
キルト番号：25 タイトル： ワン・ツー・ジャンプ！



25 タイトル： ワン・ツー・ジャンプ！ 縫製担当： 五戸 修美

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 東海林 栄子 宮本 喜世子 ⾧野 清子 蛇草 芳子 鶴林 順子 島田 佐代子 加地 利恵子 中島 知子 村田 由利 町田 八重子 小暮 加津美 A

新潟県 茨城県 東京都 香川県 熊本県 埼玉県 愛媛県 埼玉県 東京都 千葉県 群馬県

B 奥平 幸子 三橋 昌江 稲葉 みや子 千葉 明美 山戸 絵美理 寺内 明子 鈴木 のり子 竹中 美樹 古庄 悦子 香月 恵子　 佐藤 久恵 B

東京都 千葉県 新潟県 宮城県 神奈川県 神奈川県 北海道 東京都 千葉県 滋賀県 神奈川県

C 新宅 智恵美 望月 京子 根津 恒子 菅 みどり 吉村 紀代子 穂谷野 敦子 渡辺 紀子 佐藤 文江 小田切 照子 西原 洋子 中田 幸子 C

千葉県 東京都 東京都 神奈川県 鹿児島県 神奈川県 岐阜県 神奈川県 東京都 岡山県 宮城県

D 森根 ハツ 桜庭 久美子 ハンフリーズ 深雪 大曽根 陽子 上條 弥生 増渕 三枝 山岡 優子 椎野 美代子 本間 朋子 安藤 智子 溝口 郁江 D

沖縄県 埼玉県 東京都 神奈川県 茨城県 千葉県 ⾧野県 神奈川県 埼玉県 神奈川県 静岡県

E 石井 芳江 伊藤 正代 小松 貞子 池田 宏子 菊池 道子 堀内 桂子 岩上 明子 千嵐 裕子 清水 久美子 宮城 貴子 石原 民子 E

岡山県 埼玉県 東京都 埼玉県 東京都 東京都 茨城県 東京都 東京都 沖縄県 愛知県

F 池原 ハル ⾧﨑 真由美 由利 幸子 宮﨑 千恵 EVA MATYASOVA IVANA PETROVOVA ZUZANA RADACIOVA 田中 知惠子 岩村 宏美 市川 由美 磯崎 眞由美 F

沖縄県 千葉県 東京都 神奈川県 スロバキア スロバキア スロバキア 熊本県 東京都 神奈川県 岩手県

G 竹村 美智子 半田 輝美 榎本 来美 大塚 たつ子 NATASA RATVAJOVA
ANNA

ALEXANDRECIKOVA
ZDENKA

KONTERMANOVA
比企 利子 藤枝 早苗 塚本 京子 内村 ちよ江 G

神奈川県 東京都 東京都 大阪府 スロバキア スロバキア スロバキア 茨城県 東京都 埼玉県 静岡県

H 中村 美幸 杉浦 正子 根津 庸子 松村 喜和子 ANNA STARONOVA LUDMILA ONDEROVA
MARTINA

HAJNIKOVA
森脇 奈緒美 椎橋 明子 安部 史子 青山 好子 H

静岡県 千葉県 東京都 埼玉県 スロバキア スロバキア スロバキア 兵庫県 東京都 福岡県 東京都

I 木村 忍 天立 麻由美 黒川 真由美 野中 公恵 金子 良英 平田 久美子 新井 章子 髙尾 数子 田口 富子 森田 恵里子 江幡 明子 I

東京都 神奈川県 東京都 千葉県 静岡県 熊本県 栃木県 佐賀県 東京都 富山県 茨城県

J 荒木 征子 中島 幸子 向 和子 本田 都美枝 沓名 由美子 藤本 三智与 丹野 由紀子 青柿 節子 鈴木 奈緒子 塚越 るみ子 新野 みよ子 J

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

K 中山 裕子 武内 紀子 和井田 豊子 上野 律子 大浦 浅香 浅野 すみれ 今井 智子 松山 千恵 南城 順子 松永 陽子 南條 すみ江 K

東京都 福島県 埼玉県 宮崎県 東京都 埼玉県 富山県 宮崎県 東京都 愛知県 東京都

L 湯本 秀子 城 眞由美 下島 良美 松葉 伸枝 鹿嶋 眞理子 坪井 えみ子 城 律子 島田 由紀子 髙橋 万里子 古謝 文子 岡田 レイ子 L

愛知県 奈良県 東京都 埼玉県 福岡県 東京都 大分県 埼玉県 千葉県 沖縄県 愛知県

M 座間 さとみ 遠藤 勝代 宮川 幹子 白石 ますみ 大竹 早苗 百々瀬 幸恵 金谷 昌子 齋藤  千津子 富田 弘子 中井 十糸子 田口 知加子 M

神奈川県 埼玉県 大分県 山口県 千葉県 埼玉県 富山県 東京都 埼玉県 京都府 ⾧崎県

N 西村 恵子 森 久美子 三枝 晴子 大関 昌子 山城 美代子 岩間 智津子 後藤 洋子 木村 史江 根本 紘子 大橋 三津枝 日原 敦子 N

埼玉県 埼玉県 埼玉県 東京都 沖縄県 東京都 秋田県 埼玉県 神奈川県 栃木県 大阪府
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