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23 タイトル： ワになって遊ぼう 縫製担当： 雨谷 敏子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 高橋 敏枝 塚田 成子 志堅原 ヨシ子 関 啓子 丹治 光代 堀本 寿恵 藤原 幸子 仲村 ヤス 竹中 ヒトミ 三浦 妙子 髙野 留美子 A

埼玉県 東京都 沖縄県 埼玉県 滋賀県 滋賀県 徳島県 沖縄県 愛知県 千葉県 埼玉県

B 露木 由美子 石原 教子 髙原 利子 原田 清江 上杉 睦 林 美智子 堂野﨑 裕美子 小川 信子 清水 千惠子 前田 美代子 籠尾 ミサ子 B

埼玉県 沖縄県 東京都 茨城県 栃木県 愛知県 広島県 宮城県 東京都 京都府 東京都

C 望月 佳子 倉掛 あけみ 川田 もり 香取 友子 大塚 明美 三浦 和子 藤田 華子 横田 一枝 渡部 康子 奥井 和子 藤本 克子 C

静岡県 埼玉県 宮城県 千葉県 千葉県 群馬県 神奈川県 東京都 埼玉県 東京都 徳島県

D 藤本 あゆみ 徳森 惠子 藤本 昭子 鈴木 恵子 村山 聖名子 中川 純 島田 弘美 白石 千代美 古川 洋子 小野 尚子 中舘 祐子 D

滋賀県 沖縄県 滋賀県 千葉県 三重県 東京都 神奈川県 愛知県 富山県 神奈川県 奈良県

E 庄司 順子 吉里 初子 米田 雅子 竹本 節子 本田 弘子 ⾧南 保子 保科 洋子 川上 純子 髙木 つが 宮沢 八重子 髙橋 初子 E

東京都 沖縄県 奈良県 沖縄県 東京都 北海道 神奈川県 愛知県 東京都 ⾧野県 岐阜県

F 石川 康代 堀越 愛 佐藤 香里 中嶋 和美 内山 和子 村田 美智子 西岡 真由美 中島 由美子 加藤 晶子 登坂 和子 田中 身知子 F

京都府 東京都 東京都 石川県 東京都 神奈川県 東京都 福岡県 東京都 新潟県 東京都

G 面田 聖美 伊藤 なな 竹之内 理紗 森 やすこ 炭田 菊子 篠原 優子 篠原 冴佳 高野 京子 泉 真理子 猪岡 明美 鈴木 幹雄 G

徳島県 北海道 宮城県 大阪府 石川県 東京都 東京都 東京都 石川県 東京都 秋田県

H 森 直美 高橋 めぐみ 大熊 等枝 小高 とめ 水林 容子 篠原 永子 篠原 咲優 深澤 里絵 志村 かづ子 染谷 操 比嘉 美千代 H

埼玉県 東京都 岐阜県 千葉県 東京都 東京都 東京都 東京都 千葉県 千葉県 沖縄県

I 山口 千賀子 坂本 紀子 川原 幸子 舘 洋子 和田野 光枝 小川 紀美子 八木 比斗美 千葉 成美 尾形 頼子 内木場 陽子 村西 祐美子 I

千葉県 京都府 鹿児島県 三重県 京都府 神奈川県 群馬県 千葉県 山梨県 東京都 富山県

J 田久保 トシ子 吉田 千恵子 小俣 暢子 有川 玲子 西澤 美千代 稲葉 由希子 鎌倉 絹子 大前 貞子 中澤 幸子 滝川 文子 大場 礼子 J

千葉県 埼玉県 新潟県 千葉県 京都府 新潟県 埼玉県 千葉県 宮城県 京都府 東京都

K 福永 勢津子 中俣 由紀恵 中田 五十鈴 植田 美幸 今井 清美 山田 澄江 木村 博 石西 初代 五十嵐 純子 ⾧尾 美千子 鈴木 アヤ子 K

福岡県 東京都 石川県 埼玉県 岡山県 千葉県 栃木県 兵庫県 東京都 京都府 秋田県

L 赤嶺 光子 岡田 仁子 川口 めぐみ 羽立 泉 伊藤 美奈子 高橋 よし子 中村 光恵 ⾧谷部 信子 星 明美 本間 時子 足立 晶子 L

沖縄県 徳島県 静岡県 愛知県 千葉県 千葉県 愛知県 秋田県 愛知県 新潟県 富山県

M 菊池 昭子 佐山 洋子 松澤 豊子 原 朝子 岡本 正子 阿部 妙子 武中 由美子 岡林 伸子 森 明美 秋山 聡子 山本 由美子 M

埼玉県 福島県 茨城県 京都府 島根県 宮城県 神奈川県 岐阜県 佐賀県 千葉県 東京都

N 足立 みどり 森崎 トミ 岸上 清子 中村 雄代 吉田 久美子 竹山 恵美 田中 和子 又川 文子 千葉 裕美 松尾 妙子 中村 明美 N

神奈川県 神奈川県 北海道 鹿児島県 宮崎県 兵庫県 山形県 石川県 茨城県 岐阜県 三重県
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