
チーム名ID チーム名 施設名
165 5-4ハッスルズ 恵寿総合病院
172 JAきららデイサービス ジェイエイ小松福祉会
80 KONANS 金沢湖南苑
83 KONANS A 金沢湖南苑
84 KONANS B 金沢湖南苑
59 OX Ⅱ 石川県済生会金沢病院
96 SELP・ミレニアム ｾﾙﾌﾟはくさん
38 SELPｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ ｾﾙﾌﾟはくさん
62 SUZUﾚﾝｼﾞｬｰｽﾞ 珠洲市総合病院

128 TEAM BATT　青山 青山彩光苑デイサービス
48 ｱｲﾘｽ 介護老人保健施設ｱｲﾘｽ
36 あおぞらﾁｰﾑ 介護老人保健施設鶴友苑

218 青山アドバルーン 青山彩光苑リハビリテーションセンター
137 青山カガヤキ 青山彩光苑リハビリテーションセンター
183 青山ゴールド 青山彩光苑リハビリテーションセンター
63 青山彩光苑A 青山彩光苑リハビリテーションセンター

114 青山彩光苑デイサービス 青山彩光苑デイサービス
60 青山彩光苑ﾜｰｸｽ 青山彩光苑　ﾜｰｸｾﾝﾀｰ田鶴浜
51 青山ｻﾝﾀﾞｰ 青山彩光苑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部

197 青山スターズ 青山彩光苑リハビリテーションセンター
181 青山ドラゴンズ 青山彩光苑　ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
198 青山バルーン 青山彩光苑リハビリテーションセンター
61 青山ﾋﾞｸﾄﾘｰｽﾞ 青山彩光苑　ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
49 青山ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 青山彩光苑　ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

192 青山ファルコン 青山彩光苑　ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
127 青山フェニックス 青山彩光苑リハビリテーションセンター
219 青山ブルースターズ 青山彩光苑リハビリテーションセンター
195 青山フレッシュＡ 青山彩光苑リハビリテーションセンター
196 青山フレッシュＢ 青山彩光苑リハビリテーションセンター
50 青山ﾐｽﾀｰ 青山彩光苑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部
10 あさがおﾁｰﾑ 健康ｾﾝﾀｰ松任
56 浅ﾉ川ﾚﾝｺﾝｽﾞ 浅ﾉ川総合病院
19 あすなろ会ﾁｰﾑ 介護老人保健施設手取の里

130 あっぷる 介護老人保健施設あっぷる
8 あっぷる１ 介護老人保健施設あっぷる
9 あっぷる２ 介護老人保健施設あっぷる

208 アドバルーン 青山彩光苑リハビリテーションセンター
119 アミーゴ辰芳 辰口芳珠記念病院
22 ｲｷｲｷ石川 国立療養所石川病院
37 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ春日町 介護老人保健施設春日町ｹｱｾﾝﾀｰ
28 有縁必勝チーム 介護老人保健施設有縁の荘
5 映・映ｵｰｽﾞ 映寿会病院

155 えーえーライフ 青山彩光苑穴水ライフサポートセン
30 駅西くらぶ 金沢市駅西福祉保健ｾﾝﾀｰ

138 エレガンテチーム エレガンテなぎの浦デイサービス



149 ｴﾚｶﾞﾝﾃﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾁｰﾑ エレガンテなぎの浦デイサービス
1 お達者くらぶ 金沢赤十字病院

41 おまつり 介護老人保健施設金沢南ｹｱｾﾝﾀｰ
21 加賀中央ﾒﾃﾞｨｹｱﾎｰﾑ 介護老人保健施設加賀中央ﾒﾃﾞｨｹｱ
99 鶴友苑 あおぞら 介護老人保健施設鶴友苑
40 金沢脳外Spirits 金沢脳神経外科病院
75 ｶﾞﾝﾊﾞﾛｰｽﾞ 小松市すこやかｾﾝﾀｰ

123 キングス ｾﾙﾌﾟはくさん
117 金チーム エレガンテなぎの浦デイサービス
173 グリーンPEACE 介護老人保健施設ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ小松
43 ｸﾘｿﾌﾟﾚｲｽﾞ 介護老人保健施設陽翠の里
78 けあらんど 介護老人保健施設田中町温泉ｹｱｾﾝ
98 けいじゅ 恵寿総合病院・ﾃﾞｲｹｱ
24 恵寿BEARS 恵寿総合病院

