トライ・ザ・セーフティｉｎひろしま２０２０達成チーム一覧表
署受付番号

チーム名

1 東広島1(ﾄﾗ協)2001 エクシング１
2 東広島1(ﾄﾗ協)2002 エクシング２
3 東広島1(ﾄﾗ協)2003 カリツー

１号車

4 東広島1(ﾄﾗ協)2004 カリツー

２号車

5 東広島1(ﾄﾗ協)2005 カリツー

３号車

6 東広島1(ﾄﾗ協)2006 カリツー

４号車

7 東広島1(ﾄﾗ協)2007 カリツー

５号車

8 東広島1(ﾄﾗ協)2008 カリツー

６号車

9 東広島1(ﾄﾗ協)2009 カリツー

７号車

10 東広島1(ﾄﾗ協)2010 カリツー

８号車

11 東広島1(ﾄﾗ協)2011 カリツー

９号車

12 東広島1(ﾄﾗ協)2013 カリツー

１１号車

13 東広島1(ﾄﾗ協)2014 カリツー

１２号車

14 東広島1(ﾄﾗ協)2015 カリツー

１３号車

15 東広島1(ﾄﾗ協)2016 ＫＴｉＳ①
16 東広島1(ﾄﾗ協)2017 ＫＴｉＳ②
17 東広島1(ﾄﾗ協)2018 ＫＴｉＳ③
18 東広島1(ﾄﾗ協)2019 ＫＴｉＳ④
19 東広島1(ﾄﾗ協)2020 ＫＴｉＳ⑤
20 東広島1(ﾄﾗ協)2021 ＫＴｉＳ⑥
21 東広島1(ﾄﾗ協)2022 九鬼運送Ａ
22 東広島1(ﾄﾗ協)2023 九鬼運送Ｂ
23 東広島1(ﾄﾗ協)2025 九鬼運送Ｄ
24 東広島1(ﾄﾗ協)2027 広伸運輸Ｄ
25 東広島1(ﾄﾗ協)2028 志和貨物Ａ
26 東広島1(ﾄﾗ協)2030 志和貨物Ｃ
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27 東広島1(ﾄﾗ協)2031 志和貨物Ｄ
28 東広島1(ﾄﾗ協)2032 志和貨物Ｅ
29 東広島1(ﾄﾗ協)2033 志和貨物Ｆ
30 東広島1(ﾄﾗ協)2035 志和貨物Ｈ
31 東広島1(ﾄﾗ協)2036 志和貨物Ｉ
32 東広島1(ﾄﾗ協)2038 志和貨物Ｋ
33 東広島1(ﾄﾗ協)2041 志和貨物Ｎ
34 東広島1(ﾄﾗ協)2042 志和貨物Ｏ
35 東広島1(ﾄﾗ協)2043 志和貨物Ｐ
36 東広島1(ﾄﾗ協)2044 志和貨物Ｑ
37 東広島1(ﾄﾗ協)2045 志和貨物Ｒ
38 東広島1(ﾄﾗ協)2047 志和貨物Ｔ
39 東広島1(ﾄﾗ協)2048 志和貨物Ｕ
40 東広島1(ﾄﾗ協)2050 スナダ１
41 東広島1(ﾄﾗ協)2051 スナダ２
42 東広島1(ﾄﾗ協)2052 スナダ３
43 東広島1(ﾄﾗ協)2056 スナダ７
44 東広島1(ﾄﾗ協)2057 スナダ８
45 東広島1(ﾄﾗ協)2058 チイム

ケンジ

46 東広島1(ﾄﾗ協)2059 カズズ
47 東広島1(ﾄﾗ協)2060 ユウ
48 東広島1(ﾄﾗ協)2062 チーム

ノリ

49 東広島1(ﾄﾗ協)2063 チーム

ワタナベ

50 東広島1(ﾄﾗ協)2064 チーム

アマ

51 東広島1(ﾄﾗ協)2065 チーム

ユウキ

52 東広島1(ﾄﾗ協)2066 チーム

モリキン

53 東広島1(ﾄﾗ協)2067 大光Ａ
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54 東広島1(ﾄﾗ協)2068 大光Ｂ
55 東広島1(ﾄﾗ協)2069 大光Ｃ
56 東広島1(ﾄﾗ協)2070 大光Ｄ
57 東広島1(ﾄﾗ協)2071 大光Ｅ
58 東広島1(ﾄﾗ協)2072 大光Ｆ
59 東広島1(ﾄﾗ協)2073 八千代Ａ
60 東広島1(ﾄﾗ協)2074 八千代Ｂ
61 東広島1(ﾄﾗ協)2075 八千代Ｃ
62 東広島1(ﾄﾗ協)2076 ＤＡＩＴＯＲＡ－１
63 東広島1(ﾄﾗ協)2077 ＤＡＩＴＯＲＡ－２
64 東広島1(ﾄﾗ協)2078 ＤＡＩＴＯＲＡ－３
65 東広島1(ﾄﾗ協)2079 ＤＡＩＴＯＲＡ－４
66 東広島1(ﾄﾗ協)2080 ＤＡＩＴＯＲＡ－５
67 東広島1(ﾄﾗ協)2081 ＤＡＩＴＯＲＡ－６
68 東広島1(ﾄﾗ協)2083 ＤＡＩＴＯＲＡ－８
69 東広島1(ﾄﾗ協)2084 サザンカ
70 東広島1(ﾄﾗ協)2085 タシマウンソウ

