
キルト番号：29 タイトル： ウォーク・イン・ハワイ



29 タイトル： ウォーク・イン・ハワイ 縫製担当： 遠藤 ゆかり
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A 田淵 和代 原  信江 齋藤 妙子 渡邉 和美 福井 優子 天野 美恵子 寺林 典子 本田 和枝 野村 秀子 松田 良子 柳 保子 A

大阪府 埼玉県 宮城県 山梨県 富山県 神奈川県 富山県 千葉県 石川県 神奈川県 静岡県

B 高安 陽子 荻野 由美子 吉田 孝代 福田 泰子 粕谷 喜與子 ⾧谷川 美幸 丹野 京子 稗田 真里恵 宮本 由美 岩波 久子 栗林 まさ子 B

埼玉県 千葉県 千葉県 愛知県 愛知県 千葉県 千葉県 大分県 兵庫県 滋賀県 茨城県

C 泉川 ゆう子 ⾧坂 百合子 塩塚 美智子 大広 順子 犬飼 ひとみ 小野 富美子 細野 明美 杉﨑 京子 二宮 勝子 大野 栞 矢野 恵美子 C

千葉県 千葉県 愛知県 愛知県 愛知県 埼玉県 北海道 神奈川県 愛媛県 北海道 高知県

D 庄司 朱子 中谷 千帆 青木 美穂子 内堀 京子 菅原 敦子 八木沢 明子 岡村 夏帆 奥田 久美子 明石 美喜子 冨村 美子 三枝 治恵 D

千葉県 千葉県 栃木県 神奈川県 北海道 福島県 静岡県 千葉県 東京都 大阪府 神奈川県

E 福間 千佳 福間 美代子 並木 徳子 郡司 みき子 古怒田 香 吉田 美知子 金満 実千代 菊地 治子 坂井 千代子 田川 直子 上田 由紀子 E

千葉県 千葉県 栃木県 栃木県 東京都 千葉県 千葉県 東京都 埼玉県 千葉県 熊本県

F 吉野 まき子 熊谷 育子 和田 佐知子 檜山 淑子 小島 カツ子 常盤 壽美 白銀 恵子 原﨑 直美 林 淳子 廣田 恵子 米山 マリ子 F

埼玉県 岩手県 京都府 栃木県 栃木県 神奈川県 東京都 埼玉県 埼玉県 福島県 神奈川県

G 丸澤 亜友美 沼尻 陽 織平 都代子 吉見 亜矢 山下 貞子 赤井 明巳 川村 文子 佐藤 末子 吉賀 圭子 川本 京子 宮本 紀子 G

東京都 栃木県 神奈川県 北海道 栃木県 栃木県 鹿児島県 京都府 広島県 広島県 広島県

H 中井 陽子 津田 直子 岡田 佐津 大舘 とき江 赤池 美咲 江面 啓子 大貫 佳代子 福島 孝子 稲田 美佐子 海老原 純子 芦沢 裕子 H

静岡県 東京都 群馬県 埼玉県 静岡県 栃木県 栃木県 福岡県 東京都 京都府 山梨県

I 中田 晴美 日暮 千代子 秦 都 池下 かな子 桑原 多美 三浦 千加子 根岸 綾乃 額田 昌子 宮里 玲子 南 宮子 菅沼 直子 I

奈良県 千葉県 三重県 愛知県 石川県 富山県 千葉県 千葉県 神奈川県 京都府 静岡県

J 柴田 佳代 宮本 逞子 久保田 さとみ 梅澤 須美子 白井 麗子 安陪 秋葉 バークガフニ美智子 河原林 まさ代 吉永 安子 西村 寿美子 野々村 直美 J

福岡県 広島県 神奈川県 群馬県 埼玉県 静岡県 ⾧崎県 滋賀県 東京都 奈良県 北海道

K 佐野 美智代 根木 礼子 眞砂 十志江 津賀原 日出子 吉岡 由紀 清水 咲希 小林 やす子 髙垣 絹子 大塚 美智子 佐藤 えい子 芳賀 敬子 K

埼玉県 静岡県 香川県 埼玉県 愛媛県 静岡県 千葉県 山形県 東京都 東京都 北海道

L 矢野 由香 八手 豊子 四條 希美 南 有子 菊地 久美 斎藤 文子 平野 敬子 田代 寿恵 奈良 美穂 髙見 桃葉 佐藤 裕美子 L

兵庫県 福岡県 三重県 京都府 茨城県 茨城県 香川県 鹿児島県 北海道 兵庫県 兵庫県

M 豊田 美智子 河合 よしみ 小林 亜周 岩﨑 悦子 山矢 ミホ 石田 則子 森口 昌代 湯山 悦子 伊藤 美奈子 鈴木 恵梨子 大胡 和子 M

東京都 東京都 静岡県 埼玉県 京都府 埼玉県 奈良県 山梨県 静岡県 福島県 埼玉県

N 矢野 はるみ 矢澤 明美 梅本 良樹 新野 八重子 梅本 トキ 岡野 悦子 米澤 貞子 間中 由美 川勝 訓子 斉藤 寿美 徳永 立子 N

千葉県 埼玉県 京都府 山形県 京都府 埼玉県 石川県 東京都 京都府 埼玉県 埼玉県
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