フォレスト Ｔeam　室小



窓口署 チーム名

誠興建設 吉本建設 Team PUMA with H

甘味の会 甲浦小学校 室戸岬郵便局

土佐の地酒大集合土佐美味市場 ドライバーチーム 角田水道電気

東洋町役場　Ａ 東洋町役場　Ｃ 東洋町役場　Ｄ

東洋町役場　Ｅ のねなのね 山川工務店

はまゆう （株）泉井鉄工所 広瀬鉄工業

チーム乃一 安全☆室戸 チームぱわぁー．ヤﾏー

室戸リベンジャーズ 小松教場２０２１ チーム大和田

安芸 にこにこ安全運転 お先にどうぞ隊 メロン食べ隊

84 かずひこ 安田町チーム Team　Machidukuri

Team　Tano 芸西　やわらぎ 中芸消防ヤングチーム

チームADS Ｒ、Ｔ、Ｓ安芸 土佐鶴　事務所

土佐鶴　製品課 土佐鶴　北大野 ハイテック　Ａ

ハイテック　Ｂ ハイテック　Ｃ ハイテック　Ｄ

ハイテック　Ｆ ハイテック　Ｇ 電源開発　Ａ

電源開発　Ｂ 有限会社　礒部組 入河内作業所

安芸ノ川作業所 ノマチＡ 植野運送

安岡重機　２ ＴＡＭＡＩのよこ 共信運送

奈半利川作業所 木下建設奈半利港作業所 ＧＹＵ　１

安全運転勝る隊 有限会社　横山建設 チーム　まちこ

アオウミガメ 室戸＋１ なおき！

Ｋ－ＭＡＲＫ 報・連・相 川田班

ムーンサルト チーム　アルバトロス チーム　オハラ

信用子牛会 チーム　安芸 あきＳＵＮＳＵＮ

ｅｉｎｏｋｉｋａｋｕ 石原軍団 機能性野菜ナス

特産販売課 ブレーキオイル 安芸運送　Ａ

安芸　With　コロナ チーム　Ｆｕ おくら会げいせい

中芸消防署 安芸林業　１ あき　コネクション

あきリンリン２ フジヤマ いちごクラブ

ぶじかえる チーム　あっきっき チーム　ピッカリ

チーム　ひまわり チーム　ソーム２ チーム　ソーム１

ぽんぽん チーム　ゆきちゃん チーム　あきぼう

森光会 ツツジの森 チーム　山下

池ちゃん ＧＯＬＤ　Ｌｉｃｅｎｓｅｓ ハンダ組

安芸ジャパン ＴＥＡＭ　Ａｋｉ ＴＥＡＭ　駐在内輪差注意

チーム　学 チーム　３５万 阪神優勝を願う会

土佐 さくがモリモリ 土佐ピカ糸矢米 招福会

57 チーム和 チームMINO 田渕水産

チーム井上 森澤レーシング チームTOSA１０３

宇佐すみれ会 土佐USAポリス会 土佐市交通安全友の会

ドラえもん チームFD.TOSA The akiows　

ソーカファイターズ （有）尾﨑建設興業 ETC YA 

川建 新土佐自動車学校Ａ 新土佐自動車学校Ｂ

新土佐自動車学校Ｃ 田原０３ 高岡第二　Ｂ



窓口署 チーム名

フィニフィニ チーム　サンワ 南風

とさしん　母の貯蓄 大東　Ａ　 大東　Ｃ

大東　Ｄ 大東　Ｅ 大東　Ｆ

大東　Ｇ 大東　Ｈ 大東　Ｉ

大東　Ｋ 大東　Ｌ 大東　Ｍ

しあわせをつくる企業　和建設 わ・わ・わ・和と書いて、かのう建設 匠集団・和工事部

kano・わ・わ・わ チーム予防 チーム警防班

TOSA予防 土佐市消防本部 秋桜

おひさま ＡＮＺＥＮ ＵＮＴＥＮ チームＫ

チームモロヘイヤ 潔白 やみくも

チーム清廉 土佐・生・鑑 真剣白刃取り

いの チーム水切り ミッチーズ４５ そろりそろり

69 キャンディーズ 安全協会日高支部 いの　あんきょう

TEAM なかむら公園 チームあき君 ３K　２０２１

おかいもの 技術 吾北産業課

優の世界 それどころじゃない すずと愉快な仲間たち

てばこ 国友バリバリチーム ＫＮＤ２

久達 ニュードラレディース ＫＮＤ

ニュードラくん スーパーグレード TEAM プロフィア

NO HIT NO RUN 高知市横浜横須賀 チーム愛ちゃん

仁淀消防組合 安全運転に努める会 だだすべり（正）

中央西土木事務所 女子ーズ ２匹目のドジョウ狙い！

チーム　ゴールドカード チーム漢 チーム　スマイル

きいろ 青空 いの三世

ブタゴリラ チーム　専門職 かき氷

藤原とうふ店 ヤマガラのがっちゃんチーム むささびっ娘

がっちゃんガールズ 企画課 チーム　せられん

日高爆走会 チーム　soumu 日高村　健康福祉課

ＴKD（チームかえで） 建設課　だよ 本家　ＳＤチーム

ＳＤワンダくんチーム さんごうかん Ｈ２ＩＫＯ

Ｓafety Church 安運校 おかチャンネル

ＵＭＣ セーフティロード１０３推進委員会 安全マインダー
Ｔeamヤング土佐、コロナに負けんぜよ！！ Ｔeam veteran 土佐 Ｔeam Ｒesidential police box

