熊本健康アプリ
「もっと健康！げんき！アップ くまもと」
2022年度 職場対抗戦
参加申込グループのご案内（全119グループ）
グループ名

コメント

1

再春館対抗戦

選抜5名でタイトル狙います

2

☆ＴＭＡＰ☆

気合だ！気合だ！気合いだー！

3

ご縁大好きチーム

健康第一 歩くの大好きです

4

それいけ晩白柚

モリ監督と襟足チャンピオンコーチのもと頑張ります

5

５６８高嶋会

力を合わせて頑張ります！

6

ＳＰＡの里

元気いっぱい！頑張ります！

7

九品寺パートナーズ

元気ですか！元気があれば何でもできる！

8

アステム熊本

頑張りますd(￣ ￣)

9

ＴＩＫ

会社の名前に恥じないように、頑張ります

10 メタボーイズ

取り敢えず頑張ります

11 チームｓｅｗｅｒ

各自掲げた目標歩数を達成する！

12 ＵＳＣ５１

スポーツクラブの名にかけて！

13 おおきく土地改良区

飛び賞狙います

14 ひっくるもっくる

高齢者と自分達の健康のために、日々頑張ります！

15 チームひまわり②

入賞目指して頑張ります!

16 チーム菊之池

1位をとって、みんなで美味しいものを食べるぞー

17 こうちゃんクリニック

地味～に参加します?(???ε???)∫

18 ベルマリンズ８

入賞またはゾロ目賞にチャレンジ！

19 ＩＴＯ☆滅

いい気候で頑張れそうです。

20 やのぶるーむ

がんばる！！

21 てらちゃんず

農家のパワフル集団頑張ります

22 きみとハチミツ

ゾロ目賞をねらって頑張るぞと。

23 そら

なんとしてでも景品欲しい

24 五福有志の会

頑張ります

25 島津てつや・ウォー王

できるしこ

26 上村内科パート２

上位目指して頑張ります

27 中央区福祉課フラン組

健康第一、歩くぞー

28 びきたん

がんばる

29 ＫＭＪ

がんばります！

30 みねながこ

寒さに負けず88位を目指します

31 私らしくあるく

人数多いので累計では負けないように頑張ります

32 中央区福祉課水色組

頑張ります！

33 中央区福祉課もみじ組

楽しく頑張ります！

34 いわおクラブ

今夜もセブンのハイボールで乾杯！

35 阿蘇市役所

頑張ります

36 中央区友枝組

優勝をめざして頑張ります！

37 メロス

ゾロ目目指して頑張ります！

38 桃鉄の会

目指すはゾロ目賞

39 健活ガール

仲良し対抗戦の時より歩数を伸ばします！

40 中央区福祉課さくら組

ぼちぼち頑張ります

41 ジェイエスエス

健康維持のため頑張ります！

42 菊池医師会病院一階

日常の歩行+αでがんばります！

43 スリーピース

みんなで頑張ろう♪

44 塔の上

マイペースで

45 いちごバンビちゃん３

日頃運動してないのでこの機会に歩く

46 健康であり隊

みんなで頑張ります！

47 ＴＳ企画チーム

賞品獲得と健康のために頑張ります??

48 農林整備課

楽しく歩きます！

49 いちごバンビちゃん２

頑張ります！

50 明和スマイル

できる限りがんばります?

51 おおづそうむ

がんばりまーす

52 ドラクエ部

楽しく頑張るぞー

53 アッソーＳＵＮ

楽しく歩きます

54 はるかぜレディース

やる気いっぱいのメンバーで頑張ります！

55 チーム歩人

力を合わせて頑張ります！

56 出水南保育園

初参加！ビギナーズラック狙います

57 ＴＳ業務チーム

上を向いて歩こう

58 チーム微増

楽しく歩きます！

59 クラブ大男

一生懸命がんばるぞ??

