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森川　美幸

加藤　綾 前川　美奈子 岩渕　都子
3 チンチャ、テバ

石橋　美也子 髙橋　八月

Ａ　Ｂ　オ　ー　プ　ン

メ　ン　バー

1 おかべの花道
岡部　恵理子 菊池　奈保子 曽根　綾香

江崎　紀代美 吉竹　まゆみ 幡宮　奈津美

栗原　美香

2 アバンティ
濱　里恵子 佐賀野　佳子 豊田　愛

石田　マキ

メ　ン　バ　ー

八木　智美 徳永　佳織

3 エスポワール　2
松村　美智子 高橋　智春 奈良　佳子

宮下　こづえ 松本　知也

メ　ン　バ　ー

1 『D』　の秘密
北　栄美 石元　久美子 岡本　薫

土井　いずみ 水谷　美紀 髙橋　美智子

高橋　真代

米木　浩子 岩原　祥子 武田　悦子
3 ハラハラ・ドキドキ

斎藤　ひとみ 手嶋　勢津子

北山　清子

深谷　ひろみ 杉本　孝子 千葉　恭子
2 チャンスでGO！！

小関　絹子 鶴羽　曜子

メ　ン　バ　ー

1 「打上げスープカレー部」
武田　曜子 岩村　真紀子 安井　徳子

木村　広美 島部　佳代 木村　弘美

甲賀　恵子

渡辺　清子 会田　敏子 齋藤　則子
3 新鮮組

桶田　万佐子 神原　愛子

斎藤　厚子

高木　淳子 久保　佳子 池田　真弓
2 ハニカムズ

青山　曜子 若松　真由美

メ　ン　バ　ー

1 らんらんランドリ～♪
遠藤　ゆかり 山崎　文子 井嶋　千恵子

安達　美樹子 池畑　由梨 岡本　加奈子

五十嵐　とし子

岡本　志保子 小原　由美子 太田　幸江
3 ミニオンズOB

間島　美代子 丹羽　由美子

伊積　真紀子

平原　栄子 熊谷　淑子 澤田　忍
2 チョコモナカ

山本　三千子 帰山　真紀

メ　ン　バ　ー

1 パワフルガッツ！！
山本　祥子 三浦　敏子 森　紀子

荒木　まゆみ 矢野　妙子 高橋　智子

堂坂　直美

榊原　雅代 柴谷　美雪 佐々木　女久美
3 ホワイトローズ

武藤　直美 倉岡　裕子

津田　郁子

本田　千栄子 猿田　絵里 森脇　さやか
2 『ひっしのぱっち』

工藤　ゆかり 久米　美幸

3

メ　ン　バ　ー

1 「ハッピーターン」
丹羽　尚美 佐々木　奈津江 品田　るみ

田宮　綾乃 尾崎　優子 草野　朋子

浅利　紀子

小林　直子 石岡　菜穂子 長谷　恵美
2 「ピノぴょん」

小林　静香 浅井　睦

『花ちゃんず』
中村　由花 香川　緑恵 向川　万里子

髙見　葉子 舟見　美恵子 石橋　亜希子

メ　ン　バ　ー

1 AKIサークル　A
岩瀬　千佳子 佐藤　交子 上杉　一子

星川　郁子 照井　由美子 西出　路代

丸山　幸子

武田　真里子 髙谷　雅子 蒲生　典子
3 SEC（スイートコーン）

佐々木　清子 江田　律子
3 AKI サークル　B

2

3

ラッキーピエロ

プレシャス

「ユメカナエ　ローズ」

1

2

3

太田　るみ子

新津　智美 三宅　喜世美 鎌田　ひとみ
1 ビーグルズ

木村　静子 平塚　志津子

藤井　智恵子

小川　三千代出町　美紀 松岡　磨由美 福井　峰子 伊藤　淳子
2 オーマガリーゼ

柴田　由貴子 平佐　知子

木澤　禎子 簗瀬　直美 金石　怜子

石﨑　直子 太田　由美子 蝦名　眞紀子

蟹口　靖子 湯川　清美 岡部　良恵

鳥谷部　郁美 三上　真奈巳 廣澤　静香

メ　ン　バ　ー

11 バンビーナ

按田　明子 竹内　美夏 濱村　洋子

メ　ン　バ　ー

高野　明子 小寺　和江 安田　邦子

横沢　恵津子

小松原　真由美 松田　起恵子 庄司　真由美
2 ローズミュージック

三島　美恵子 梶川　由美子 古川　僚子

小竹　和子 横岡　優美子 若松　節子
2 6　ミニオンズ

稲見　理花 安保　尚子

Aliceちゃんず
大森　奈津代 大岡　直美 齊藤　直美

