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14 タイトル： 思い出の布を集めて 縫製担当： 川口 きよ江

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 神野 清子 萩 信子 東出 洋子 白石 寿江 関野 恵子 鈴木 典子 吉田 勢津子 竹下 智子 安芸 邦美 西本 典子 金子 好美 A

北海道 広島県 北海道 埼玉県 静岡県 山形県 香川県 大阪府 東京都 奈良県 東京都

B 小西 洋子 佐伯 純子 平山 幸子 小松 志津江 市谷 潤子 向本 百枝 前原 保子 廣田 道康 小山 智子 鹿戸 喜代子 前田 都也子 B

香川県 福岡県 埼玉県 香川県 広島県 ⾧野県 沖縄県 福島県 東京都 埼玉県 千葉県

C 大屋 美根子 原田 則子 吉川 春枝 山田 美穂 川上 範子 小林 眞由美 赤嶺 英美 土井 ルリ子 松浦 啓子 飯村 史子 山﨑 房子 C

島根県 島根県 島根県 島根県 大阪府 沖縄県 沖縄県 東京都 北海道 東京都 東京都

D 中園 裕子 前野 正代 松沢 弘子 関 仲 志甫 啓太 関岡 珠月 船田 悦子 金子 和子 渡辺 恵子 山本 清江 佐藤 旭子 D

鹿児島県 鹿児島県 東京都 群馬県 神奈川県 千葉県 山形県 茨城県 埼玉県 東京都 東京都

E 峯岸 千代 鈴木 陽子 柳 勝代 大久保 邦子 髙橋 光子 阿部 綾子 佐藤 明美 片岡 紀美子 稲熊 久美 鈴木 孝子 平田 智美 E

東京都 静岡県 東京都 神奈川県 東京都 山形県 宮城県 大阪府 千葉県 東京都 大阪府

F 小松 美貴 山本 眞理 安田 佳世 池添 和美 金志 鮎香 平野 美和子 伊藤 恵子 森下 登志子 柴田 真紀子 川村 ひとみ 生駒 芳美 F

香川県 栃木県 ⾧崎県 北海道 京都府 京都府 千葉県 北海道 広島県 神奈川県 埼玉県

G 渋井 恵子 岡部 富喜子 平井 松枝 中邑 陽菜 野々垣 里美 志村 瑞穂 田中 信乃 泉谷 ふく子 五十嵐 栄子 嶋崎 光子 小河 正江 G

埼玉県 北海道 東京都 京都府 京都府 京都府 京都府 東京都 北海道 北海道 東京都

H 松下 恵子 瀬下 和子 村上 美智子 田﨑 はな 中邑 美紀 田﨑 恭子 田中 彩子 越後 紀子 堀 恵子 中川 まりこ 村田 恵美子 H

埼玉県 東京都 埼玉県 京都府 京都府 京都府 京都府 千葉県 愛知県 奈良県 北海道

I 鷲見 法子 田上 みち子 井上 眞由美 横田 こころ 栗本 早希 田中 真由子 田中 三智 鈴木 栄 杉澤 千代美 鶴見 ゆう子 西口 佳子 I

岐阜県 広島県 東京都 京都府 京都府 京都府 京都府 千葉県 愛知県 埼玉県 東京都

J 加藤 晃子 高谷 光代 岩本 政子 小山 教子 石井 千枝子 守屋 遥永 小林 和子 片山 凜香 甕 知江 細川 由美子 藤原 孝子 J

大阪府 北海道 東京都 大阪府 千葉県 東京都 東京都 東京都 東京都 青森県 愛媛県

K 大竹 順子 奥田 栄子 阿部 ヨネ 東 和子 川上 富貴子 新井 秀世 加藤 純子 石村 清美 岩橋 由美 上條 万喜子 大友 静子 K

沖縄県 千葉県 東京都 鹿児島県 東京都 埼玉県 東京都 石川県 京都府 埼玉県 岩手県

L 三戸部 由美子 吉尾 美智子 今野 絹恵 永田 栄子 高橋 裕美子 船越 結実子 玉城 勢津子 仁科 千紘 佐久間 浩子 佐々木 信子 中西 京子 L

栃木県 千葉県 千葉県 千葉県 埼玉県 東京都 沖縄県 千葉県 福島県 岩手県 東京都

M 竹村 ゆりあ 谷口 治子 野口 博子 米山 美恵子 佐藤 登美 平林 博子 中村 制子 葛西 敏子 野田 和子 眞尾 光子 西沢 美緒 M

神奈川県 埼玉県 東京都 愛知県 東京都 東京都 熊本県 神奈川県 神奈川県 埼玉県 岩手県

N 石川 妙子 瀬谷 幸子 湖口 佳子 久米 恵子 大杉 るみ 佐々木 美 八木 千鶴 新田 幸子 上村 礼子 黒田 由枝 芦澤 基子 N

鹿児島県 茨城県 茨城県 東京都 千葉県 千葉県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 北海道 東京都
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