
窓口署 チーム名

高知 一般車に偽造された警察車両愛好会 タケダダケダ こーひーしすたーず

357 仲良し５人ＣＡＹ ＭＴＭＴ ピカピカ

太和田家 チーム　２１ 秦

高知損害サービス課 東京海上日動セーフティ ドライバーズ チーム　佑さん

Ｔｅａｍ　てっちゃん フコク生命　高知支社 ２５９ＧｏＧｏ！

シルバニア　ファミリー チーム　米介 ＫＩＯＳＫ

ブレイブ・メン・ロード ＫＴＹ３ ハーレーおやじ

四国日立Ａ 四国日立Ｂ 四国日立Ｃ

四国日立Ｅ 土佐鶴酒造　高知 国際セーフティー

四国工営 環境開発 ＦＳ

コバンザメ タナノ電気 チーム　５つ星

チーム　近藤 高知物流Ａ 高知物流Ｂ

高知物流Ｃ 高知物流Ｄ ＪＡＦ　チームＢ

ＪＡＦ　チームＣ ＪＡＦ　チームＤ ジャノメ高知支店

Ｒ・Ｔ・Ｓ ＳＴＮｅｔ－Ａ ＳＴＮｅｔ－Ｂ

ＳＴＮｅｔ－Ｃ ＳＴＮｅｔ－Ｄ 富士運送Ａ

富士運送Ｂ 不二電気工芸選抜Ａ 地研キイロｔｅａｍ

地研アカｔｅａｍ 地研アオｔｅａｍ ＥＧ５

高知調査ＳＧ ホアン君　１－１ チーム　１－２

ホアン　１－３　１班 ホアン　１－３　２班 チーム　大森

スティックのり 四国建販（株）　チーム１ 四国建販（株）　チーム２

四国建販（株）　チーム３ 四国建販（株）　チーム４ 四国建販（株）　チーム５

四国建販（株）　チーム６ 四国建販（株）　チーム７ 四国建販（株）　チーム８

四国建販（株）　チーム９ 交通違反なっし～ Protect　Y.D.U.K.T

思いやり隊 四銀のナイスドライバー やさしくなり隊

伊丹家 Ｔｅａｍ　レジデンス カンリカンリ

ＧＯ　ＡＮＺＥＮ　２ シマムタ よんぱいわん

よんぱいつー よんぱいすりー チーム　こうじ菌

高知市農協　鏡支所 高知市森林組合 関麺ＲＳ

右みて左みて右をみて 交通ルール守り隊 トッティー

チーム　Ｋ・Ｙ 無事っ故ぐらし 宮田さんの交通安全を全力で見守る会

ＮＩＴ　Ａ ＮＩＴ　Ｂ ＮＩＴ　Ｃ

ｔｅａｍ　三谷組 三谷組　２ｎｄ ＪＡ共済連高知　チームさつき

Ｌ＆Ｆ西四国　チームＡ Ｌ＆Ｆ西四国　チームＢ 高知トヨペット　ゴールド

高知トヨペット　Ｆ 高知トヨペット　大根塩漬け冷麺ｓ 高知トヨペット　チーム ドラフトクラウン

高知トヨペット　ｔｅａｍ Ｋ スーパーナチュラル不死身　チーム ツインターボ

Ｋ２ＴＯＹ 谷岡家 ワタナベ家

一文橋 チーム　ひろみ ドメチャン

チーム　ＬＸＳ チーム　ひろゆき　２０２２ 総務でＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！

土佐おもいやり勤王党 チーム　スッキリ アイーン

だっふんだ ほ・えーるくん チーム　ほ・えーるくん

第14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1,750チーム中、1,610チームが無事故・無違反を達成しました。