横山　麻里 遠藤　麻里 真鍋　美雪

谷内　千春 水島　幾代 大久保　志保

小林　美歌子 臼木　裕視子

メ　ン　バ　ー

1 佐川女子
谷　由里子 中村　享子 松永　直美

2

3

もなみーず

ここあとこつぶ

メ　ン　バ　ー

高橋　佐智子

工藤　淳子

工藤　美香

玉田　かおり

日野　朋恵

大浦　明子

川村　由香子 大畠　恵美子 松本　和子

泉　美智子 伊藤　実佳子 高井　美紀子

三上　桂子 永田　直美 北川　裕子

石山　としえ 本田　望美 三上　奈緒美

三宅　喜美子

松山　智津子 石川　由美子　 菅原　裕美

大崎　智恵美

北原　由美 丸次　朱美 伊勢　しおり
3 エスポワール　1

山﨑　ひとみ 森　弘美

西　栄美子

髙田　聖子 伊藤　実苗 神谷　加奈子
2 「みんな薔薇薔薇」

佐瀬　恵美子 山本　絹子

五十嵐　真理子 坪坂　陽子 堀　雅子

清野　有子 小松田　美和 菱木　奈美

ハピネス

リルリルフェアリル

2

3

3 プリティープリティー

3 オーバー蘭

2 サルペンテ

1 ピンクドラゴン

1 崖っぷち大好き族！！

2 キキララカフェ　

2

3

1 ベリー＆ローズ

(楽・楽・クラブ）

ピーチメルバ

1 クリスタルローズG

「ラピスラズリ」

ピンクしゃわしゃわ

チーム　らん1

30155013

1 「ティラミス」

2

3 レジェンド！！

1 他力本願

山本　佳子 秋山　真弓 徳田　雅恵

メ　ン　バ　ー

阿戸　みゆき 安藤　洋子 岩崎　弘美

渡辺　真由美 太田　裕貴子 北澤　安代

2 ペパーミント

3 ★激レアレディー

三森　凉子

末澤　知早子 扇　ひなみ 鈴木　ゆかり

メ　ン　バ　ー

1 ハッピートモ408
秋元　慈江 小林　典子 髙野　美紀子

藤田　祐子 瀧ヶ平　恵美子 神川　久美子

塚本　ちあき 佐々木　裕子

塚原　裕子

福士　慶子 菅原　美佐子

沖田　香織

帯広スヌーピーズ
小野寺　葉子 大川　一恵 小田　るり子

野口　久美子 小西　尚子

奥谷　美佐子 関　久美子 衣川　和子

本間　みゆき

2 すっとこどっこい
掛川　真紀

3
山岸　真紀

二階堂　恵美子 亀田　美子

堀川　美奈子 塩﨑　綾香 小田　千華子

メ　ン　バ　ー

宮古　奈緒子

菅原　あゆみ

三浦　由香 神田　保江

菅原　千鶴子 関川　聖子　

綱渕　真由美 北名　ゆかり 山口　典子

田中　春美 千葉　孝子 及川　志津子

松本　みゆき

岩舘　茂子 名和田　成子 平井　まどか

下川部　美奈子 土橋　クミ 中田　富子

前鼻　広美 田中　恵子 秋野　和子

内藤　真弓

中谷　友恵 川辺　真弓 道田　佳代

吉田　由紀子 細川　和美 賀波澤　淳子

毛利　和代 東　一二三 三浦　敬子

メ　ン　バ　ー

小斎　玲子 有吉　恭子 菅　雅子

大石　由紀子 江川　晴美 室矢　里子

高平　真理 秋本　貴子 徳原　悦子

メ　ン　バ　ー

岡田　悦子 堀　仁美 林　尚子

工藤　幸重 坂上　優美恵 鵜川　良美

田中　恵久美

浅野　ひろみ 中村　亜紀子 新沼　和美

多田　真樹子 豊田　佳子 長橋　美喜

上山　友紀 工藤　やよい 鈴木　詠子

メ　ン　バー

佐藤　泉

濱野　育 戸田　初美 上木　加織

北岡　あゆみ 順田　一枝 高橋　紀美代

鳥谷部　美紀 奥田　亜矢

三上　めぐみ 丸田　たか子 高崎　理佐子

大坪　裕美 星　道子 小原　瑞穂

伴野　由美子 中井　真奈美 成田　麻奈美

川崎　恭子 山口　美紀

上浦　珠世

本田　美智代 樺澤　ひろみ 安部　敏子

メ　ン　バ　ー

高橋　良子 髙橋　留美子 清水　美春

山田　智子 宮　厚子

富山　みゆき 岩間　真智子

斉藤　ひろみ 市橋　真由美 増田　安恵

小林　直美 村尾　直美 寺沢　優美子

山本　美恵子


