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15 タイトル： 虹を越えて 縫製担当： 菊地 祐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 齋藤 幸江 田代 陽子 石井 みずゑ 大川 亜矢子 浅菜 幸子 道祖土 康子 伊藤 映子 堀越 隆子 徳田 房子 村井 佳也子 大竹 好子 A

埼玉県 神奈川県 京都府 東京都 愛知県 埼玉県 埼玉県 東京都 東京都 埼玉県 埼玉県

B 大橋 理恵子 山本 美佐保 山條 喜代子 石塚 よし子 冨澤 歌代子 漆田 雅子 木村 亜紀子 小保方 順子 小堀 陽子 久田 敬子 大友 愛子 B

静岡県 東京都 神奈川県 山形県 東京都 東京都 岩手県 群馬県 静岡県 北海道 千葉県

C 武田 多賀子 鶴見 文子 永岡 みどり 杉田 公子 今本 淳子 梶原 知子 堤 喜予美 井澤 さき 門脇 孝子 高橋 多喜子 坪田 眞由美 C

愛媛県 千葉県 埼玉県 東京都 奈良県 東京都 佐賀県 東京都 山形県 埼玉県 東京都

D 田口 淑子 室 沙織 飯川 多喜子 桜沢 一枝 飛鳥 佐登子 関根 径子 堀 久美子 佐藤 純子 根本 文子 伊東 淑子 広瀬 広美 D

静岡県 千葉県 埼玉県 群馬県 東京都 埼玉県 東京都 新潟県 タイ 東京都 千葉県

E 三野 絵理 小原 弘子 中村 夏妃 金澤 章世 ⾧谷川 真弓 佐倉 トヨ 山内 博子 小口 静子 加茂 みゆき 会田 香織 新井 照子 E

新潟県 東京都 埼玉県 埼玉県 茨城県 神奈川県 東京都 栃木県 大分県 新潟県 群馬県

F 本山 智子 野口 英子 尾崎 千鶴子 堀口 芳美 福田 珠麗 森本 フミエ 佐賀 カーリン 平井 美佐子 石塚 智子 ⾧尾 美恵子 砂山 栄子 F

千葉県 東京都 東京都 東京都 東京都 京都府 東京都 茨城県 神奈川県 東京都 新潟県

G 石橋 美紀 植田 美奈子 白谷 洋子 藤田 晴美 日暮 雅子 鈴木 ゆかり 塩谷 美和子 小阪 雅美 小島 弓子 八重島 和子 岩田 裕美 G

千葉県 愛知県 兵庫県 茨城県 千葉県 広島県 大阪府 東京都 東京都 千葉県 東京都

H 中澤 治枝 北山 仁美 大井田 道子 橋本 よし子 尾引 悦子 河瀬 千恵子 冨井 厚子 比留間 智恵子 曽根 妙子 判治 邦子 芳賀 千代子 H

東京都 青森県 埼玉県 北海道 東京都 福井県 新潟県 埼玉県 群馬県 愛知県 福島県

I 友野 千代子 Cynthia Nanto 嶋田 啓子 原 節子 室谷 はるみ 古川 美雪 菅家 宮子 吉野 一美 善教 千香子 福田 康子 根本 信子 I

千葉県 東京都 埼玉県 東京都 埼玉県 北海道 福島県 石川県 千葉県 群馬県 福島県

J 戸次 久栄 福士 直美 宮崎 陽向 ジョンソン めぐみ 石川 千華 恒川 九射美 鈴木 和美 筬島 直子 斎藤 千鶴子 八重島 静子 大輪 ミイ子 J

愛知県 北海道 埼玉県 アメリカ 埼玉県 岐阜県 埼玉県 福岡県 東京都 千葉県 福島県

K 北本 まり恵 今村 貞子 高橋 幸子 伊藤 初子 家福 紀代子 清原 奈緒美 伊藤 美智子 中南 貴子 中澤 京 中尾 俊子 小泉 あゆみ K

兵庫県 神奈川県 埼玉県 山梨県 島根県 徳島県 東京都 奈良県 群馬県 北海道 東京都

L 谷口 香 国分 恵美子 小宮 美和 佐々木 京子 土屋 正子 安藤 文子 石田 祐子 加藤 きよ枝 那須 眞紀子 濱村 美由希 中源 玲子 L

宮崎県 福島県 東京都 島根県 千葉県 千葉県 東京都 東京都 茨城県 千葉県 石川県

M 石井 高代 後藤 美佐子 吉岡 雪枝 藤林 礼子 藁谷 真理子 美谷 ひとみ 髙谷 祐子 井上 みい子 金子 和美 中嶋 よう子 河瀬 早苗 M

神奈川県 埼玉県 埼玉県 大分県 福島県 大阪府 熊本県 東京都 埼玉県 大分県 福島県

N 野沢 昭子 中島 絹江 相澤 寿寿代 山内 郁 井上 君子 藤原 久美子 荘司 真理子 石黒 節子 中島 恵子 河野 明美 藤本 泰子 N

埼玉県 埼玉県 千葉県 京都府 埼玉県 千葉県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 広島県 神奈川県
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