ビューティフルホース 日高組 炭酸爆弾娘

佐川 仁淀オレンジ 産業建設課 片岡組

25 西森建築 仁淀川町コミュニティバス ＰＯＳＴ　大崎

栄 宝 生 イケモク仁淀 安全運行 勝くん

工務部チーム 高橋コンクリート チーム チーム 孝司

チーム ひろ チーム 黒 チーム上岡工務店

チーム かみおか 片岡Ａ 片岡Ｄ

チーム　ひなの 安全第一 チーム「かなた」くん

バケラッタ チーム　稲田 チーム土岡

チーム　沖野



窓口署 チーム名

須崎 SSS 梼原かるがも部隊 チームつねいし

117 チーム石田 (株)毛利電気 びわ湖

ホンダカーズ須崎　Ｃチーム 高知トヨペット　アオリイカ大好き 高知ﾄﾖﾍﾟｯﾄ株式会社　ｕ－ｃａｒ＋ワン

高知ﾄﾖﾍﾟｯﾄ株式会社　サービス 高知県高南運送　株式会社 ＮＡＫＡＭＡ

Ｒ・Ｔ・Ｓ　須崎 チーム　山Ｐ 仁Ｐ連合

柴田自動車 高知ミツトヨ　Ａ 高知ミツトヨ　Ｂ

高知ミツトヨ　Ｃ 松浦運送　Ｂ 共同生コン

岩井建設株式会社① 岩井建設株式会社② 岩井建設株式会社➂

岩井建設株式会社④ 岩井建設株式会社⑤ 梼原運送　①

梼原運送　② みちょぱ デンジャラス

ストーンゴッド リターンズ ＳＨＩＭＡＫＥＮ

スギちゃん　パート１ スギちゃん　パート２ 柴田運送　梼原　２

四国部品(株)　梼原製造所 介護サービスなごみ　梼原事業所 梼高　Ａ

安全第一 須崎安全ドライバ－ズ セーフティ　須崎

安全第一 須崎市役所　建設課① 須崎市役所　建設課②

須崎市役所　建設課③ 須崎市役所　建設課④ 須崎市役所市民課

チーム　楠瀬プロジェクト リエラ すさきがすきさ　チーム

生涯学校福祉元気管財係 ＭＩＷＡ・ＶＩＶＡ ジャマイカ　まいっか　じゃあマイカーで

ジャマイカ　まいっか　じゃあマイカーで② らいおんぐみ ブルー　チーム

ゴールド　チーム さとると愉快な仲間たち ドライフラワー

ひまわり やまとなでしこ　チーム サムライジャパン　チーム

世界で一番強くなりたい俊坊や おごっちゃり隊 Ｔｏｋｙｏ２０２０　メタボリスト

チーム　とくちゃん 環境整備課　Ａ チーム　周平

姥ヶ滝 ＨＯＴけんぞう 保健福祉課①

保健福祉課② ＧＯ！　健康 そんな事ゆうた君

（新）和室の便所 油諏波羅　鬼爆連合 ややおなか

５人娘？ 須崎自動車学校 チーム　多田

チーム　きくらげ チーム　ひまわり チーム　バタフライ

グローバー チーム　『Ｃ』 チーム　ぽっこりおなか

事務所　Ａ 事務所　Ｂ ナース組

葉山荘　調理フラワーズ チーム　津野ゆの里 赤タオル

上ノ加江保育所 総務課プラス１ チーム　みちいえ

ほぼ農機 ＪＡ購買部 ＴＫＯ

くろしお販売部 営農 Ｇのために

チーム　よこなみ ＴＫＣ チーム　ＨＡＲＡ

チーム　ストロング ボルゾイの涙 チーム　たぬ吉

Ｔｅａｍ　Ｂｅｅｓ プロフェッショナル 須崎　Ｒ

チーム　渦藻里 ＴＥＡＭ　ＡＮＺＡＩ 岡田ジャパン

若人とおじさん ケイタ ひろこの部屋　２０２１

