
キルト番号：10 タイトル： ワンダフルワールド



10 タイトル： ワンダフルワールド 縫製担当： 遠藤 ゆかり

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 岩本 さえ子 渡邉 惠子 海津 裕子 柴田 道子 岩久保 早苗 中本 真弓 加藤 洋子 東海 洋子 土谷 みつ子 髙柳 よし江 大谷 恭子 A

島根県 京都府 新潟県 東京都 東京都 島根県 埼玉県 東京都 群馬県 群馬県 島根県

B 齊藤 由美 髙橋 千惠子 土川 伸子 松村 きみ子 佐藤 博子 川嶋 隆子 鈴木 恭子 山本 慶子 深井 恵 黒田 純子 市川 早千江 B

千葉県 埼玉県 神奈川県 埼玉県 岩手県 群馬県 千葉県 ⾧崎県 東京都 千葉県 千葉県

C 駒田 真美 清水 涼子 田川 フミ子 外岡 ルリ子 塗 ひろ子 森 多恵子 関根 美知子 古川 真由子 熊谷 光子 光桑野 享子 井田 幸子 C

東京都 福島県 神奈川県 埼玉県 宮城県 神奈川県 東京都 千葉県 北海道 鹿児島県 東京都

D 三宅 里佳 富田 千枝子 山﨑 伸子 大塚 正子 室 くみ子 吉田 純代 浅田 シナ子 清水 三枝子 高橋 智恵美 梅田 グレチェン 唐牛 由美 D

福岡県 京都府 兵庫県 千葉県 神奈川県 岐阜県 千葉県 神奈川県 群馬県 埼玉県 東京都

E 田村 かおる 稲積 陽子 吉澤 ゆかり 手塚 はるみ 林 マスミ 田丸 久江 矢野 真智子 横川 則子 小林 久子 山田 沙弥 石田 波江 E

島根県 千葉県 東京都 栃木県 福岡県 神奈川県 愛媛県 富山県 東京都 石川県 島根県

F 加藤 知子 山﨑 知江子 友永 真弓 清水 真由美 坂田 泉 深町 理有子 村上 美穂 内田 渚彩 中島 弘子 大渕 一枝 東 幸子 F

宮城県 富山県 徳島県 茨城県 埼玉県 埼玉県 和歌山県 鹿児島県 石川県 北海道 東京都

G 井上 恵子 岡本 悠起子 松村 瑞恵 尾﨑 郁江 松本 美智子 熊谷 昌子 鈴木 ゆう子 田中 典子 島﨑 洋子 橋元 澄子 土生 弘子 G

兵庫県 大阪府 鳥取県 山口県 福島県 東京都 東京都 千葉県 茨城県 鹿児島県 宮城県

H 清水 美和子 谷上 和子 西川 操 一守 瑠美子 髙阪 文江 福地 靖子 江越 弘子 石川 房子 池田 美由喜 鈴木 よし子 村井 明美 H

佐賀県 大阪府 愛知県 埼玉県 神奈川県 福岡県 福岡県 東京都 埼玉県 静岡県 三重県

I 石田 和美 原田 律子 坪内 順子 中嶋 トリ 佐藤 ハルノ 安部 克子 楠原 久美子 尾形 昌子 後藤 吉枝 今井 誠子 古岡 夏海 I

島根県 東京都 福井県 東京都 北海道 千葉県 千葉県 福島県 東京都 東京都 島根県

J 森原 桃代 齊藤 早苗 山崎 礼子 岩井 麻矢 小島 キン 志賀 まゆみ 加藤 美鈴 田村 克子 森口 治枝 佐々木 倫子 三部 千穂 J

埼玉県 埼玉県 神奈川県 埼玉県 栃木県 千葉県 鳥取県 千葉県 神奈川県 愛知県 東京都

K 吉野 真桜 佐藤 良子 横尾 正子 小林 静枝 島田 桂子 小林 深雪 森本 真奈美 吉田 菊子 田村 久美子 三好 三代子 牧野 恵理 K

石川県 愛知県 新潟県 神奈川県 埼玉県 神奈川県 大阪府 埼玉県 東京都 神奈川県 東京都

L 﨏田 信子 原口 明美 彦根 なおみ 田﨑 喜代子 新川 睦巳 上田 紀子 仲本 宣子 柳沢 久美 古畑 茂子 保田 秀子 北原 雅代 L

広島県 ⾧崎県 東京都 静岡県 埼玉県 埼玉県 大阪府 東京都 ⾧野県 千葉県 東京都

M 出雲 静恵 植田 美紗 古藤 やすら 柳田 真理子 平野 紀子 山根 令子 東 恵理子 中村 二三江 小西 正江 近藤 君代 品川 正美 M

島根県 福岡県 東京都 熊本県 東京都 島根県 東京都 埼玉県 北海道 山梨県 島根県
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