窓口署 チーム名

ネッツ南国　チームＡ ネッツ南国　チームＢ ネッツ南国　チームＣ

アクセルと受注はスロースタート チーム　まさひろ チーム　あきほ

万々店　Ａ 万々店　Ｂ 万々店　Ｃ

チーム　ノコノコ チーム　ルイージ チーム　キノピオ

チーム　ロクイチ チーム　ヨッシー チーム　Ａ

チーム　Ｂ チーム　Ｃ チーム　Ｅ

チーム　Ｆ やっぱり神だのみ Ｂｕｎｓｐｏ

とさぶし ムジコ＝ムイハーン　１０３世 学安　A

学安　B ドライブ　マイ　カー チーム　平穏な日々

中須賀談比瑠 中須賀美瑠区 Ｎｏ！　汗流しカットマン

チーム☆よひくん ヤリス　Ｄｅ　Ｇｏ！ 秒でワッショイ！！２０２２

昭和時代の仲間たち チーム　浦宗 チーム・コンシューマー

おっちょこちょい キラキラハッピー ミミちゃん

フィスコ　フォン　ヨナゴカワモト号 ｔｅａｍ　アスパラガス 上り坂４８

ＹＯＤＯ チーム　マーヴェリック じこくり

土佐一番 カラアゲ定食 うぐいす

チーム　県民 井上　Ｃａｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ レインボー

チーム「Ｔｙｏｓｋ］ ＫＩＫＡＫＵ スィクーロ

ＳＡＳＵＧＡＤＥＳＵ アーソンバスターズ タートルズ

西森世代 高知卍会 平常心

はばたき チーム慎ちゃん　～人類は麺類～ アベンジャーズ　２０２２

オレンジ・ミモザ 俺のＬＩＦＥ ラック　ブック

ＹＯＳＨＩＺＯＵ チーム　本丸１ＦＴ ＫＥＮＪＯ

チーム　ＫＫＳ連合 チーム　タイガーズ 営繕管財Ｃ　チーム

Ｔｅａｍ　装備２０２２ チーム　あまおう Ｙｏｈｔｈ

ＳＩＧＮＡＬ 土佐っ子 ｐｉｃｔｏｇｒａｍ

チーム　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ フォンターナ ディスパッチャ

シャーロッペ チーム　ＳＳ もり組

ちゃくみ チーム　交通 チーム　コーシ

注射　ＢＬＵＥ セーフティ　ボーイズ チーム　ニシムラ

組対３班 調子乗らない世代 チーム　五人組

むんむんダンディズム ＳＴＯＰ！　ＡＴＭでの携帯電話 典誠興業

ごまブースト ＳＳＳ１ いつも２５２５安全うんてん

チーム　奥野 ビーニーズ（仮） Ｋ．Ｋ

たなちゃん 岩ちゃんとそのとりまき Traffic General Affairs

高知ＫＢ１ ライジング・ドラゴン・ゲート ドラゴン　スリー（竜３）

南の国から ひぐちーむ チーム　そういちろう

中屋が一番 traffic safety 高知 チーム　ヨッシー

ウルシッタ ウォッチング～ まいちゃんず

かあかかみ 地域安全 ゴミの不法投棄禁止、訪問販売に気を付けよう

チーム　少年の健全育成 Ｋ２－γ Ｋ２－β

Ｋ２－α 眼鏡等 オーシャンパシフィック岡谷

樫尾　Ａ チーム　ＲＳＰＫとチャカ 無事故・無違反を呼びかけ続ける会

帯屋町ＰⅠ 直轄指令台 自動車指令台

スギニャバル ＫＰＤＴ 安全ＰＢ

チーム　フォレスト チーム　Monku よんでん契約受付



窓口署 チーム名

ねずみ男と四人の家来 高知支店　総務部チーム 高知支店　総務課チーム１

高知支店　総務課チーム２ はちきんガールズ 後方確認する広報課９人（ホントは５人！）

チームさかわ　でんき よんでん筏津土木保守 ワイルドスローリー　２０２２

四電津賀セーフティーズ 四電佐賀セーフティーズ 四万十の亀さん

窪川水力　２分担 あんちゃん 四電本川２分担

ヨサク街道まっしぐら ＴＥＡＭ伊尾木川ダム 高知水力センター③

新改２ おっさんず＋姫 よんでん　フロア４―①号

ＭＹＴＨ electricity prices control KOCHI エスポワール

ティエラ ShiziU ＆ SanziU 芋けんぴ

チーム　五島列島 ＨＤＢ４８ トゥイッチ

ＳＪＫ５ 単身赴任　with　Ｔ ゆずる君

Control station コロナに負けず、頑張り田井！ ＥＶ　６８２６

混合チームⅡ 混合　チーム 高知支社

支社総務課Ａ 支社総務課Ｂ 支社総務課Ｃ

高知系制日勤＋変電課長チーム 高知系制日勤　当直長チーム 高知系制　副当直長＋ベテラン　チーム

高知系制　当直員チーム スリーブリッジ軍団 のんびり走ろう隊

ほしゅおじさんＴ 系統技術課　保護分担 系統技術課　計画分担