窪川 チーム宮内さん 井原組（うさぎ） 井原組（かめ）

30 松元建設Ａ 松元建設Ｂ 株式会社　生田組

十和建設Ａ 十和建設Ｂ 西分署

チーム　ＥＩＳＹＯ 大好きな大正 ＴＥＡＭ ｈａｎｄｓｏｍｅ

よっしゃ石川 スマイル ファミリー チーム　風車

四万十川　ゆうじ。 かさくま 総務Ⅰ



窓口署 チーム名

総務Ⅱ チーム 西岡 ２０２１ 弾凸仏知義理

昨年４等が当たったチーム 望ヶ丘４６ 山墓里

ＯＫ牧場！ 荒けずり すーすーとけんけん

しゅうへいジャパン のりみつジャパン ＩＳＨＷＩ

中村 もかべ 下家地女性チーム なろっちん

168 中脇　増美 ＥＤＩＯＮ　ＲＥＣＯＲＤⒶチーム ＥＤＩＯＮ　ＲＥＣＯＲＤⒷチーム

しげちゃんず☆リボーン 蕨鞭ファイブレンジャー 西土佐交通自治会Ａ

安協　下田 四万十市交通安全指導員会 走れケンちゃん
五人組！

交通安全協会　佐賀分会
Ｂチーム 大方分会　Ａチーム すい・まち

よっきゃあ　みちこ 交通安全協会
佐賀分会Ａチーム パワーテイクオフ（ＰＴＯ）

ミニオン チップインパーmino Ｈ・Ｃ　one party

田村・西尾 中村八束郵便局 チーム大文字

ホウカツ 西土佐交通自治会（Ｂ） ばったり

とーちく ゴーゴー四万十 四万十ベストライダーズクラブ

浜千鳥 チームちか 幡多美人と光

よしきたっ　四万十 高知トヨペットザリガニ組 高知トヨペットローランド

高知トヨペット　Daichiのiphone チーム　井上 ＪＡ葬祭　ルミエール中村Ａ

ＪＡ葬祭　ルミエール中村Ｂ 土居建設Ｂチーム スーパーアダルト

ゼロ災 チーム　小島 オール　ブルー

宮川くん 窪川ブルーチーム チーム ago

チームＡ Sukumo DEN いの子Ａ

いの子Ｂ いの子Ｃ いの子Ｄ

いの子Ｅ いの子Ｆ いの子Ｇ

いの子Ｉ いの子Ｊ いの子Ｌ

いの子Ｍ 中村生コン 西建　Ａ

西建　Ｂ 西建　Ｃ 西南本社０１

西南本社０２ 西南本社０３ 西南本社０４

西南本社０５ 西南本社０６ 西南宿毛０１

西南宿毛０２ 西南宿毛０３ かーず

しーず まーず ヤマチャン

ケンチャン カカシーズ ドカメン

ソームズ コンストラクターズ キッコウチャン

サイバラ建設№１ サイバラ建設№２ サイバラ建設№３

奇跡の狸　ポンタ シマントＢ 田辺豊Ａチーム

田辺豊Ｂチーム 田辺豊Ｃチーム グリーンズＡ

グリーンズＣ エディオン 川デン

有限会社　竹村綜合建設 （有）小出建設 道の駅なぶら土佐佐賀Ａ

道の駅なぶら土佐佐賀Ｂ 道の駅なぶら土佐佐賀Ｃ エコ企画Ａ

エコ企画Ｂ 四万十自動車学校Ａチーム 四万十自動車学校Ｂチーム

四万十自動車学校Ｃチーム 森林Ａチーム 森林Ｂチーム

安心安全隊 フェアリーJABAN もうたいチーム

ぼれす２１チーム 佐賀支所建設課 海洋森林課

情防課 いちご狩り 黒潮町産企

チーム農業 黒潮町総務課 西土佐村森林組合

佐賀支所　地域住民課 飲食業界盛り上げたい＝そろそろ飲み会したい ふくちゃん



