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9 タイトル： 自由な地球 縫製担当： 住谷 恵子
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A 宗前 陽子 風間 明子 関口 恵子 乙黒 初恵 杉山 美香子 印南 弘子 小口 清美 成田 千恵子 平林 知子 佐藤 美根子 山本 芳恵 A

神奈川県 東京都 東京都 東京都 東京都 愛知県 静岡県 東京都 埼玉県 秋田県 茨城県

B 三島 美奈子 濱野 喜美子 堀内 とよ子 佐藤 良子 小出 枝美 佐藤 佳世子 関口 麻子 田中 芳子 辻 佳千子 阿部 真澄 渡部 玲子 B

三重県 埼玉県 東京都 埼玉県 広島県 兵庫県 神奈川県 大阪府 茨城県 埼玉県 愛媛県

C 岡 美津子 譜久村 洋子 岡本 美紀 杉山 要子 岡田 久子 紀谷 美静 粟野 かずこ 戸塚 絵理 高山 日出子 山本 典子 田中 俊子 C

神奈川県 茨城県 山口県 埼玉県 北海道 北海道 山形県 東京都 ⾧野県 愛媛県 沖縄県

D 狩野 純子 大河内 清香 八田 千鶴子 宮﨑 洋子 黒田 幸子 石垣 友衣奈 西澤 美鈴 田中 康子 藏上 ユリ子 大槻 敦子 森田 敬子 D

千葉県 京都府 京都府 千葉県 奈良県 静岡県 東京都 東京都 島根県 京都府 愛知県

E 樋口 しげ子 乗次 裕子 近藤 絹枝 森山 成子 地引 美保子 北山 和子 大滝 末子 石垣 奈緒美 栗田 千歳 笠原 典子 辻本 ひとみ E

山形県 大阪府 京都府 東京都 千葉県 神奈川県 新潟県 愛知県 鳥取県 岡山県 熊本県

F 早坂 安子 細谷 利津子 赤坂 るみ子 今井 礼子 髙橋 とみ子 藁科 了江 白石 靖子 高橋 湖都 日高 愛子 西山 よう子 佐藤 ひで子 F

東京都 岩手県 岩手県 愛媛県 北海道 静岡県 茨城県 埼玉県 宮崎県 東京都 宮城県

G 早坂 はるみ 上杉 順子 藤村 郁子 武沢 佳子 髙野 八重子 有吉 喜美子 中島 千賀子 岡田 奈保美 手塚 惠子 井尾 照美 内田 八重子 G

東京都 大分県 秋田県 山梨県 東京都 埼玉県 東京都 埼玉県 山形県 奈良県 東京都

H 中川 美子 野村 麻友 小菅 博子 梅本 礼子 田村 ルミ 鈴木 ふみ子 白石 美香 生田 洋子 浦久保 悦子 小久保 幸 三宅 幸子 H

茨城県 千葉県 神奈川県 宮城県 静岡県 栃木県 静岡県 鳥取県 奈良県 奈良県 広島県

I 武田 鶴子 鈴木 貴子 杉谷 雅子 笹川 智美 青木 由紀子 田渕 陽子 古藤 歳子 沼田 久江 上山 真弓 齊藤 真由美 飯田 ひろ子 I

山形県 千葉県 北海道 石川県 東京都 大阪府 広島県 埼玉県 大阪府 新潟県 栃木県

J 上野 直子 小川 八千代 柘植 富貴子 白浜 ノブ子 山本 真美 戸田 みどり 森上 莉奈 小林 裕子 山田 幸子 川上 聡子 五十嵐 浩美 J

静岡県 ⾧崎県 愛知県 ⾧崎県 神奈川県 大阪府 静岡県 東京都 群馬県 埼玉県 愛知県

K 及川 ふさ子 川原 理英子 大台 江里子 島崎 あい子 二瓶 さなえ 水嶋 利恵子 関 鈴子 内田 睦子 渡辺 桂子 梅津 良子 杉山 穂子 K

埼玉県 北海道 埼玉県 群馬県 千葉県 静岡県 東京都 島根県 埼玉県 鳥取県 茨城県

L 佐藤 昇子 武井 和子 浜田 佐代 萩原 洋子 青地 富江 伊東 由紀江 奥平 洋子 坂本 英子 岸山 凛 土屋 亜希子 初澤 悦子 L

宮城県 岡山県 高知県 千葉県 静岡県 千葉県 山梨県 静岡県 静岡県 埼玉県 茨城県

M 大島 昭子 石神 直子 西田 はるよ 川井 久美子 水谷 弘子 藤本 栄子 髙橋 悦子 内藤 聡子 金田 多恵 青木 雅枝 黒田 純子 M

福島県 北海道 奈良県 東京都 静岡県 東京都 東京都 東京都 神奈川県 神奈川県 千葉県
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