チーム　高知工事 同乗するならマネーをくれ！ あなたを包み込み工法

ハンドルは互譲の精神 チーム　Ｍ･Ｎ･Ｋ･Ｙ･Ｓ ＭＫＹＳＫ

江の口電気１ 江の口電気２ チーム検針

第八シニア丸 ＹＯＮＤＥＮ交通機動隊 ちーむ3283

送配電計画課２ チーム「一杯１００円」 契約課　Ⅰ分担

珍獣と愉快な仲間たち 契約課　Ⅲ分担 停電周知＋Ｎ

Ｇ１ 高知技術サービス３分担 ユニティー

4爺+１ 安芸らメンディー　ピロピロ いつかはクラウン　チーム安芸

チーム　しらす丼 室戸ＳＣ チーム　めざせ２５万円！

やまだ７７７ 送配電　中村総務　２０２２ Technical service

ひーちゃん 安全速度まもるくん Ｇｏ！Ｇｏ！４００１０

四電中村通信Ａチーム 四電中村通信Ｂチーム 嘘　木

鯉燕虎星竜兎 よんでん交通見守り隊 電男５

四電送配２０２２ｉｎ須崎 ＮＷＳ連合 送配電ＥＬＢ

窪川ＳＣ チーム　どっこいしょ 佐川　Ｔ＆Ｄ

高知南 平和仲良し会 こてっちゃんず あかうしだいすき

240 鏡川緑地公園イベント 横新　チーム カラーズ

セプテンバー１２ キング こむぎ

ポリーグループ チーム　メンテくん 大井競馬場　最終レースは６頭立て！

チーム　Ｒ２Ｄ２ あじさい会館 株式会社　高知県中央青果市場

市老連達成志隊 鴨田分会 お山のディスコ　ノーランズ

初老－ズ 商品券が欲しいです ワジキ１

ＳＤＫ スコップ隊 忠ちゃんＳ

チーム　ビッグウッド カタユルーズ （有）馬場建材店

丸榮運輸　株式会社 丸栄エクスプレス　株式会社 片岡電気工事

へたっぴ倶楽部 共立　１ 諸木セーフティーズ

ＪＡタンクローリー 田部　チーム チーム　マインド

モリミツ ファッション　おの 天神橋・上町　代行



窓口署 チーム名

四交協 ヤング　チーム 高知県電工組

紀和ブルー 紀和イエロー 紀和グリーン

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

ほうえい　Ａ ほうえい　Ｃ Ｓａｆｅｔｙクリエイト

Ｙｏｕｎｇクリエイト Ｆｉｇｈｔｉｎ　　クリエイト やれば！出来る！クリエイト

ハンセツ　Ａ ハンセツ　Ｂ きんでん　高知Ⅰ

きんでん　高知Ⅱ （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 Ｒ･Ｔ･Ｓ　中央Ａ

Ｒ･Ｔ･Ｓ　中央Ｂ セブン　１ セブン　２

セブン　３ セブン　４ セブン　５

セブン　６ セブン　７ 明洋　１

明洋　２ 秦泉寺運送　１ 秦泉寺運送　２

秦泉寺運送　３ 秦泉寺運送　４ 秦泉寺運送　５

秦泉寺運送　６ 南海ケーブル　Ａ 南海ケーブル　Ｂ

南海ケーブル　Ｃ 南海ケーブル　Ｄ ａｆｔｅｒ　ｙｏｕ

てっちゃんファイターズ オサキ陸上部 高知スタンダード本社　チーム

チーム　曙町 スマイルくん ＲＹＯＭＡ

四電工　安全部　Ｒ４ 四電工　総務部 設備工事部　チーム②

四電工　配電部　２０２２ ひまわり Ｔｅａｍ　パッション！

四電工　高知支店　営業部 田井　ランド Ｄｒｉｖｅ　ｓａｆｅ　３９５０

高知建設② 送電マン チーム　マウンテン

山崎組 イチカ 四電工　高知ＳＤＳ（セーフティドライバーズ）

プラス　１ もぐら　チーム ボシュカン

高知南　ＹＤＫ チーム　和田 電工丸

高知情報通信センター 土佐新高　Ｂ 土佐新高　Ｃ

田中石灰工業Ａ 田中石灰工業Ｂ 田中石灰工業Ｃ

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Ｉ

田中石灰工業Ｊ 田中石灰工業Ｋ 田中石灰工業Ｌ

田中石灰工業Ｍ 川村生コン　Ｂ 協和運輸　Ａ

高食　チーム 南所長　チーム チーム　細川

目指せ！！ゴールド☆ チーム　土佐１ トヨタワー　グループⅡ

木と緑を愛でる会 高知トヨペット　チーム　とペっと 高知トヨペット　エビフライ　ジャパン

高知トヨペット　西のエリンギ ホンダカーズ高知　朝倉店 裕次郎＆トム

ｏｗｎ　ｐａｃｅ Ａチーム Cチーム

Ａチーム Ｂチーム あたごＢチーム

あたごＣチーム 今日ｃａｒら協ｄｏ！！ イニＴ

チーム　ひろゆきん わかちゃん　防災会 契約チーム・Ｍ

契約チーム・Ｎ スズビッチ　ＶＳ　モリコリ 三代目　くらこ

忍たまＲＵＮ太郎 チーム　ＳＥＩＳＡＫＵ 県民生活

チーム　生活安全 猫の指サック Ｃ.Ｃ.Ｓ.