窓口署 チーム名

キミ君 黒潮の安全を守る会 リトルミィ

エル＆モア アウトリーチ 誰もが住み慣れた地域
で安心して生活ができるまちづくり

かんこbro s～　走れぼくらのひまわり号～ パワーアップ０１２２ チーム　のりすけ

普通にNOSIHIN(再) わりゃあどうなりゃぁーズ 魔法使いになったＫ　チーム

チーム岡田 りょうくんと仲間たち 企画広報課　Ａ

企画広報課　Ｂ 環境生活課Ａ 安全運転、一条の里

西土佐診療所 四万十市生涯学習課 チームRyu

チーム　フカタ チーム　にのみや チーム　ドラゴン

チームhoken 魁★渡辺塾 谷崎ミッドナイト

チーム　スヤマ 西土佐交通指導員 地交委Ａ

地交委Ｂ MAMUSI チームメルローズ

仲良し応援派遣組with江川崎 羽方の塩 四万十卍會

オヤビッチャ ONE TEAM 美女達と野獣チーム

NKB40010 チーム 中村SR2021チーム 朧童幽霊　チーム

チームおいホルモン チームディテンション 黒潮Ｐ　

清水 チームＭＩＫＡ チームＭ Ｔｅａｍ　Ｆｏｒｅｓｔｒｙ

16 ＪＡ高知県三崎支所Ｂチーム 大岐のサーファーほか 西南

土佐清水市交通安全指導員協議会 ワークマンプラス 豆

きよい しみず幼稚園 清水っ子

土佐清水ザバーズ グッグッジョブ交通２０２１ 土佐清水が大好きチーム

チーム めじか

宿毛 旭食品宿毛Aチーム 旭食品宿毛Bチーム 宿毛トラフィックセーフティ
２０２１

77 チームRUNandRUNandRUN スワンテレビ
ドライバーズ ZOO（ズー）

にんにん と ピーコちゃん 杏 ぱんち チーム ５６７

有限会社マリンライナー 菱田ベーカリー チーム　タケムラ

ふぁいと 一発 みかりたんＺ ピンフ

菜の花１ 菜の花３ 増田１

増田２ ＥneJet こじま　じゃないよ　おじま　だよ

立田　Ｂグループ Ｇ・Ｓ ガンズアンドローゼズ

ブラック　ホース ナスのヘタ 大山田　安尋

ログ・ホライズン チーム　ねこまんま チームこうちゃん

ＫＢＩ 光KENJI チーム文教

はたせいぶ 洋一とゆかいな仲間達 ソウタロウさん

ぽんぽこぽん いまのやま チームみさき

チームＡrata チーム　ＳＥＮＡ 三台目breaker

大月町保健介護課 チーム　嵐 チーム 軽作業

チーム 園芸 サンタクロース チームテンクロ

チーム授産園 宿毛市森林組合 宿毛郵便局

ロト５ チーム　０ ＪＡミナミ

ＪＡ共済 ＪＦ　大月森 無事故無違反

訪問看護ステーション　すくも ペーペー ＬＯＶＥ　こころとからだＡ

ＬＯＶＥ　こころとからだＢ チームbansei 宿毛自動車学校

チーム本部 チームレディース チームミックス

ＪＦすくも湾Ａ ＪＦすくも湾Ｂ Ｏｋｉ＠



窓口署 チーム名

だるま朝日 ＮＡ・ＮＶビルダーズ チーム　ＴＡＫＫＳ

セーフティドライバーズ チーム彦星様 ザ・宿毛安全隊

四つ葉のクローバー ＳＫＳ

計1,733

抽選会は２月８日（火）です。

お楽しみに～。


