
キルト番号：21 タイトル： 愛しいナウパカ



21 タイトル： 愛しいナウパカ 縫製担当： 植松 和子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 入江 美代子 佐川 弥生 木内 喜子 斉藤 千春 國井 紘子 阿部 貴子 三宅 伸代 三橋 富江 入沢 信枝 幕田 信子 谷井 美智子 A

東京都 愛媛県 岐阜県 埼玉県 東京都 神奈川県 東京都 大阪府 東京都 福島県 富山県

B 石田 明子 清水 朋子 原口 久美 大山 典子 田口 典子 堀田 厚子 三谷 美奈子 藤井 佳代子 山田 昊江 髙山 里美 松本 勅江 B

埼玉県 茨城県 東京都 静岡県 埼玉県 東京都 千葉県 埼玉県 静岡県 神奈川県 静岡県

C 保泉 圭子 横田 千代 尾形 阿友美 大槻 秀子 渡里 悦子 寺島 一美 三嶋 徳子 網野 小夜子 高木 和子 下田 笑子 ⾧澤 友子 C

東京都 高知県 福島県 福島県 富山県 埼玉県 東京都 香川県 神奈川県 東京都 千葉県

D 浜田 由紀 延原 知子 類家 睦子 森崎 輝子 保科 久美子 髙橋 恵子 松尾 和子 清水 玲子 山口 キヌ子 吉田 洋子 佐伯 清子 D

東京都 岡山県 青森県 神奈川県 山形県 東京都 千葉県 東京都 栃木県 鹿児島県 東京都

E 村上 江美子 金沢 みや子 髙橋 明子 小林 京子 木戸 梨枝子 猪狩 美佐子 鈴木 麗子 早坂 行 釘本 清美 春日 智恵子 田中 久美子 E

埼玉県 福島県 東京都 岡山県 広島県 福島県 東京都 埼玉県 静岡県 神奈川県 埼玉県

F 原 多美子 森本 尚子 道上 智惠子 藤田 孝子 紺矢 明子 ⾧瀬 弘美 反町 育子 谷口 明美 海老原 千枝子 平田 多佳子 石坂 恵子 F

千葉県 熊本県 岡山県 栃木県 埼玉県 神奈川県 神奈川県 埼玉県 東京都 千葉県 東京都

G 粢田 かほる 橋本 節子 星野 久美子 中島 ミチ子 渡辺 光子 廣瀬 みゆき 今本 栄美子 片山 節枝 勝野 恵子 木本 チサ子 荻堂 ヨシ G

静岡県 千葉県 群馬県 神奈川県 福島県 岐阜県 奈良県 神奈川県 東京都 兵庫県 沖縄県

H 多勢 惠美子 佐藤 愛子 萩原 紀子 田村 妙子 岡本 洋子 小磯 由実 中島 めぐみ 峯村 優子 田中 初美 鈴木 則子 杉浦 陽子 H

神奈川県 山形県 東京都 東京都 山口県 神奈川県 愛知県 ⾧野県 兵庫県 東京都 埼玉県

I 岡村 晴子 添田 喜代 大瀧 富美恵 福間 美穂子 伊藤 都美子 遠藤 圭子 松吉 智恵子 山城 恵子 佐藤 秀代 野口 宏子 田場 ミツ I

神奈川県 東京都 東京都 広島県 山梨県 東京都 宮崎県 神奈川県 静岡県 栃木県 沖縄県

J 櫻井 郁子 森山 房子 村林 千秋 武井 栄子 山田 栄子 緑川 文子 村松 美津江 戸室 俊江 大塚 セキ子 中村 弘美 布施 浩子 J

大阪府 栃木県 神奈川県 埼玉県 新潟県 福島県 滋賀県 神奈川県 群馬県 滋賀県 東京都

K 古谷 政子 石田 栄 金子 芳枝 弓達 恵美 望月 実智子 佐藤 弘美 西野 和美 矢萩 信子 木村 直加寿 藤岡 佳子 鷲尾 佳世子 K

東京都 千葉県 千葉県 愛媛県 ⾧野県 新潟県 沖縄県 山形県 東京都 宮城県 滋賀県

L 望月 知恵 森澤 美智子 三木 明子 小野 美佐子 田辺 良子 茂木 晴美 藤井 恵子 渡辺 祐見子 羽多尾 ケイコ 廣瀬 久江 嶋 優子 L

滋賀県 千葉県 茨城県 石川県 東京都 福島県 千葉県 東京都 京都府 千葉県 埼玉県

M ⾧野 ひとみ 徳永 由紀 東田 弘美 田口 智子 横尾 明子 小峪 由美子 植村 伴子 小田木 澄枝 上田 ゑみ子 坂梨 正子 岡野 夏子 M

東京都 新潟県 静岡県 ⾧崎県 奈良県 島根県 宮城県 茨城県 滋賀県 埼玉県 栃木県

N 牛木 喜知 芳賀 佳子 木葉 良子 嶋田 清子 秋庭 香苗 田中 香生里 村瀬 悦子 飯 千恵子 藤岡 麻子 宮下 弘美 小杉 幸代 N

東京都 神奈川県 広島県 宮城県 東京都 神奈川県 愛知県 栃木県 東京都 滋賀県 静岡県
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