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13 タイトル： オゥ！クレイジー！ 縫製担当： 村越 美保
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A 道下 和子 山田 けい子 北條 真知子 青木 千惠 川満 久子 村上 永花 池田 朋子 亀田 真弓 濱田 敦子 大西 泰子 ⾧嶋 利律子 A

京都府 東京都 東京都 神奈川県 東京都 宮城県 東京都 沖縄県 沖縄県 大分県 岡山県

B 鎌田 千代 石田 政彦 夘滝 恭子 花巻 清子 高倉 好美 鷲塚 睦子 佐藤 佳子 黒木 千枝子 青木 禎子 星野 由紀 仲村 惠子 B

徳島県 千葉県 京都府 北海道 神奈川県 富山県 愛知県 東京都 岡山県 神奈川県 沖縄県

C 田上 洋子 諸田 夫美子 中岡 則子 佐藤 博子 山田 和子 嶋田 明美 関根 尚子 音頭 知恵子 市川 亜都子 添田 町子 森本 京子 C

徳島県 静岡県 埼玉県 栃木県 千葉県 埼玉県 埼玉県 富山県 茨城県 福島県 岡山県

D 高橋 和子 鈴木 カヨ子 丹治 弘江 上條 愛子 糸永 佳代子 北川 沙枝 高橋 陽子 森田 晃代 鵣山 孝代 羽石 ミツ 石田 香織 D

愛知県 東京都 埼玉県 富山県 大分県 東京都 千葉県 東京都 千葉県 栃木県 千葉県

E 渡辺 美枝子 鈴木 千代子 小嶋 涼将 真木 雅子 村田 百合枝 神野 悦子 久保添 佐世 鵣山 修 梅垣 未子 阿部 久美子 柴山 泰子 E

千葉県 東京都 栃木県 埼玉県 神奈川県 大阪府 高知県 千葉県 大阪府 福島県 岐阜県

F 松本 掬未 南間 文美子 海老原 千恵子 中村 好美 伊藤 真歩 仲 利子 佐伯 栞 土田 梓 山本 輝子 石田 京子 光田 明子 F

千葉県 神奈川県 千葉県 埼玉県 東京都 埼玉県 東京都 東京都 石川県 千葉県 岡山県

G 村瀬 美幸 高橋 綾 星尾 百合子 髙橋 みゆき 荒川 沙織 岩﨑 久美子 横須賀 玲子 石塚 悦代 佐久間 サチ子 飯田 弘子 森田 ますみ G

京都府 山形県 愛知県 岐阜県 福島県 宮崎県 茨城県 東京都 福島県 東京都 東京都

H 大日方 昌子 道下 千亜紀 椎野 すみ子 山口 礼子 大野 幸 甲斐 秀子 佐藤 教子 坂野 京子 小澤 順子 髙尾 和孝 野沢 薫 H

神奈川県 京都府 愛知県 埼玉県 東京都 兵庫県 宮城県 愛知県 愛知県 佐賀県 東京都

I 野澤 なおみ 佐藤 美恵子 饗場 貴代 相馬 智江 山本 俊子 佐々木 節子 川上 晴美 中上 恭子 伊藤 ふみ子 神田 由紀子 松本 米子 I

愛知県 徳島県 東京都 東京都 東京都 秋田県 愛媛県 静岡県 山形県 兵庫県 ⾧崎県

J 桜井 峰代 小林 道子 小山 渥美 多田 智子 吉野 範子 嘉本 晃子 波多野 のり子 大塚 洋子 稲垣 公代 藤川 のり子 朝川 峰子 J

愛知県 群馬県 神奈川県 茨城県 神奈川県 岩手県 東京都 東京都 愛知県 群馬県 大分県

K 荒木 妙子 宮島 幸栄 梅田 英子 田辺 みち子 舟久保 祐子 清水 まさ枝 嘉本 栄子 山本 美子 鈴木 由美子 盛藤 明美 石川 広子 K

兵庫県 宮崎県 東京都 神奈川県 東京都 神奈川県 岩手県 岩手県 埼玉県 埼玉県 愛知県

L 吉家 友美 島田 靖子 永井 美奈子 荒井 晴美 坂上 典子 山﨑 しよ子 竹村 和代 富田 文代 土屋 とも子 山脇 笑美子 後藤 慕美 L

⾧野県 ⾧野県 ⾧野県 ⾧野県 ⾧野県 ⾧野県 神奈川県 愛知県 埼玉県 愛知県 大分県

M 岩尾 恵子 望月 真佐美 宇佐美 洋子 大原 清子 新井田 章子 鷲見 ゆかり 山崎 喜久恵 浜田 セツ子 土田 華子 山田 千秋 伊佐次 清美 M

兵庫県 神奈川県 茨城県 大阪府 山形県 東京都 富山県 埼玉県 東京都 富山県 東京都
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