
キルト番号：17 タイトル： ポップアップキルト



17 タイトル： ポップアップキルト 縫製担当： 大石 裕子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 岡本 知佐子 吉田 淑恵 千葉 節子 浦 理恵子 福井 みどり 田中 糸子 豊島 美知代 藤前 節子 佐久間 典子 鵜飼 清子 鈴木 和江 A

埼玉県 東京都 神奈川県 東京都 大阪府 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県 愛知県 千葉県

B 紙谷 洋子 松澤 悦子 枝窪 秀子 赤堀 友子 野澤 ひろみ 金納 満子 横内 千草 西口 和美 佐藤 弘美 越智 香苗 山田 恵子 B

石川県 東京都 千葉県 山梨県 埼玉県 埼玉県 北海道 大阪府 東京都 北海道 東京都

C 兵頭 千恵子 田實 あすか 梶原 かづ子 眞邉 奈津 水埜 佳代 岸 公美 佐藤 実香 太田 雅代 岡田 千恵子 髙尾 奈見子 金谷 圭子 C

香川県 広島県 山梨県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 埼玉県 東京都 神奈川県 佐賀県 富山県

D 酒井 精子 西坂 美穂子 生田 翔子 鈴木 満 小崎 ちか子 小泉 杏 川合 孝子 増澤 和子 安井 葉子 篠原 幸子 藤本 紫乃 D

神奈川県 福島県 岡山県 東京都 滋賀県 東京都 愛知県 東京都 東京都 愛知県 茨城県

E 脇屋 美子 堀 直子 嶋田 丈子 中山 まち子 永江 京子 鈴木 喜代美 松下 洋子 片倉 和枝 矢島 正美 本荘 史枝 岡田 久恵 E

青森県 千葉県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 埼玉県 埼玉県 東京都

F 齋藤 英子　 横山 享子 榎本 恵 竹内 満 松井 一美 榊 崇子 八谷 由香 大地 ゆかり 繁田 和子 藤澤 桂子 中村 恭子 F

千葉県 東京都 千葉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 茨城県 兵庫県 埼玉県 北海道

G 鈴木 公子 笠井 絵理子 渡邉 瑠夏 溝田 亮子 佐藤 文代 磯野 君江 萩原 琴美 小林 紀子 中川 こず江 石井 清子 山本 明美 G

茨城県 埼玉県 千葉県 福岡県 大分県 群馬県 東京都 新潟県 千葉県 東京都 北海道

H 大野 美知代 鈴木 千恵子 江村 典子 宮崎 智子 三橋 真知子 松本 智美 植野 恵理 岡本 美香 大谷 直美 竹内 みき 田口 美樹 H

愛知県 神奈川県 神奈川県 東京都 東京都 埼玉県 東京都 神奈川県 神奈川県 愛知県 大阪府

I 増地 泰子 谷田 敬子 林 道代 奥根 圭子 日高 敬子 加藤 いづみ 塩澤 涼子 五十嵐 美香 出合 聡美 渡辺 タニヤ 鈴木 雅代 I

兵庫県 徳島県 愛知県 神奈川県 埼玉県 埼玉県 千葉県 千葉県 東京都 栃木県 埼玉県

J 佐藤 友子 高田 美津子 庭野 真理子 美濃田 みえ子 福原 康惠 吉田 恵美 掛村 みゆき 高橋 朱美 山崎 全子 藤江 桃子 三浦 周子 J

大分県 滋賀県 東京都 東京都 埼玉県 大阪府 東京都 宮城県 東京都 千葉県 宮城県

K 小谷 律子 井上 ちづる 山田 じゅりな 田端 真理子 早坂 雅子 浜本 利恵子 焼田 美紀 伊藤 文子 伊藤 祥子 上地 千恵子 川嶋 真澄 K

京都府 岡山県 北海道 北海道 宮城県 北海道 北海道 茨城県 北海道 埼玉県 北海道

L 別井 俊江 稲川 ひろみ 茨木 智子 寳木原 葉子 井田 千尋 今井 節子 古谷 詠子 小松 真美 大橋 里美 鈴木 彩子 中尾 聡美 L

神奈川県 茨城県 新潟県 東京都 大阪府 千葉県 山梨県 静岡県 埼玉県 東京都 東京都

M 井上 明美 鈴木 伸子 尾藤 千登勢 川畑 喜久子 池田 幸 脇本 待子 望月 ルミ 矢野 千香子 宮原 秀子 黒牧 裕子 山下 智子 M

香川県 秋田県 埼玉県 鹿児島県 宮崎県 千葉県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 富山県 大分県

N 新田 文惠 石見 早百合 北川 美晴 桑原 清子 田中 由貴子 田中 みよ子 日蔭 啓子 坂本 町子 三谷 貴美子 今西 淑子 小島 純子 N

東京都 埼玉県 京都府 東京都 東京都 東京都 北海道 大阪府 徳島県 埼玉県 香川県
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