ＴＥＡＭ　ＦＯＲＥＮＳＩＣ 最高幹部　田中です。 濱田工業

朝倉ＰＢ 五等分の花嫁 安全第一西森建設

ＡＴＯＮＯ　まつり フォレスト　ブック ＳＲＤ

Autumn Valley 2022 なっちゃんず はるさんず

味チャンネル Ｔｅａｍ　翼 パンチドランカー



窓口署 チーム名

ＧＥＯＲＧＩＡ 南のオアシス チーム　ＮＩＳＨＩＯＫＡ

最高幹部　田中の部下たち 交通ルール守り隊 情報Ｅａｓｔ

情報Ｗａｓｔ Accounting Team 総務チーム A

総務チーム Ｂ チーム 人事 品質ダー！！

春野生技① 春野生技② 春野生技③

製造管理課 高度C 高度C②

春野製造一課① 俺は幸大！！やらかし放題！！ 生産管理

爆羅天 中二病 ｇｏｔｏ ｈｅａｖｅｎ

チーム　テンダラー 安全Ｒｏａｄ　１期 安全Ｒｏａｄ　２期

原質Ｂ 原質Ａ ６ＭＣ

Ｆ・Ｎ・Ｍ 旧・技術課 電解

さとるたち チーム　ｎｅｗ　ｐｒｏｄ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

めざせ！商品券 原質Ａチーム 原質Ｂチーム

ナッタ砲 ナッタ砲② 安芸生産技術課 Ｂ

安芸生産技術課Ａ 11 チーム　イレブン

くもん・いくもん 安芸加工製品課　製造係Ａ 安芸加工製品課　製造係Ｂ

安芸加工製品課　製造係 物流管理Ａチーム 物流管理Ｂチーム

計画・資材チーム① 計画資材チーム② 商品技術

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Ｂ トラバースＣ

たいさくくんとヘルパちゃん そこに愛はあるんか？ 資材一課

高知東 薊野の歌姫 ４０ ＳＰＳ

103 チーム　まみ ６０６ ミッフィー　２０２２

ココと愉快な仲間たち チーム　ｏｒｅｇａｎｏ 白木谷

ヤマヨ高速運輸 八潮運輸　Ａ ＫＤＳ　１

ＫＤＳ　２ ＫＤＳ　３ ＫＤＳ　４

宇和島高知 ケミタル 土佐進栄運送　有限会社　１

土佐進栄運送　有限会社　２ （株）四国建設センター ＫＳＫチキン　Ｎｏ.１

ＫＳＫチキン　Ｎｏ.２ 高知トヨペット　ノズルニキ Ｒ･Ｔ･Ｓ　東営業所

爪太郎 ハッピースマイル０９ かづらしま０９

Ｈｏｎｄａ　ちゃんねる 池澤商店 チーム　ゴールド

はみきゅあ（はみだしたプリキュア） NO　あおり運転 ６・７係

きゅうみ エンゼルス エンジェルス

検査センター　２０２２.０８ ＫＫＫＣ０１ しまかに。

セリーズ　総務 セリーズ　フロント 接客

セリーズ　体育 セリーズ　調理場 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　Ｅ

トサトーヨー　Ｆ 東山建設 大津ほおっちょけん隊

技術屋さん つかまりません　コンテスト中は！！ イミテーションゴールド・アゲイン

小山株式会社　高知営業所 チーム　大西 チーム　市原

黒潮　Ａチーム チーム　タケダ セーフティ　Ｓｕｍｉ　Ａ

セーフティ　Ｓｕｍｉ　Ｂ セーフティ　Ｓｕｍｉ　Ｃ 高知ヤマザキ　①

高知ヤマザキ　② 高知ヤマザキ　③ 高知ヤマザキ　④

高知ヤマザキ　⑤ 高知ヤマザキ　⑥ 高知ヤマザキ　⑦

高知ヤマザキ　⑧ 昭栄Ａ 昭栄Ｂ



窓口署 チーム名

昭栄Ｃ Ｊ－ｓｔｙｌｅ チーム　ヤナサン

Ｊ１チームＡ Ｊ１チームＢ Ｊ１チームＣ

ＪＡ共済連高知　チーム　あつし ヒノジドウシャ Ｓａｇｅ

西部サンパチ ラジオ好きな仲間達 コロナに負けるな

白馬隊 熱中症対策の徹底 もうすぐ免許返納

グランゼドーラ マジカルボム ハイウェイ　スター

分長とゆかいな仲間たち ＫＰ ＳＥＮＫＥＩＳ

東のおっさん 鶏の田舎焼き デスク東

チーム　虹色 東川　矢千幸 本部東総務

オールディーズ やっちゃれ会 ビッグココナッツ

金ちゃん

本山 田井郵便局 嶺北浄管 ミキティー

63 大豊町森林組合 チーム　嶺北興産 チーム　９６０

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

本山運送A 本山運送Ｂ 本山町社協１

本山町社協２ ＪパワーグループＢ ＪパワーグループＣ

牧野博士の京らんまん 武市先生は３人力 本山町森林組合　Aチーム

本山町森林組合　Ｂチーム 本山町森林組合　Ｃチーム れいほく八菜

チーム　あかうし 命を守る会 嶺北守り隊A

嶺北守り隊Ｂ 持続可能な安全運転隊 夏のクラゲと異様な日焼け

ＳＤＧｓフェス　誰一人とり残さないゼ 四季折々　心得ました マイナちゃん

納めようＺＥＩ！ Ｄａｉｓｙｓ 建設と水道と心強さと

with コロナ ROKENくんとがんばろう スピードの向こう側

