
1 出た ひょっこりはん 船橋 美好子 坊岡 幸子 菅 裕美 田中 正美 玉田 年世 中西 美絵

2 まだまだガンバレルーヤ 手川 美奈子 西川 名美 八尾 圭子 川合 綾 山内 清美 岡田 由佳

3 いぬいの会 小野 益美 安達 典子 中尾 みゆき 渡邊 豊恵 藤澤 慶子 中谷 尚美

4 超人シニア 磯田 珠可子 増田 龍子 岩越 雅美 福永 奈美 豊田 環 大矢根 由佳

5 サムシング・グレート 森田 弘美 横山 えり子 吉村 敬子 松村 鎮子 西川 香代 大前 まゆみ

6 ダイヤモンドハーツ 松岡 左知子 植田 アツ子 湯澤 理香 平山 潤子 中川 真理子 伊藤 智子

7 けせらせら 吉山 智子 都出 淳子 下村 有加 田中 久美 菊池 奈緒美 漆原 かおり

8 リリ－エンジェルス 名賀 由美子 島田 恵 熊谷 節代 井内 みすず 新谷 弘子 高山 悦子

9 アロマ ブレンド 魚澤 めぐみ 梶川 眞理子 若林 理香 大塚 初恵 西村 美緒 鶴見 裕子

10 フルーツバスケット 阪下 利香子 加藤 園子 宇都宮 陽子 井嶋 由子 小林 桂 大畠 正子

11 明日の明日 久世 京子 井上 裕紀子 大村 幸子 亀井 直美 上田 恭代 岡 美和子

12 すくすく育てて 李 美奈子 櫟 真由美 池浦 政子 山本 覚子 岡部　由加里 桂田 泰世

13 プリティウーマン 山本 裕子 小島 かおり 山中 和子 塩田 育恵 坂下 久美子 麸山 みちよ

14 赤いスイトピ－ﾊﾟｰﾄ２ 中田 真智子 山野 美紀 東嶋 和子 西川 りか 東 千賀 吉田 聖子

15 ベルフラワー 鍋谷 恵美子 長谷川 京子 加茂前 朱美 河崎 純江 柴田 道子 谷川 知子

16 のらりくらり 久保 春美 柳川 幾美 櫻井 美紀 山田 由美子 米田 素子 鈴木 生

17 グリーンスムージー 鐘ヶ江 千文 相原 みさ 安積 康子 東尾 多美子 山﨑 光 松尾 夏佳

18 おばちゃんズ 三浦 喜久子 前田 由美子 石原 まり子 川崎 由佳 黒川 恭子 岡 智香

19 ゆみちゃん、鼻血ブー!! 奥田 久美子 正井 雪江 池野 友美 植野 啓子 黒崎 育美 竹内 多香子

20 ミックスベリー 渡辺 郷子 野口 親子 桜井 深雪 上林 静江 松尾 静枝 松尾 彬子

21 そだね～6 小林 明子 田中 博子 酒井 淑子 向田 知恵子 宇山 由美 滑川 富子

22 ラッキ－ガ－ル 林 一恵 向井 雅子 神山 朋子 池田 麻紀 曽谷 亜由美 大澤 容子

23 バトンタッチ 玉田 富美子 竹中 加奈子 佐藤 みどり 風間 和美 東根 明美 岩崎 佳苗

24 何これ珍メンバー 田治見 優子 正躰 八千代 松田 かつゑ 武村 真由美 福嶌 由美子 日尾 温子
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