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18 タイトル： ローズオブドリーム 縫製担当： 住谷 恵子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 坂場 孝子 稲冨 由子 山内 栄子 横山 きく子 大西 一恵 若菜 栄子 荒井 敏子 土井 睦 大倉 多恵 椿 ゆみ子 遠藤 朝子 A

東京都 栃木県 千葉県 山形県 岩手県 福島県 福島県 東京都 千葉県 静岡県 福島県

B 細野 美恵子 山根 峰代 飯沼 祐子 河村 徳子 今井 悦子 北原 千秋 眞子 美登里 関口 三津子 堀越 美穂子 小松 慶子 堀 あつ子 B

埼玉県 東京都 栃木県 千葉県 山梨県 愛知県 宮崎県 新潟県 島根県 宮城県 福島県

C 大石 景子 高橋 弘子 竹澤 直子 伊藤 喜久代 荻野 麻美 菰田 好子 藤原 節子 鶴本 洋子 蓮沼 美代子 小川 美也子 三宅 郁子 C

奈良県 福島県 東京都 埼玉県 埼玉県 香川県 東京都 埼玉県 福島県 島根県 千葉県

D 仁賀田 恵子 渡邉 来夏 西本 恭子 柴田 真由美 錦戸 の里子 髙木 美江 八幡 美幸 杉本 あかね 佐藤 孝子 萩原 寿美子 田谷 喜美子 D

埼玉県 千葉県 東京都 愛知県 愛知県 埼玉県 栃木県 東京都 愛知県 埼玉県 千葉県

E 山本 典子 古瀬 裕子 金田 ミツ 田中 のり子 金田 輝子 竹中 里美 鱶口 妙子 河野邊 和子 谷川 麻理子 平山 順子 山下 紀美子 E

東京都 広島県 栃木県 愛知県 千葉県 愛知県 熊本県 東京都 ⾧崎県 ⾧崎県 ⾧崎県

F 松田 寿美 安海 泉 加藤 芳子 柴田 百合子 三枝 智栄子 岡田 純子 小宮 有紀 三宅 弘子 佐伯 須美子 木村 順子 清藤 京子 F

北海道 神奈川県 愛知県 愛知県 愛知県 東京都 東京都 福岡県 埼玉県 奈良県 東京都

G 本多 三岐子 佐久間 留美子 渡邊 保子 影山 眞由美 明田 容子 椎原 千恵子 永井 美保子 中谷 カツ子 上野 綾子 松本 和子 空 ゆう子 G

東京都 茨城県 東京都 群馬県 東京都 神奈川県 兵庫県 広島県 栃木県 埼玉県 北海道

H 杉浦 良子 青木 惠子 五十嵐 節子 植森 妙子 金谷 祥子 石井 文子 小野寺 ゆみ 赤﨑 智子 細川 めぐ美 熊谷 由佳子 伊東 悦子 H

愛知県 東京都 千葉県 東京都 東京都 東京都 東京都 鹿児島県 神奈川県 福島県 福島県

I 平野 功子 柳 愛子 小笠原 幸枝 藤井 恵美 菊地 和枝 松本 陽子 波多野 善子 松本 佳代 植松 万佐子 氏家 真純 浜尾 クニ子 I

宮城県 埼玉県 島根県 岡山県 宮城県 東京都 静岡県 千葉県 神奈川県 千葉県 東京都

J 斉藤 町江 小林 富子 吉原 寛子 関口 恵子 大部 とも子 伊藤 幸子 大井 理恵 本田 千代子 鎌形 悦子 山田 育子 岡部 園子 J

東京都 新潟県 大阪府 埼玉県 神奈川県 東京都 千葉県 千葉県 千葉県 埼玉県 千葉県

K 塚越 久恵 村田 洋子 小島 淳子 勝沼 さおり 落合 光恵 岡見 和代 石井 和子 宮坂 清子 辻 八重子 星野 由美子 内野 ツナ子 K

埼玉県 愛知県 福井県 宮城県 東京都 埼玉県 神奈川県 ⾧野県 埼玉県 神奈川県 埼玉県

L 堀田 さち 浜本 莉菜 小林 ちえの 田口 幸江 池田 朝子 味岡 正子 東 あき子 田久保 輝子 村松 信子 大久保 幸枝 鈴木 史子 L

埼玉県 京都府 山梨県 埼玉県 北海道 愛知県 茨城県 千葉県 東京都 埼玉県 宮城県

M 三井 芳江 加瀬 智英 外山 隆子 川合 美知子 渡辺 弥生 登山 祐子 須藤 順子 乃一 由維子 寺山 幸子 中嶋 富美枝 安田 由香里 M

石川県 千葉県 千葉県 岐阜県 山梨県 茨城県 ⾧野県 千葉県 福島県 埼玉県 東京都

N 中澤 美枝 渡辺 富美子 中村 桃代 鷲山 ひとみ 鎌倉 美智子 井上 恵子 鈴木 美恵子 川口 てつ代 廣田 秀美 佐藤 恭子 篠原 久美子 N

埼玉県 山梨県 ⾧野県 千葉県 埼玉県 神奈川県 神奈川県 千葉県 福島県 群馬県 埼玉県
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