スピードのこっち側 よせあつめ メタボ脱出

老若熟女 老若完熟 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

本山楽しみ隊 チーム汗見川泳ぎ隊 Ｔｅａｍ Ｔ

室戸 ひまわりチーム 西田燃料 サンシャイン室戸①

56 サンシャイン室戸② サンシャイン室戸③ 久保川土建　A

久保川土建　Ｂ 森岡班 植野班

吉良建 山又Aチーム 山又Ｂチーム

山又Ｄチーム あすなろA あすなろＢ

あすなろＣ チーム　とくます 芸東建設A

芸東建設Ｂ 安全運転№1 安全運転№２

チーム 絆 ① チーム 絆 ② （有）室戸環衛保全公社

室戸事務所 A 室戸事務所 B 組合長とその他一同

ポケモンGoGo～！ チーム　三谷組B 旭食品　室戸営業所

ルミエール JA共済連高知’チームひより キラキラいくよ

にくや　牛正 生涯　Brothers 小作人



窓口署 チーム名

甲浦分会 A 甲浦分会 B 佐喜浜分会 A

佐喜浜分会 Ｂ 佐喜浜小学校スマイルチーム 佐喜浜小学校 Aチーム

甲浦小学校 佐中 A 佐中 B

かずちゃん VR 反 すう たけのこの里

シン・ソウスイ 勇魚 team 山﨑

team 室戸 A team 室戸 B team 1040

team 6610 進撃の和臣

安芸 七福神 無事に蛙（帰る） 田渕水産

93 有限会社　礒部組 岩城組 チーム 長野瓦

中芸生コンクリート tranceporter チーム A D S

共信運送 ノマチ A 田所建設

安全運転優る隊 奈半利郵便局 ECO ドライブ安芸

㈱ 大丸運送 植野運送 ホテルなはり

長﨑 ど根性ガエル 木下建設 A チーム

木下建設 B チーム 木下建設 Ｃ チーム 木下廻漕店 A チーム

木下廻漕店 Ｂ チーム 有限会社横山建設 A チーム 有限会社横山建設 Ｂ チーム

有限会社横山建設 Ｃ チーム 有限会社横山建設 Ｄ チーム 土佐鶴 事務所

土佐鶴 製品課 土佐鶴北大野 栃ノ木作業所

栃ノ木②作業所 井ノ口作業所 チーム　ひろし

あき信 チーム LA あき　より三

ＪＡ あき 共済 購買課 ＢＵＦＦＡＬＯ

ｅｃｏ ｅｃｏ あきあいあい ＪＡ高知県　特産販売課

あき車輌センター ハイテック Ｂ ハイテック Ｃ

ハイテック Ｄ ハイテック E ハイテックＧ

チームまちこ アオクジラ 電工 室戸 Ｓ

なべ チーム　福 ほうれん草

川田班 ロード　ＭＳＫ アルバトロス

うさぎさんチーム 安岡重機１ 安岡重機２

高知東部森林組合 安芸林業１ あき　コネクション

チームFUJIWARA ヒロヤマ かしまし

チームソームKa！１ チームソームKa！２ チームマイナ

ぶじかえるⅡ 安芸市危機管理課 チーム安芸消防

中芸消防署 総務課 芸西村　企画振興課

芸西村役場　健康福祉課 タカシーズ 安芸署 A

チーム250万 チーム森 チーム　 ワークライフバランス

安芸 S チーム山下 安芸ペンタグラム

ザ・松田 ファイティング・アイリッシュ 森光会

たかしくん、ハイ！ 安芸剣道クラブ 安芸運送店

香南 ヘビーモーターボーイズ （有）西内石灰工業所 高知トヨペット　チーム　グリーン

7 チーム　プレーリードッグ チーム4年目 急ぐな　タケちゃん

ネジザウルスズ

南国 20キロオーバー PIZZA！ チームKAZU

107 高知ヤクルト 高知西尾レントオール 土佐希望の家



窓口署 チーム名

いなぶ 山﨑丸 モリキーズ

２隊 チーム　よぼう チーム　岩松

総務ブラック SEG’S しらよしのたかやっこ

四国福通高知 となり　の　ウド1　！！ 私が☆鵜殿☆

まえはウドノ ② チーム　サメ

チーム　アタ チーム　ミノ とんかつ課

ゴイゴイスー！！！！！ 鉄腕　ツトム チーム乃一

シャインマスカット ケンガイ 保全 A

全額　Bet チーム　たぬき 土佐石油輸送（A）チーム

土佐石油輸送（Ｂチーム） 共立　２ 南国市交通安全指導員協議会１

南国市交通安全指導員協議会２ 南国市交通安全指導員協議会３ Team D

Team　UY Ｄ、u  Ladies ETTAK

Team  まっちゃん Team  半平太 Purchase

ハンドル握ればバンタム級 ベルト締めればヘビー級 アクセル踏んだらフェザー級

目止めチーム ワールド ミロク×アンゼン×ウンテン

Ｓｋｙ なんでも G' CLUB

キャサリン ヤサイマシマシニンニクアブラカラメ 堕落

組立 安全第一！　安全運転！ nice  guy

釣り好き人・他1名 チーム369 カトーレック　２

