
キルト番号：27 タイトル： アニマルプラネット



27 タイトル： アニマルプラネット 縫製担当： 小沢 かな子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 木田 和美 大内 徳子 佐々木 裕子 髙安 夏江 渡辺 衣代 眞田 マサ子 伊澤 しづ枝 浅野 由香 平井 千里 竹田 正子 山崎 真美 A

大分県 大阪府 埼玉県 千葉県 東京都 大阪府 埼玉県 兵庫県 埼玉県 東京都 北海道

B 黒田 康子 渡邊 育子 川島 みえ子 和田 正子 島田 眞佐子 伊藤 広久 金子 麻里 山本 照代 秋吉 清子 藤川 さち子 浅田 若子 B

東京都 神奈川県 埼玉県 京都府 島根県 島根県 埼玉県 東京都 宮崎県 徳島県 福島県

C 藤澤 いずみ 小野 ちはる 河原 園子 川城 範子 田島 和子 稲田 麻美 小泉 弥生 高橋 昭子 前島 正美 高橋 久美子 時　晶 C

新潟県 徳島県 東京都 大阪府 鹿児島県 東京都 神奈川県 東京都 東京都 千葉県 東京都

D 北村 さち子 奥村 令子 富川 陽子 宮﨑 絵梨香 原 由香里 海老原 紀子 鈴木 三千代 石ヶ谷 利佳 ⾧澤 麻里 古川 晴美 三村 智加子 D

香川県 茨城県 神奈川県 愛知県 神奈川県 埼玉県 静岡県 岐阜県 神奈川県 東京都 愛知県

E 中野 直子 津久井 光子 卜部 深幸 谷本 遥菜 植田 紗良 永田 羽純 良知 遼河 岡村 菜央 石井 昭美 寺下 知代子 旗手 みちよ E

北海道 栃木県 広島県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 埼玉県 和歌山県 大阪府

F 宮田 保子 山形 智子 平島 成美 秋野 圭紀 小林 真子 新堀 桂子 中嶋 京子 釜ケ谷 陽菜 伊東 愛 吉田 和子 新澤 亜紀子 F

東京都 鹿児島県 ⾧野県 静岡県 静岡県 埼玉県 埼玉県 静岡県 神奈川県 京都府 東京都

G 三好 公恵 西森 裕美 酒井 江利子 伊藤 朱胡 八田 結花 越野 さとみ 小川 るみ 藤巻 来海 川上 なみ子 渡邊 真弓 大串 香名子 G

大阪府 三重県 神奈川県 静岡県 静岡県 埼玉県 東京都 静岡県 ⾧崎県 東京都 三重県

H 富安 信枝 熊代 裕香 國正 節子 小澤 朱里 横山 桃果 建穂 朱生梨 松本 葵 蜂屋 寧々 山岡 佐知子 橋本 善子 旗手 怜 H

福岡県 大阪府 大阪府 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 神奈川県 東京都 大阪府

I 深澤 幸子 園田 尚子 梅本 一子 渡邉 莉野 大西 奈波 有田 早希 久保山 瑛 内藤 由奈 新屋 喜代美 村田 優希 土井 節子 I

新潟県 兵庫県 京都府 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 石川県 東京都 山口県

J 玉置 真由美 折田 小夜子 樋口 千春 工藤 久美子 河原 美保 油野 祥子 正木 千恵子 遠藤 眞優美 日下部 恵子 小林 宏美 大保 清子 J

東京都 鹿児島県 北海道 東京都 群馬県 石川県 東京都 山梨県 鳥取県 東京都 千葉県

K 橋本 あけみ 清田 悦子 岡村 俊子 福井 安紀子 岡田 順江 徳田 昌子 北村 京子 星見 美江 水野 清巳 新津 洋子 花田 茂子 K

和歌山県 神奈川県 大阪府 大阪府 大阪府 鳥取県 大阪府 鳥取県 大阪府 千葉県 東京都

L 神田 裕子 児玉 由美 上條 小百合 宇城 則子 西村 シヅ江 一瀬 弘子 蓮沼 恵子
LUDMILA
CEPKOVA

鳥居 柚月 山中 田鶴子 池田 登代子 L

福島県 広島県 東京都 千葉県 東京都 京都府 北海道 スロバキア 大阪府 宮崎県 千葉県

M 藤岡 香 前岡 ユキミ 森 浩子 浅野 好子 荒木 和代 ⾧澤 幸乃 鈴木 雅子 村田 孝子 藤田 弘子 橋本 晴美 徳永 久子 M

大阪府 和歌山県 徳島県 埼玉県 神奈川県 滋賀県 東京都 新潟県 香川県 和歌山県 埼玉県

N 井下 則子 田口 高子 坂井 淳子 小山 けい子 田貝 美代子 南 徹 金子 恵美子 大久保 恵美子 下垣 寿子 望月 清江 松尾 玲子 N

島根県 千葉県 埼玉県 千葉県 岩手県 京都府 埼玉県 東京都 千葉県 東京都 岡山県
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