
キルト番号：22 タイトル： 元気なキルト



22 タイトル： 元気なキルト 縫製担当： 小寺 五月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 川畑 雅代 中澤 美津子 栗田 裕子 佐藤 悦子 竹尾 京香 齋藤 美代子 渡辺 いづみ 伊藤 奈緒子 中村 真清 樋口 輝子 安在 恵美 A

千葉県 京都府 茨城県 山形県 東京都 埼玉県 山形県 山形県 山形県 山口県 栃木県

B 橋村 直美 崎原 歩美 竹尾 幸恵 市川 香里 髙頭 美沙 祖谷 さとみ 角 頼子 野原 美智子 延元 久美子 小野崎 恵美子 堀越 優花 B

京都府 神奈川県 東京都 千葉県 新潟県 千葉県 青森県 茨城県 大分県 茨城県 東京都

C 半沢 洋子 中村 雅子 日詰 佳代子 日詰 洋子 阿部 義孝 田中 祐子 田中 杏那 阿部 カヨ子 横井 静男 中村 町子 吉田 淳子 C

東京都 東京都 埼玉県 千葉県 東京都 埼玉県 埼玉県 東京都 神奈川県 神奈川県 宮城県

D 小窪 正子 猪狩 久美子 竹内 朋子 工藤 ケイ 柿岡 輝枝 安富 佐規子 武藤 満枝 戸部 ふじ江 関 幹子 木村 なつみ 北崎 清美 D

鹿児島県 神奈川県 千葉県 岩手県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 千葉県 千葉県 埼玉県

E 松岡 由美子 井花 千代子 森永 麻衣 荻野 ようこ 山内 美奈子 西岡 幸子 飯村 由美子 野村 薫 古藤 三枝子 井口 清子 上田 智加子 E

福島県 埼玉県 鹿児島県 茨城県 広島県 神奈川県 千葉県 新潟県 東京都 千葉県 石川県

F 仲本 悦子 伊東 文恵 齋藤 一子 石川 妙子 高橋 光子 天野 友子 中村 千夏 三井 亜季 鎌田 由美子 相生 まどか 荻野 一世 F

沖縄県 埼玉県 宮城県 東京都 茨城県 東京都 神奈川県 山梨県 埼玉県 千葉県 埼玉県

G 久保 直美 木村 里美 関口 佐恵子 井芹 雪枝 阪野 登喜子 石垣 新子 田中 陽乃 今西 政恵 坂根 寛子 木村 ひとみ 大田 悦三 G

福岡県 千葉県 東京都 山形県 東京都 兵庫県 埼玉県 千葉県 島根県 千葉県 山形県

H 河合 美保子 塚本 易子 有馬 裕子 松村 美保子 相馬 由依 ⾧坂 由美子 田部 喜代江 疋田 英美 猪塚 敏恵 猪狩 正 山下 絹代 H

大阪府 千葉県 神奈川県 東京都 埼玉県 東京都 千葉県 京都府 香川県 神奈川県 石川県

I 大城 吉子 神谷 厚子 財津 康子 伊能 嘉代子 重野 清美 宮沢 あつみ 山中 一二美 近藤 みゆき 田舛 緑 佐藤 由美 丹沢 桂 I

沖縄県 神奈川県 福岡県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 香川県 東京都 東京都 埼玉県 神奈川県

J 堀口 緑 羽木 貴志 庄司 みゆき 岩松 千枝子 宮崎 千鶴子 山本 東 早川 保子 河合 淑恵 黒澤 郁子 日詰 満千留 茶木 由貴子 J

千葉県 三重県 宮城県 東京都 東京都 東京都 静岡県 大阪府 広島県 千葉県 広島県

K 野崎 直子 横井 マサ子 松平 智子 ⾧谷部 令子 竹之内 秋子 藤田 美津子 中島 万千子 小澤 厚子 樋口 勝子 日詰 亜門 竹谷 靖子 K

埼玉県 神奈川県 兵庫県 愛知県 宮城県 岡山県 埼玉県 静岡県 山形県 埼玉県 京都府

L 赤木 裕美 加藤 人見 羽木 久美子 阿部 さゆり 阿部 友里 川村 幸江 川村 碧 川村 愛実 神谷 望未 小松 三枝子 ⾧田 和賀子 L

茨城県 茨城県 三重県 神奈川県 神奈川県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 神奈川県 東京都 東京都

M 今泉 イエ子 石田 喜代美 斉藤 恵果可 飯田 雅子 丸澤 君枝 鈴木 かおる 須田 鈴代 金子 明子 小城 真弓 木内 洋子 中村 けい子 M

福島県 京都府 北海道 東京都 群馬県 宮城県 香川県 東京都 福岡県 静岡県 東京都

N 秋澤 千陽 吉岡 正 小林 茉由 下八川 カズ 飯田 雪子 山本 光子 安藤 恭子 池田 絵理 加藤 純子 竹田 礼子 庄司 静子 N

茨城県 東京都 山形県 千葉県 千葉県 山梨県 千葉県 東京都 愛知県 富山県 茨城県
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