カトーレック　３ カトーレック　４ カトーレック　５

カトーレック　６ チーム　ゆずづくし極 坂の上の旭

やればできる！ チーム三部 旭食品　高知　A

うみじ 丸富 A 丸富 Ｂ

丸富 Ｃ 丸富 Ｄ 丸富 E

丸富 Ｆ 丸富 Ｇ 丸富 Ｈ

丸富 I 三和 A 三和 Ｂ

パルディーニ Honda  Vamos ペーパードライバーズ

交通戦隊アンゼンジャー でこぼこフレンズ NF404

ヴェイュ ドライバーズライトイヤー 世界のホンダ

ワタナベボーイズ 溜めて解放 ですき

機 チーム　FXLRST 領石　クラス

まゆパヤちゃんねる 高速隊クラス 第３小隊

きんにくん ひとみ オカリナ

五労星 チーム　ヤノ・やの

香美 安協香北 ＴＥＡＭ　スバル （有）西山商会　営業チーム

40 四国電気保安協会　山田事業所 どうすることも　Ｃａｎｎ’ｔ ヒトツマミオシオ

チーム　藤原 チーム☆土佐山田集出荷場 ミツコ・ＤＸ

チーム　野村 ジョーカー 新橋くんの一生

岡ノ内 香北菱光　Ａ 香北菱光　Ｂ

チーム　２階 チーム　三谷 橋本衣料店

松本　Ａ 松本　Ｂ ＯＴＮＮＮ

焼肉ＯＩＳＩ ｏｆｆｉｃｅ　チーム チーム　森田

Ｌｉｇｈｔ　モン太 チーム　山田 四電工山田　チーム　ハルキ

チーム　マスク ＦＴＣ 中央東林業　安全チーム

チーム　エビフライ 香美市消防本部　Ａ 香美市消防本部　Ｂ



窓口署 チーム名

Ｔｅａｍ　不仲 若木の桜 ＴＥＡＭ　バンタン

庁舎　昭和組 庁舎　三世代組 庁舎　駐在連合

庁舎　元球児組

土佐 宇佐すみれ会 土佐ＵＳＡポリス会 頑張る　お母さん

73 マルトク ＪＡ高知県　土佐市営農経済センター 森澤連合艦隊

ＭＡＤ　ＭＡＸ （有）尾﨑建設興業 チーム　４Ｃ

ＫＯＥ ハヤシ商事（株） とさしん　おたのし味

じゃいこ フィニフィニ チーム　ＳＡＮＷＡ

新土佐自動車学校　Ａ 新土佐自動車学校　Ｂ オレンジベア　ラフィーネ高岡

オレンジベア　ダムール加茂 オレンジベア　輸送部・加茂 オレンジベア　床鍋・四万十

オレンジベア　百石 オレンジベア　南国 大東陸運　Ａ

大東陸運　Ｄ 大東陸運　Ｅ 大東陸運　Ｆ

大東陸運　Ｇ 大東陸運　Ｈ 大東陸運　Ｉ

大東陸運　Ｋ 大東陸運　Ｌ 田原　ＫＫ　０１

田原　ＫＫ　０３ 蓮池Ａ 蓮池Ｂ

蓮池Ｃ ワンチーム　土佐 総務班

チーム　Ｓ １発！　かんたくん 消防　予防班　１

消防　予防班　２ チーム　親睦会 ＳＡＳ

全速前進ＤＡ！ 指導員　Ａ 指導員　Ｂ

チーム　お先にどうぞ 違反者の集い 伊野税務署　総務課

伊野税務署　調査部門 チーム　山の手① チーム　山の手②

ゴールド・ラッシュ 中越ズ ＳＤＳ

ｆｒｏｇ－ｉｎｏ チーム　イボック チーム　ＭＥＮＫＹＯ

チーム　実務六法 Ａｎｎｅｘ ぶどうパン

サマーフレンドクラブ 野島（啓）結婚おめでとう チーム　「ワンチャン」。

食いしん坊 チーム　土佐家 ＴＥＡＭ　きよたき

チーム　安全 チーム　バーガ森 土佐若人

チーム　ＭＩＬＩＡ☆

いの やっさん いの家族 キャンディーズ

59 チーム　ＭＩＮＯ うーたんず Ｔｈｅ　ａｋｉｏｗｓ

ＳＡＥ　ＨＯＮＧＡＷＡ どまとなし てばこ

特攻野郎Ａチーム チーム　プロフィア ＴＥＡＭ　ＣＨＡＲＬＩＥ

ＥＤＡＧＡＷＡ　ＢＡＳＥ なつわかと Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ

ＣＨＵＵＮＥＮ １０９１ SAFETY　DRIVE　SCHOOL

オールドパワー ヤマガラのがっちゃん　チーム いのアクトレス

むささびっ娘＋Ａｃｅ 本家　ＳＤ ＳＤ　ワンダくん

Ｓａｆｅｔｙ　Ｃｈｕｒｃｈ ｍ．ｄｒｉｖｅｒｓ ゼロード　土佐

国友バリバリ　チーム 仁淀消防組合 日高分署

チーム　りんりん チーム　ＣＡＴＳ デモゴルゴン

チーム　ＤＯＧＳ チーム　かんざい おかたいさん

ゆうＺｅｅ！！ 時をかける智子 レーシング　ＲＥＩＫＯ

ぷっくりハートちゃん 吾北住民福祉課 そして輝く　Ｕｌｔｒａ　Ｓｏｕｌ！

ブタゴリラ なめこ まいたけ

ＨＯＮＧＡＷＡ のりコロダブル 惑星　シャモ



窓口署 チーム名

チーム　かえで チーム　ＹＡＭＡＤＡ チーム　ＪＲＡ

チーム　産業環境課 日高村建設課 ヒダカ　安全　ドライバー

『ミツル』 レッドリボン軍 ラサ　アプソ

キャプテン　翼 いのＲＰＢ

佐川 もも安全組合 まるちゃん　ファミリー ＮＩＳＨＩＫＥＮ　ＬＡＤＹＳ

20 片岡Ａ 片岡Ｂ 安全運行　勝くん

工務部チーム 高橋ブロックチーム 高橋コンクリートチーム

