
キルト番号：19 タイトル： 楽しい地球



19 タイトル： 楽しい地球 縫製担当： ⾧田 美津恵
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A 田村 いく子 関 千枝子 渡辺 みつ子 黒田 幸子 今谷 アツ子 松平 京子 柴村 千佳子 下花 璋江 髙野 晴美 平川 則子 都築 京子 A

宮城県 ⾧野県 山梨県 広島県 奈良県 広島県 埼玉県 大阪府 神奈川県 山口県 宮城県

B 加藤 弘子 堀内 こず江 阿部 静子 兼田 康子 日出山 真澄美 鈴木 弘美 田中 道子 田村 奈々子 栗原 富江 春木 祐子 北野 茂美 B

千葉県 埼玉県 山形県 岩手県 群馬県 北海道 埼玉県 神奈川県 埼玉県 新潟県 千葉県

C 吉川 邦子 田中 信子 宮下 典子 大倉 純子 平塚 優子 奥井 澪子 田中 利恵 井上 禮子 田中 めぐみ 橋本 知子 天野 具子 C

富山県 東京都 埼玉県 千葉県 埼玉県 神奈川県 大分県 北海道 三重県 東京都 静岡県

D 江越 真由美 前田 美千世 伊藤 秀子 竹下 由美子 小林 明美 由井 和子 石見 美生子 ⾧谷川 淳子 茂木 久美子 甲斐 幸子 岡﨑 優子 D

福岡県 ⾧崎県 宮城県 静岡県 栃木県 埼玉県 埼玉県 新潟県 埼玉県 宮崎県 愛知県

E 青木 直枝 坂本 信子 内田 ちづる 比良元 清美 濱口 理江 阿部 秀子 村上 まり子 須永 美代子 土屋 敦子 澄田 みつ代 馬場 律子 E

新潟県 埼玉県 鹿児島県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 栃木県 山口県 京都府

F 後藤 さよ子 杉谷 芳子 増本 一女 山本 明美 山中 今津子 田口 順子 小松 孝子 来栖 有里子 才ノ平 豊子 佐々木 克子 西口 美代子 F

福島県 静岡県 群馬県 神奈川県 和歌山県 新潟県 東京都 神奈川県 広島県 神奈川県 東京都

G 板橋 美津江 鈴木 貴子 奥山 綾子 安藤 良子 茨木 瑞葉 田口 佳奈子 田口 トミ子 本田 明美 橘 ましみ 国井 典子 熊谷 明子 G

千葉県 神奈川県 鳥取県 神奈川県 新潟県 新潟県 新潟県 神奈川県 東京都 岐阜県 東京都

H 北代 由美子 平下 由香里 田畑 英子 坂場 和香子 足立 恵子 中村 順子 向田 秀子 小野寺 明子 鈴木 恵子 井上 道子 田畑 陽子 H

和歌山県 千葉県 大阪府 神奈川県 大阪府 大阪府 大阪府 神奈川県 福岡県 埼玉県 群馬県

I 小野 富美 三巻 佳代子 藤澤 妙子 浦田 幾子 佐野 千春 山澤 久美子 岩田 五子 矢藤 好子 德永 千鳥 末永 文子 永原 ちえ子 I

福岡県 東京都 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 静岡県 鹿児島県 岩手県 島根県

J 後藤 みち代 宮川 洋子 花岡 知子 花田 順子 藤井 ひろみ 青野 みさ子 神山 光子 北村 久美子 岡﨑 由美子 吉田 英子 岡本 亜希子 J

愛知県 東京都 ⾧野県 北海道 山梨県 新潟県 埼玉県 大阪府 岡山県 富山県 島根県

K 鈴木 利子 かとう ともこ 國本 あずさ 稲垣 則子 平峰 加代子 小谷 麻里 矢野 真知子 切田 やよい いそべ ちさ 川井 百合子 梅田 美千枝 K

宮城県 東京都 大阪府 愛知県 埼玉県 滋賀県 埼玉県 奈良県 東京都 東京都 千葉県

L 榎田 尹久 大石 幸子 石澤 裕子 本川 華枝 中辻 雅鈴 宍戸 泉 遠藤 千代子 山本 智子 前田 聖子 竹谷 晴美 大野 多美子 L

神奈川県 千葉県 千葉県 東京都 大阪府 神奈川県 東京都 大阪府 神奈川県 東京都 北海道

M 畠山 二美代 大谷 淳子 青野 真由美 板垣 千尋 前田 孝子 大津 二三枝 谷本 奈津子 髙橋 百合子 村上 訓子 岡本 富容 茶木 嘉子 M

神奈川県 愛媛県 愛媛県 千葉県 山形県 神奈川県 三重県 千葉県 東京都 兵庫県 広島県

N 中春 由美子 中井 登 井上 千佳子 羽石 由美子 青木 敏江 鈴木 享子 須藤 由美子 渡邊 圭子 矢野 律子 寺井 ちなみ 米澤 美木子 N

大分県 静岡県 愛媛県 栃木県 茨城県 東京都 山形県 千葉県 神奈川県 千葉県 富山県
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