157 恵寿元気倶楽部 恵寿総合病院
64 恵寿ｽﾜﾛｰｽﾞ 恵寿総合病院
65 恵寿ﾃﾞｲｹｱ 恵寿総合病院・ﾃﾞｲｹｱ

184 恵寿　鳩ぽっぽ 介護療養型老人保健施設　恵寿鳩ヶ
94 県中イーグルス 石川県立中央病院
93 県中ミレニアム 石川県立中央病院
17 県立中央病院A 石川県立中央病院
18 県立中央病院B 石川県立中央病院
57 こうじくんちーむ 済生会ﾃﾞｲｹｱ金沢本町
81 公立松任石川中央病院 公立松任石川中央病院
52 公立松任石川中央病院A 公立松任石川中央病院
53 公立松任石川中央病院B 公立松任石川中央病院
31 ｺｰﾋｰ缶 岡部病院

101 ゴールドストーン かないわ病院
118 桜ヶ丘シルバーチェリーズ 桜ヶ丘病院
14 桜ヶ丘ｼﾙﾊﾞｰﾌｧｲﾀｰｽﾞ 桜ヶ丘病院

171 さくらっ子クラブ 介護老人保健施設さくら園
162 ザ☆はまなす 能美市介護老人保健施設はまなすの

2 ｻﾝｼｬｲﾝ 介護老人保健施設太陽の里
3 ｻﾝﾀ･ﾏﾘｱ 金沢聖霊病院

39 ｼｰｻｲﾄﾞ内灘 介護老人保健施設内灘温泉保養館
156 シティーハンター 工房シティ
168 シティハンターA 工房シティ
169 シティハンターB 工房シティ
129 しらさぎシルバーズ 介護老人保健施設山中温泉しらさぎ苑
45 しらさぎﾌｧｲﾀｰｽﾞ 介護老人保健施設山中温泉しらさぎ苑
66 ｼﾙﾊﾞｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 千木病院
46 ｼﾙﾊﾞｰｱﾀｯｶｰｽﾞA 卯辰山記念病院
47 ｼﾙﾊﾞｰｱﾀｯｶｰｽﾞB 卯辰山記念病院

126 シルバーストーン かないわ病院
15 ｼﾙﾊﾞｰﾁｪﾘｰｽﾞ 桜ヶ丘神経ｻﾅﾄﾘｳﾑ
73 新駅西くらぶ 金沢市駅西福祉保健ｾﾝﾀｰ



44 新千組 介護老人保健施設千木町ｹｱｾﾝﾀｰ
170 スーパーチェリーズ 桜ヶ丘病院
29 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｯｸﾞｱﾀｯｶｰｽﾞ 石川整肢学園

160 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｯｸﾞｱﾀｯｶｰｽﾞ・A 金沢こども医療福祉センター
161 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｯｸﾞｱﾀｯｶｰｽﾞ・B 金沢こども医療福祉センター
150 SUPER BIG ATTACKERS A 石川整肢学園
151 SUPER BIG ATTACKERS B 石川整肢学園
11 ｽｰﾊﾟｰﾌｪﾆｯｸｽ 小松療育園

194 スカイブルー青山 青山彩光苑　ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
103 すこやかクラブ 小松市すこやかｾﾝﾀｰ
77 すこやか美川 美川町役場

201 スマイルトオの家 トオの家二俣
55 ｽﾜﾝ デイサービスセンターあがたの里・しら
68 星・風・花A 金沢東在宅ｹｱｾﾝﾀｰ
69 星・風・花B 金沢東在宅ｹｱｾﾝﾀｰ

191 青和アムール 青和病院精神科デイケア
104 青和いろは 青和病院
167 青和ほへと 青和病院精神科デイケア
115 セエレーナ　ファイターズ 青山彩光苑福祉ホーム
106 タイガー ｾﾙﾌﾟはくさん
144 暖・談・木場団 介護老人保健施設レイクサイド木場
35 たんぽぽ やわたメディカルセンター

112 たんぽぽＡ やわたメディカルセンター
113 たんぽぽＢ やわたメディカルセンター
152 ちいたぁ 能美市介護老人保健施設はまなすの
100 チーム　はやぶさ 能美市介護老人保健施設はまなすの
87 チーム「５５」 金沢湖南苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