グローリープロダクツ 栄宝生建設 かみおかジャパン

チーム　かみおか バケラッタ　２０２２ 無国籍　町内会

佐川組 チーム　ナウマン チーム　筋肉

佐川カーズ 仁淀・越知連合

須崎 一遊丸 梅井家の食卓 建設課　チームＡ

102 建設課　チームＢ 建設課　チームＣ マルシゲオミちゃん　チーム

チームGoto Goto オーシャン・クルー 高知県高南運送株式会社

びわ湖 Ｒ・Ｔ・Ｓ　須崎 柴尾建設

毛利電気 （有）共同生コン 松浦運送 A

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③

岩井建設株式会社④ 岩井建設株式会社⑤ 岩井建設株式会社⑥

梼原運送① 梼原運送② 四国部品㈱梼原製造所

介護サービスなごみ梼原事業所 みどり　１ みどり　２

さらんへ とっとこふじ太郎 くもんへいくもん

高知トヨペット　みきてぃ～ 高知トヨペット　TP 安全第一しんじょう君

ホンダカーズ須崎 A チーム ホンダカーズ須崎 Ｂ チーム ホンダカーズ須崎 Ｃ チーム

梅 一 点 セーフティロード　109 あっくんとかわいい仲間たち

こうばい LPガスセンター チーム販売

営農指導課 よこなみ 三密回避ドライバーズ

青木理容店 くれ 岡﨑ちゃん

しおりーぬ タリージェ　しびれたい チーム　バイバイキーン

松・竹・梅ー ゆすホープ かいしんの一撃！

チームなんじゃか クレクラッシュ Crazy  Drivers

ちーむ　はやし ぞうさんくまさん ドライバーサービス

チーム　合田 ふ　く　し　ま　る 須崎市役所　市民課＋１

ひよこ組 つくらなくちゃ！　マイナンバーカード チーム  so-mu

爆　苦　連　亡　世 ル・クプル 焼肉喰い隊

リコリコ チーム　ケンコウ　サイコウ ちゃんぽん

チーム楠瀬 チーム学校教育課 建設課　チーム　D

チーム　黒岩 マイナンバーズ まーにーず

マイナンバーカード推進チーム マチスイ 86　たくろう

企画：両手両足に花チーム 環境整備課　A 森文　A

むささび組 バラ コスモス

キンモクセイ おいしい佃煮 みんなの健康守り隊

ぷりっとお知り合い チームオカダ しんじょう君愛好会

全員ゴールドライセンス 警務課　Ｂ ロボット刑事Ｋ

チーム新子 須崎署駐在チーム ずんぐりむっくり



窓口署 チーム名

かぁ～くん 須崎交通 チーム　濵口

窪川 コスモス ゆっくり走ろう会 池田　恒敬　チーム

41 井原組（うさぎ） 井原組（かめ） Ｓｅｉｎａｎ　４００１０

かわうそ ダイレクト　アタック 松元建設Ａ

松元建設Ｂ ロータス高幡 Ｈａｎｄｓｏｍｅ　商品券！！

ＭＣ ｎｉｋ－Ｑ 選管大和

チーム　財 四万十町役場　危機管理課 チーム　かまきり

仏知義理 超源ＲＵＳＨ単発 チーム　Ｔｓｕｔｏｍｕ

窪川レーシングクラブ 十和建設Ａ 十和建設Ｂ

目指せ　えい賞 窪川りんりんライダーズ 焼肉

ＪＰ　Ｇｒｅｅｎ 株式会社　生田組 インフラセイバー四万十

チーム　矢嶋 望が丘４６ のびしろ

チーム　めだか ムジッコー・ムイッハーン ちゅうさん

チーム　ＳＨＩＯＲＩ 領域展開 基本の基！！

おわり　はじまり 十川フレンド

中村 NEW 田 フレッシュファイブ 椿姫 西土佐交通自治会　A

139 風 トウチク ホーカツ

西土佐交通自治会（Ｂ） チーム　ｔｉｉｋｉ チーム　安全運転

チーム　大原 海森自然体験公園 EDION  RECORD A チーム

EDION  RECORD B チーム 蕨鞭ファイブレンジャー 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 今野急送（有）

（株）丸三建設 西岡保険事務所 Aチーム 西岡保険事務所 Ｂチーム

㈱田辺豊建設 Aチーム ㈱田辺豊建設 Ｂチーム ㈱田辺豊建設 Ｃチーム

チーム　コメンタリードライブ ロウガンズ くろしお君

チーム　ふくりん かーず しーず

まーず 高知トヨペット　河了貂 高知トヨペット　ＮＧＰ

TENちゃんとKAIくん 森林組合Aチーム 森林組合Ｂチーム

RTS 四万十 チーム　ちか サイバラ総務部

サイバラ建築部 サイバラ鉄工 コンストラクターズ

ドカメン ヤマチャン ケンチャン

カカシーズ ソームズ 宿毛の奈保ちゃん

西土佐建設 A 西土佐建設 B 西土佐建設 Ｃ

西土佐村森林組合 上司の失敗は部下の責任チーム チーム　ドラゴン

中村生コン ＪＡ葬祭ルミエール中村 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 Ｈ いの子 I いの子 Ｊ

