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28 タイトル： アマビエに願いを込めて… 縫製担当： 亀田 佳恵
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A 土屋 真優 阿部 美月 宇佐美 俊子 髙橋 千賀子 髙橋 友子 大島 恵美子 関根 典子 池端 みどり 宮川 和世 菅 寿子 齋藤 日香 A

静岡県 静岡県 東京都 秋田県 東京都 東京都 埼玉県 埼玉県 東京都 神奈川県 静岡県

B 太田 莉子 山縣 美幸 坂下 浩子 鈴木 美喜子 原田 美紀子 大森 悦子 高橋 優実衣 山田 瑞季 高尾 直美 原 賀要子 板谷 奈南 B

静岡県 埼玉県 東京都 福島県 神奈川県 福島県 福島県 栃木県 石川県 神奈川県 静岡県

C 齋藤 久美子 大野 和歌子 戸嶋 京子 高麗 正代 関根 和美 益田 操 中島 好江 河井 仁美 叶野 みずえ 石川 せつ子 西尾 美織 C

茨城県 東京都 秋田県 群馬県 埼玉県 東京都 茨城県 山口県 大分県 東京都 兵庫県

D 渡邉 セツ子 山田 利枝 神岡 きみ江 野々垣 かおり 山本 知恵子 中井 真智子 小田桐 みのり 大槻 直子 小島 喜美江 柳瀬 淳子 今村 光子 D

東京都 栃木県 埼玉県 京都府 神奈川県 京都府 北海道 京都府 群馬県 石川県 埼玉県

E 木地 希望 栗谷 真由美 野口 裕子 望月 緑 澤上 洋子 物部 尚子 諸星 るみ子 秦 裕子 今西 信子 半田 ひて子 戸塚 和子 E

東京都 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県 神奈川県 神奈川県 東京都 三重県 東京都 東京都

F 牛島 光子 室田 ヤスコ 佐藤 千鶴子 板垣 成美 近藤 博江 根岸 薫 辻 みさ子 小川 玲子 畠中 玲子 橘 輝子 宇原 喜代子 F

石川県 東京都 京都府 東京都 千葉県 千葉県 千葉県 東京都 熊本県 高知県 埼玉県

G 後藤 緑 牧口 紀子 羽野 一美 佐々木 啓子 柴山 智代 岩井 里美 澤木 那美子 蓬来 真知子 菅原 祐子 中谷 節子 高橋 富美江 G

愛知県 福島県 滋賀県 東京都 千葉県 千葉県 千葉県 東京都 岩手県 東京都 群馬県

H 森山 真弓 松本 照子 清水 昌代 墨谷 泰子 竹内 久恵 福田 由理子 佐藤 芳江 内堀 紀香子 昌子 明美 渡邊 桂子 鈴木 芳子 H

広島県 東京都 埼玉県 東京都 千葉県 千葉県 千葉県 東京都 島根県 秋田県 東京都

I 原田 裕子 瀬川 美起子 吉野 文子 澤田 順子 佐藤 明子 相澤 美津子 菊池 恵子 北澤 由紀子 ⾧野 公子 後藤 道子 奈良岡 ゆり子 I

兵庫県 千葉県 千葉県 東京都 神奈川県 神奈川県 神奈川県 東京都 東京都 東京都 北海道

J 今井 八重子 松谷 里江 平瀬 景子 芦田 みや子 赤間 城子 坪倉 かおる 二戸 めぐみ 足立 明子 高室 裕子 熊野 久恵 菊池 峰子 J

埼玉県 大阪府 栃木県 京都府 東京都 京都府 神奈川県 京都府 東京都 神奈川県 千葉県

K 大西 比登美 猪野 奈穂子 三木 佐和 牧野 ハマ子 松本 初江 木堂 春代 大熊 真知子 伊藤 孝子 菰池 薫 澁谷 真理子 和佐間 恭子 K

石川県 埼玉県 大阪府 東京都 栃木県 神奈川県 東京都 東京都 兵庫県 埼玉県 千葉県

L 関口 裕子 阿部 ヨシ子 栗生 久美子 村田 眞紀子 名和田 雅美 山本 久美子 鈴木 マサ 甲賀 敏子 粟津 久美 杉山 瑤子 木村 智子 L

千葉県 新潟県 大阪府 埼玉県 神奈川県 静岡県 東京都 東京都 石川県 富山県 岩手県

M 松岡 唯花 富谷 薫 黛 和美 玉川 智子 藤波 博子 小島 美津子 戸澤 房子 斎藤 ふみ 伊藤 睦子 大川 真由美 佐々木 胡桃 M

静岡県 福岡県 埼玉県 東京都 神奈川県 北海道 東京都 静岡県 東京都 神奈川県 静岡県

N 大槻 ゆりや 中澤 諄音 鈴木 まゆみ 猪股 節子 戸島 優花 山﨑 佳子 山下 好美 宇津井 節子 広沢 美起子 佐治 茉奈果 鈴木 智子 N

静岡県 静岡県 東京都 新潟県 神奈川県 奈良県 静岡県 宮城県 福島県 静岡県 静岡県
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