①

71 東広島1(ﾄﾗ協)2086 タシマウンソウ

②

72 東広島1(ﾄﾗ協)2087 タシマウンソウ

③

73 東広島1(ﾄﾗ協)2088 タシマウンソウ

④

74 東広島1(ﾄﾗ協)2089 ＴＳ－Ａ
75 東広島1(ﾄﾗ協)2090 ＴＳ－Ｂ
76 東広島1(ﾄﾗ協)2091 ＴＳ－Ｃ
77 東広島1(ﾄﾗ協)2092 ＴＳ－Ｄ
78 東広島1(ﾄﾗ協)2093 東広商事Ａチーム
79 東広島1(ﾄﾗ協)2094 東広商事Ｂチーム
80 東広島1(ﾄﾗ協)2095 東広商事Ｃチーム
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81 東広島1(ﾄﾗ協)2097 東広商事Ｅチーム
82 東広島1(ﾄﾗ協)2099 新田電設Ａ
83 東広島1(ﾄﾗ協)2100 新田電設Ｂ
84 東広島1(ﾄﾗ協)2101 ニッコンドライバー
85 東広島1(ﾄﾗ協)2103 八光運送Ａチーム
86 東広島1(ﾄﾗ協)2104 八光運送Ｂチーム
87 東広島1(ﾄﾗ協)2105 八光運送Ｃチーム
88 東広島1(ﾄﾗ協)2106 広島急送地２
89 東広島1(ﾄﾗ協)2107 広島急送地３
90 東広島1(ﾄﾗ協)2108 広島急送地４
91 東広島1(ﾄﾗ協)2109 広島急送地５
92 東広島1(ﾄﾗ協)2110 広島急送西風１
93 東広島1(ﾄﾗ協)2111 広島急送西風２
94 東広島1(ﾄﾗ協)2112 広島急送４ｔ１
95 東広島1(ﾄﾗ協)2113 広島急送４ｔ２
96 東広島1(ﾄﾗ協)2115 ヒロシマコウヨウ
97 東広島1(ﾄﾗ協)2116 福山通運１
98 東広島1(ﾄﾗ協)2117 福山通運２
99 東広島1(ﾄﾗ協)2120 福山通運５
100 東広島1(ﾄﾗ協)2121 福山通運６
101 東広島1(ﾄﾗ協)2122 福山通運７
102 東広島1(ﾄﾗ協)2123 福山通運８
103 東広島1(ﾄﾗ協)2124 福山通運９
104 東広島1(ﾄﾗ協)2125 福山通運１０
105 東広島1(ﾄﾗ協)2126 福山通運１１
106 東広島1(ﾄﾗ協)2127 福山通運１２
107 東広島1(ﾄﾗ協)2128 福山通運１３

東広島（トラ協）4/6

トライ・ザ・セーフティｉｎひろしま２０２０達成チーム一覧表
108 東広島1(ﾄﾗ協)2129 福山通運１４
109 東広島1(ﾄﾗ協)2130 福山通運１５
110 東広島1(ﾄﾗ協)2131 福山通運１６
111 東広島1(ﾄﾗ協)2132 福山通運１７
112 東広島1(ﾄﾗ協)2134 Ｆｕｊｉ－Ｅａｓｔ１
113 東広島1(ﾄﾗ協)2135 Ｆｕｊｉ－Ｅａｓｔ２
114 東広島1(ﾄﾗ協)2136 Ｆｕｊｉ－Ｅａｓｔ３
115 東広島1(ﾄﾗ協)2140 東広島

Ａ

116 東広島1(ﾄﾗ協)2142 東広島

Ｃ

117 東広島1(ﾄﾗ協)2143 東広島

Ｄ

118 東広島1(ﾄﾗ協)2144 東広島

Ｅ

119 東広島1(ﾄﾗ協)2145 東広島

Ｆ

120 東広島1(ﾄﾗ協)2147 東広島

Ｈ

121 東広島1(ﾄﾗ協)2148 東広島

Ｉ

122 東広島1(ﾄﾗ協)2149 東広島

Ｊ

123 東広島1(ﾄﾗ協)2151 東広島

Ｌ

124 東広島1(ﾄﾗ協)2152 東広島

Ｍ

125 東広島1(ﾄﾗ協)2153 双葉空港Ａ
126 東広島1(ﾄﾗ協)2154 双葉空港Ｂ
127 東広島1(ﾄﾗ協)2155 双葉空港Ｃ
128 東広島1(ﾄﾗ協)2156 双葉空港Ｄ
129 東広島1(ﾄﾗ協)2157 双葉空港Ｅ
130 東広島1(ﾄﾗ協)2158 双葉空港Ｆ
131 東広島1(ﾄﾗ協)2161 ホウコクジドウシャⅠ
132 東広島1(ﾄﾗ協)2163 ホウコクジドウシャⅢ
133 東広島1(ﾄﾗ協)2164 マツザキロジＮｏ１
134 東広島1(ﾄﾗ協)2165 マツザキロジＮｏ２
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135 東広島1(ﾄﾗ協)2166 マツザキロジＮｏ３
136 東広島1(ﾄﾗ協)2167 マツザキロジＮｏ４
137 東広島1(ﾄﾗ協)2168 マツザキロジＮｏ５
138 東広島1(ﾄﾗ協)2169 ヤノドッグ
139 東広島1(ﾄﾗ協)2170 ヤノキヌヒカリ
140 東広島1(ﾄﾗ協)2171 ヤノコイノヨカン
141 東広島1(ﾄﾗ協)2172 ヤノキヌムスメ
142 東広島2(ﾄﾗ協)2173 チームシンキＡ
143 東広島2(ﾄﾗ協)2174 チームシンキＢ
144 東広島2(ﾄﾗ協)2175 朋生
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