
キルト番号：26 タイトル： 迷い道



26 タイトル： 迷い道 縫製担当： 奈良 貴美子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 牧野 君江 栗田 和美 高井 恵都子 田中 美恵子 渡部 睦子 田中 惠子 和田 祥子 黄金 和代 黒田 紀子 梅本 ミハル 佐伯 暢子 A

東京都 静岡県 岐阜県 石川県 宮城県 京都府 茨城県 北海道 千葉県 千葉県 東京都

B 磯崎 修子 吉野 恵美 荒木 美紀子 吉田 珠江 高久田 ひろ子 奥山 留美子 水竹 睦子 千葉 恵子 髙野 妙子 大津 和子 吉田 典代 B

埼玉県 徳島県 広島県 京都府 福島県 山形県 福島県 神奈川県 東京都 茨城県 京都府

C 刑部 詳子 立木 幸 竹田 冬子 飯野 早苗 竹内 いち子 澤 朋子 須藤 由美子 小林 昇子 小野 咲子 土井 正子 前畑 英子 C

東京都 滋賀県 北海道 静岡県 茨城県 滋賀県 静岡県 千葉県 神奈川県 千葉県 愛知県

D 綿引 安芸 千葉 玲子 髙橋 浩子 池永 文子 松岡 みゆき 西川 徳子 吉本 ムツ子 増田 茂子 小城 美雪 笠原 弥生 ⾧谷 好子 D

埼玉県 岩手県 福島県 ⾧崎県 石川県 東京都 京都府 東京都 埼玉県 埼玉県 東京都

E 竹元 聡明子 遠藤 千恵子 松﨑 ふみ江 永井 俊子 ⾧田 佳子 浅野 千鶴子 鈴木 佳子 谷 八重子 浦 志津代 佐藤 裕子 湯浅 文子 E

埼玉県 埼玉県 鹿児島県 山口県 福島県 茨城県 埼玉県 新潟県 奈良県 青森県 北海道

F 飯野 友子 東郷 ゆかり 後藤 知子 丸山 和子 沓沢 鈴子 中沢 偉子 蒲生 優子 伊藤 ミチ子 澤野 幸子 石田 英子 山本 浩子 F

神奈川県 埼玉県 埼玉県 岐阜県 秋田県 東京都 東京都 東京都 石川県 東京都 茨城県

G 中 有希子 森永 靖子 大久保 陽子 最所 みゆき 城台 ミネ子 畑 真由美 中島 ひろ子 織立  槙 田村 せつこ 鈴木 君子 斉藤 記子 G

富山県 福岡県 埼玉県 埼玉県 京都府 東京都 静岡県 東京都 千葉県 千葉県 茨城県

H 大谷 秀子 伊藤 敬子 石井 淳子 堀内 照代 古住 敬子 鎌田 八重子 井上 まゆみ 久保 京子 志和 房江 井手 裕子 鈴木 勇子 H

神奈川県 東京都 千葉県 愛媛県 熊本県 福島県 東京都 群馬県 岩手県 福岡県 東京都

I 志賀 幸子 大澤 マサ子 佐藤 裕子 小山田 丈美 髙見 理葉 磯永 美佐子 丹羽 真理 入 孝子 米谷 洋子 野口 洋子 日置 美代子 I

埼玉県 栃木県 埼玉県 山梨県 兵庫県 京都府 東京都 東京都 山形県 千葉県 千葉県

J 清水 清子 三国 鶴子 高田 い久子 大河内 璃音 渡辺 郷子 村山 啓子 圓山 美子 八田 智子 ⾧野 清美 芳賀 裕子 瀧澤 利子 J

東京都 徳島県 福島県 京都府 福岡県 宮城県 京都府 京都府 東京都 神奈川県 神奈川県

K 甲州 玲子 宮本 和美 森田 貞子 青木 奈緒美 南谷 節子 美馬 洋子 池田 淑子 樋口 悦子 小林 富美子 矢内 美津子 流郷 君枝 K

東京都 神奈川県 神奈川県 埼玉県 千葉県 京都府 京都府 神奈川県 福島県 神奈川県 兵庫県

L 堀内 髙野 髙澤 静代 井上 明子 佐喜 道子 福地 洋子 中道 くるみ 佐藤 やす子 佐藤 律子 山崎 子規 國嶋 由美子 上里 春子 L

東京都 埼玉県 福島県 沖縄県 栃木県 京都府 埼玉県 福島県 神奈川県 福島県 沖縄県

M 渡辺 洋子 斉藤 義江 西川 加寿枝 ⾧谷川 みどり 岩本 一美 木村 美保子 片山 幸子 坂口 さき子 遠藤 弘子 笈掛 和江 山戸 恵美子 M

宮城県 埼玉県 滋賀県 広島県 愛媛県 栃木県 東京都 滋賀県 宮城県 埼玉県 神奈川県

N 村田 瑠花 中村 佳子 村田 由貴子 髙田 尚子 大西 和子 棚田 加代子 阿部 靖子 本明 久美子 樋口 真裕子 渋谷 睦子 髙田 淑子 N

神奈川県 神奈川県 神奈川県 東京都 大阪府 富山県 東京都 埼玉県 埼玉県 神奈川県 滋賀県
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