いの子 Ｋ いの子 Ｌ いの子  M

四万十市税務課 Ｒ４　農林水産課 チーム　しべっちゃ

大富豪　武山 環境生活課 四万十市交通安全指導員会

子育て支援系武田組 ひまわり　the final チーム　三戸

チーム　2022オカダ チーム青いフィットの魔法使いＫ MOMOちゃんズ

四万十市生涯学習課 市民病院 A チーム 西土佐の魂

電気の髙畑屋 チーム　小島 筒井会　直系　津野組



窓口署 チーム名

チーム A スーパー　アダルト ゼロ災

トルクドライバー 奇跡の狸　ポンタ 土居建設Aチーム

土居建設Ｂチーム セーフティロード373 C H I H I R O

黒潮町総務課（№１） 黒潮町総務課（№２） まちづくり

黒潮町企農産 タートルズ もうすぐ退職

ninanotsube ほぼブルー 佐賀支所　地域住民課

かつおとしめじ やま兄と仲間たち Moderato

四万十消防の五本槍 西土佐交通指導員 チームさんけん

グリーンズ A グリーンズ B グリーンズ C

（有）小出建設 シン・シゲチャンズ エディオン

宮口　大口 安協下田 大文字

交通安全協会　佐賀分会　Aチーム 交通安全協会　佐賀分会　Ｂチーム エリザベス☆97

情防課 大方分会　Ｂチーム 生活安全クインテット

ミッションワーカーズ チーム　ＯＫＥＹＡ Ｓａｆｅｔｙ ５

ＴＥＡＭ 四万十 チームくらら 地交委　Ｂ

チームＳ・Ｄ・Ｒ（無事故） チーム留管 安全確保

SHUNDAI 中村 四万十なにわ会

巨峰園

清水 チーム　鈴 ちーむ・ゆかいな仲間たち♪♪ ＪＡ高知県三崎支所Ａチーム

17 ＪＡ高知県三崎支所Ｂチーム 西南 (有)清水電気工事店

土佐清水市交通安全指導員協議会 ５Ｇ－ＳＨＯＣＫ Ｂａｂｙ－５Ｇ

安全第一 スピードスターズ 無事故・無違反連合会 土佐清水支部

チーム清水 清水オールスターズ エンジョイ交通 2022

清水スカイハイ 清水ベティリップス

宿毛 にんにんとピーコちゃん　２０２２ ＡとＹ かすみ会

93 チーム　Run and Run and Run 韋駄天 スワンテレビ・セーフティドライバーズ１０３

コジマじゃないよ　オジマだよ！ 有限会社　マリンライナー 宿毛自動車学校

幡西営農センター ぱんだ はつみちゃん

ＬＯＶＥ　こころとからだ ほけきょ チーム本部

チームレディース チームミックス チーム得意先①

チーム得意先② 緑一色 大三元

小三元 Ｔの意思 アニマル・ワイド

ハッピーターン テンクロｐａｒｔⅡ 育成　軽作業　べっぴんさん

チーム園芸　１ チーム園芸　２ チーム　軽作業

菜の花　１ 菜の花　２ 菜の花　３

菜の花　４ すくも　Ｆｉｖｅ 河川港湾課　チーム

道路第一担当 道路第２担当・港湾漁港担当　連合チーム Ｓｕｋｕｍｏ　ＤＥＮ

増田商事　株式会社　① 増田商事　株式会社　② 立田　Ａチーム

立田　Ｂチーム なんでョー！ チーム　ＢＡＮＳＥＩ

すくも湾漁業協同組合 すくも安全配達　チーム チーム　タケムラ

チーム　たいよう２０２２ 悠々走 チーム　ＨＡＲＡ

ｔｅａｍ　イムラ 産業振興課　Ａ 産業振興課　Ｂ

大月教委 衛生 チーム　ブルー

チーム　かずお チーム　一旦停止 たけしひろし



窓口署 チーム名

チーム　壮太郎 住民課　０１ 住民課　０２

チーム　文教センター 消防　１ ＭＪ

優杏０１１７ こどおじ会 シン・よしふみｓ

Ｓｗｅｅｔｉｅｓ Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏ・Ｊ！！ 光　ＫＥＮＪＩ　２０２２

チーム　酒谷 トミーズ チーム　トシケン

５３０ ガンズ　アンド　ローゼズ チーム　５６７

おののこまち めだかの学校 チーム　生姜

しあわせ　長寿 リメンバー無事故・無違反 Ｙ one four Ｔ

すくもっこ チーム　松っちゃん チーム　ＪＵＮＲＯ

すくもっこ　５ ピンクのぞうさん 愛は地球を救う

カトリーヌ夫妻 ひかりたに グルフィンドール

計1,610

抽選会は２月14日（火）です。

お楽しみに～。


