
キルト番号：12 タイトル： ラブリーハート



12 タイトル： ラブリーハート 縫製担当： 白石 千恵子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 山本 明日香 高橋 恵子 藤間 由季子 織立 あゆみ 樋口 南美子 伊東 裕子 石黒 常子 今城 眞子 山瀬 姫子 宮崎 智子 石田 貴美江 A

大阪府 新潟県 神奈川県 東京都 千葉県 大分県 福井県 岡山県 北海道 東京都 埼玉県

B 田中 美恵 一関 一美 木村 敦子 小川 晴子 相京 とく 山田 豊子 鈴木 綾乃 織部 光子 栗原 芳枝 千葉 幸子 松尾 鈴子 B

奈良県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 東京都 埼玉県 埼玉県 千葉県 岩手県 福岡県

C ⾧尾 美惠子 五月女 ゆかり 福島 里美 狩野 英美子 楢山 千恵子 吉岡 智子 川上 夏子 石吾 町子 島田 久美子 小林 芳美 渡邉 和子 C

京都府 千葉県 埼玉県 群馬県 鳥取県 岡山県 栃木県 ⾧野県 鹿児島県 山梨県 福島県

D 土方 信子 奥村 渥子 松浦 典子 黒澤 和美 上堀内 美智子 原野 晴美 高橋 千帆 黒須 綾子 相田 志津江 井草 美香 山崎 アヤ子 D

東京都 埼玉県 茨城県 兵庫県 埼玉県 岡山県 福島県 栃木県 東京都 群馬県 埼玉県

E 小出 久子 河原 浩子 草野 あけみ 大橋 佐百合 田島 美茶 山中 美穂 ⾧嶋 ゆう子 布目 末子 黒﨑 博子 殿岡 尚美 髙嶋 久美子 E

東京都 東京都 福岡県 香川県 東京都 愛知県 千葉県 石川県 栃木県 静岡県 東京都

F 小島 アイ子 ⾧岡 ともゑ 佐藤 久美子 永通 恵子 吉川 有輝子 渡辺 順子 宮永 瑞子 重松 加代子 薄井 美代子 西村 美和子 山﨑 恒子 F

東京都 山形県 山形県 大阪府 京都府 埼玉県 富山県 熊本県 東京都 三重県 栃木県

G 村上 千鶴子 小北 キヌエ 小川 祥子 ⿁頭 百余 笠井 弘子 横地 弘実 武田 恵子 千葉 ふくよ 飯塚 啓子 河野 知美 富田 常子 G

千葉県 千葉県 千葉県 愛知県 東京都 東京都 東京都 岩手県 栃木県 山梨県 山梨県

H 福澤 昌子 上原 五月子 大越 暎子 五味 留美子 伊藤 佑子 大岩 知子 栗原 かず子 ⾧峯 とよ子 上村 信子 小山 和子 橋本 尚子 H

福井県 埼玉県 福井県 ⾧野県 山形県 神奈川県 東京都 東京都 東京都 福島県 滋賀県

I 栗原 裕美 草間 みはる 丸山 万里代 田村 ひろ子 竹澤 孝子 秋山 佐登美 蓮野 香央里 藤井 美香 眞柄 道光 髙田 泰江 柳場 志津子 I

栃木県 千葉県 東京都 東京都 静岡県 埼玉県 埼玉県 高知県 滋賀県 栃木県 東京都

J 松下 秀子 藤井 智子 池田 奈保美 下総 桂子 吉澤 則子 奈良 清美 小澤 芳美 米内 タケ 川西 尚子 佐藤 直子 岡本 静子 J

千葉県 千葉県 奈良県 岩手県 千葉県 北海道 千葉県 神奈川県 鳥取県 愛知県 島根県

K 渡辺 潤子 坂口 啓子 佐野 千恵 小塚 はる子 深谷 キミ 佐々木 律子 下見 智子 本谷 とよ子 鳥海 邦子 太田 幸江 関根 めぐみ K

埼玉県 埼玉県 愛媛県 愛知県 福島県 東京都 広島県 千葉県 神奈川県 愛知県 東京都

L 吉野 良子 藤間 典子 古澤 秀子 木村 照子 飯村 とき子 花崎 律子 矢部 真裕美 成田 冨美子 古川 涌子 金子 ひろみ 眞城 静香 L

埼玉県 神奈川県 山形県 神奈川県 茨城県 埼玉県 埼玉県 東京都 青森県 千葉県 千葉県

M 山下 ゆかり 田口 節子 岩切 直美 原谷 公子 岸田 二三子 伊藤 恵知子 伊藤 篤子 成瀬 柚希 西坂 貞子 寺倉 なみ子 澁川 明美 M

愛知県 千葉県 埼玉県 愛媛県 東京都 埼玉県 ⾧野県 埼玉県 東京都 三重県 東京都
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