60 新チーム花保ちゃん

みんなで、はりきって歩きます！

61 あつまれ！労働者の森

なかよし対抗戦よりいい記録を！

62 ましきまちやくば

ゾロ目、目指して頑張ります

63 チーム健康３

みんなで力を合わせて頑張ります＼(^o^)／

64 河原郵便局

チームプレーで頑張ります。

65 わくわく医療センター

皆んなでわくわくしながら楽しみながら頑張ります

66 【冒険家】

がんばるぞー?( ???o??? )?おー！

67 ミューズ①

会社のチーム対抗戦！

68 健康づくり推進課Ｂ

日頃の運動不足を解消します!!

69 健康保険チーム

みんなで声をかけあってがんばります

70 ミューズ③

今回は部署別に挑戦します！！

71 健康づくり推進課Ａ

ゾロ目賞ねらいます！！

72 がくきょう

入賞目指します

73 チーム酢排骨

ボチボチ頑張ります!

74 チーム健康４

頑張ります！

75 チーム回鍋肉

回鍋肉好きのメンバーで頑張ります！

76 美味しんぼ倶楽部

とりあえず歩く

77 チーム九品寺

なんさま頑張るばい！

78 チーム健康１

頑張ります！

79 菊池市保険年金課２

がんばります!!

80 ＡＳ熊本

がんばりまーす

81 チームＤＧＸＥ

1日5000歩を目指して頑張ります

82 れっどすたあ

ボチボチ頑張ります

83 チーム健康２

頑張ります！

84 菊池市保険年金課１

賞金取るぞー

85 城南てけてけ同好会

飛び賞目指してがんばります

86 ＬＴＪ

皆んなで歩こう！

87 中緑保育園

初参加です。みんな笑顔で力を合わせてがんばります！

88 美里ずー

ダイエットと健康維持で頑張ります

89 南区土木維持課

土木の現場力で頑張ります！

90 ちよまつグループ

一歩一歩を大切に歩きます！

91 マリア幼愛園

運動不足解消するぞ！

92 ＣＭＣカンリカ

上位に入る

93 チームにしおか

極寒の中がんばるばい

94 健康づくり推進課Ｃ

めざせゾロ目賞

95 チーム☆Ｋ市役所

ぼちぼち頑張ります☆

96 ＧＫＴ４８

ゆるっと無理なくいつも通りで！

97 菊池市役所市長公室

声かけあって頑張ります！

98 チームじゅんこ

がんばって歩数を稼ぐぞ！

99 ぼちぼチーム

ゾロ目を狙うぞ??

100 阿蘇市役所福祉課

少人数ですが、やってやります！！！

101 ＴｅａｍＭＩＺＵ

みんなで健康づくりに努めます！

頑張ります！

102 恐竜の郷２

志は高いメンバーを集めました！頑張ります！

103 恐竜の郷３

御船町1位を目指します！

104 恐竜の郷１

楽しみながら頑張ります！！

105 ミューズ②

ゾロ目狙ってみんなで楽しく競い合いながら歩きます！

106 ひごばんくきくち

頑張ります??宜しくお願い致します??

107 審議員と仲間たち

通常時より1000歩多く歩くことを意識して取り組みます！

108 新産健康クラブ

絶対優勝するぞ

109 恐竜の郷４

ガンバリマス！

110 まじかる★雅にゃん歩

一日5,000歩を目標にゆる～くがんばります

111 チームにしまる

チームワークで頑張るぞー！

112 チームすぎな

一致団結！頑張ります！

113 環境課

健康目指して頑張ります

114 あじぱんだ２

頑張るばい！

115 村崎むらざき

歩くばい～～～～～～

116 熊本市民病院さるく会

医療従事者として健康増進に取り組みます☆

117 なんさま歩くバイ！５

なんさま歩いてがんばるバイ！

118 きたくぶ２１

マイペースで頑張ります！！！

119 ＴＳチラシチーム

チームの団結力で目指そう！ゾロ目賞！

〇申込順です。
○上位グループへインタビューのため、事務局からご連絡差し上げる場合があります。
「熊本健康ポイント事業」運営事務局
TEL：0120－040－037 ／9：00～17：00（土日祝日・年末年始休み）