222 チームさくらんぼ 桜ヶ丘病院
223 チームチェリー 桜ヶ丘病院
91 チーム野々市 野々市町保健ｾﾝﾀｰ

120 チームののいちA 野々市町保健ｾﾝﾀｰ
121 チームののいちB 野々市町保健ｾﾝﾀｰ
139 チーム南が丘 南が丘第２病院
199 チーム夢 夢工房
12 ﾁｪﾘｰｽﾞA 桜ヶ丘病院
13 ﾁｪﾘｰｽﾞB 桜ヶ丘病院
79 手取の里 介護老人保健施設手取の里
32 ﾄﾞｼﾞｬｰｽ・八幡 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加賀八幡温泉病院
97 ドリーム・城北 城北病院

212 ドリーム城北 城北病院
200 なかよしA やわたメディカルセンター通所リハビリ
207 なかよしB やわたメディカルセンター通所リハビリ

6 なでしこｼｽﾀｰｽﾞ 介護老人保健施設なでしこの丘
7 なでしこﾌｧﾐﾘｰ 介護老人保健施設なでしこの丘

71 南陽園ｻﾝﾗｲｽﾞﾁｰﾑ 社会福祉法人南陽園
25 のとーず 公立能登総合病院



108 ののいちＡ 野々市町保健ｾﾝﾀｰ
109 ののいちＢ 野々市町保健ｾﾝﾀｰ
174 ハイパーチェリーズ 桜ヶ丘病院
140 はくさんドッグス ｾﾙﾌﾟはくさん
153 はくさんドラゴンズ ｾﾙﾌﾟはくさん
141 はくさんヤンキース ｾﾙﾌﾟはくさん
154 はくさんラッキーズ ｾﾙﾌﾟはくさん
215 葉っぴい 介護老人保健施設　ふぃらーじゅ
27 はつらつｸﾗﾌﾞ 介護老人保健施設あんじん金沢
16 ﾊﾟﾜｰｽﾞ辰口 辰口町健康ｾﾝﾀｰ

166 ヒーローズ 青山彩光苑穴水ライフサポートセン
86 ひすいファイターズ 介護老人保健施設陽翠の里

203 ビックウェーブ青山 青山彩光苑　ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
54 ひまわり 金沢ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
20 百寿苑ｱﾀｯｶｰｽﾞ 介護老人保健施設百寿苑

107 ファイヤ ｾﾙﾌﾟはくさん
147 フェニックス 青山彩光苑穴水ライフサポートセン
26 ふくふく福久ﾁｰﾑ 介護老人保健施設福久ｹｱｾﾝﾀｰ
4 藤井あすなろﾁｰﾑ 藤井脳神経外科病院

142 フッキーズ 金沢ふくみ苑
145 フッキーズＡ 金沢ふくみ苑
146 フッキーズＢ 金沢ふくみ苑
209 ブルースターズ 青山彩光苑リハビリテーションセンター
132 ふれあいレッツゴー 城北クリニック
176 ふれあいレッツゴーピンク 城北クリニック
42 平成二百歳ﾁｰﾑ 介護老人保健施設千代野苑
70 ほがらか会 社会福祉法人松寿園

122 ほのぼの。 訪問看護ステーションほのぼの
92 ほのぼの丘の上 片山津温泉丘の上病院
88 ほようかん 介護老人保健施設内灘温泉保養館
82 緑のおんぼらーズ 森田病院

133 南が丘キティーズ 南が丘第２病院
175 やわた黒ゆりの会 やわたメディカルセンター通所リハビリ
220 やわた健康スタジオAチーム やわたメディカルセンター通所リハビリ
221 やわた健康スタジオBチーム やわたメディカルセンター通所リハビリ
33 八幡ﾌﾚﾝｽﾞA ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加賀八幡温泉病院
34 八幡ﾌﾚﾝｽﾞB ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加賀八幡温泉病院

110 八幡マリナーズ やわたメディカルセンター
72 八幡ﾒｯﾂ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加賀八幡温泉病院
89 ﾔﾝｷｰｽﾞ　八幡 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加賀八幡温泉病院
67 ゆうゆう 石川県精育園
58 ゆきおちゃんﾁｰﾑ 済生会ﾃﾞｲｹｱ金沢本町
90 ようよう愛ちゃんず 身体障害者療護施設夢ようよう

164 ヨーコーズ 小松陽光苑
148 楽天 青山彩光苑リハビリテーションセンター
124 ラッキーズ ｾﾙﾌﾟはくさん



23 和光苑 介護老人保健施設和光苑
131 わこうえん・やったるデイ 介護老人保健施設和光苑
74 和楽仁軍団 辰口芳珠記念病院


