
キルト番号：30 タイトル： あなたへのギフト



30 タイトル： あなたへのギフト 縫製担当： 白石 千恵子
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A 阿内 和子 花原 まり子 井手 ともみ 橋本 とみ子 天野 よねお 福武 千恵 近藤 史帆 齋藤 智恵子 伊原 聡美 杉山 富貴子 後藤 美菜子 A

埼玉県 宮崎県 東京都 宮城県 山梨県 兵庫県 神奈川県 宮城県 千葉県 ⾧野県 東京都

B 中島 栄子 鈴木 靖子 宍戸 とし子 穂積 八重子 渡辺 裕子 岸田 孝子 三井 みどり 伊藤 峰子 佐々木 真弓 迫田 キミヨ 只野 玲子 B

大阪府 福島県 宮城県 埼玉県 宮城県 兵庫県 山梨県 兵庫県 宮城県 埼玉県 宮城県

C 樫出 キヨ子 曳地 紀子 川元 正子 野沢 和子 酒井 美紀子 ⾧島 直子 鶴見 孝子 キャシー中島 和田 さゆり 清野 たけ子 杉岡 治枝 C

東京都 宮城県 鹿児島県 富山県 山形県 東京都 東京都 千葉県 宮城県 福井県

D 小野 みよ子 川口 歩花 内山 孝子 大原 弘美 小泉 千寿子 与那覇 まゆみ 嶋田 ひとみ 馬場 京子 平井 裕子 田口 陽子 増井 良子 D

宮城県 ⾧崎県 鹿児島県 埼玉県 神奈川県 沖縄県 静岡県 千葉県 東京都 兵庫県 宮城県

E 平岩 都子 安齋 房子 伊藤 千恵 佐藤 義子 南 豪 本田 八重子 岩岡 美奈 池田 あけみ 荻 薫 鈴木 四四三 鈴木 美千恵 E

鳥取県 宮城県 岩手県 東京都 京都府 福島県 千葉県 東京都 高知県 宮城県 岩手県

F 多田 美恵子 加藤 奈美 奥田 玲子 中尾 裕美 川和 邦子 河野 栄子 横山 恵美子 藁谷 知美 鈴木 柚香 大塚 裕美子 梅澤 紀子 F

神奈川県 東京都 富山県 大阪府 千葉県 宮崎県 大阪府 福島県 静岡県 千葉県 東京都

G 三好 美恵子 福島 あゑ子 鎌谷 郁子 小林 富子 末村 美易誓 大橋 京子 朝日 不二子 山岡 睦子 木原 京子 山口 麻美子 塩野 育子 G

埼玉県 東京都 神奈川県 東京都 東京都 宮崎県 埼玉県 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都

H 柚口 美由紀 斉藤 亜実 吉田 保代 佐川 清子 大橋 サワ 佐藤 晴美 松本 八重子 渡部 みちこ 坂元 仁子 小林 由美子 藤田 ひとみ H

滋賀県 東京都 埼玉県 東京都 埼玉県 神奈川県 静岡県 新潟県 千葉県 愛知県 東京都

I 小林 和子 野中 さだ子 渡辺 かづ枝 堂下 千春 南 信子 藤黒 富子 熊谷 寿美子 竹内 綾子 谷戸 久美 村岡 華江 志藤 万里 I

島根県 千葉県 山梨県 栃木県 京都府 徳島県 ⾧野県 滋賀県 千葉県 埼玉県 埼玉県

J 竹下 美智代 山﨑 澄子 池崎 幸子 稲垣 節子 塚本 秀子 上野 利子 松田 芳枝 安部 依子 平井 喜美栄 下平 みどり 宅井 洋子 J

茨城県 東京都 富山県 富山県 愛知県 福岡県 神奈川県 大阪府 千葉県 東京都 山形県

K 吉田 由美子 荒木 真理子 中村 美由紀 羽田 町子 石田 啓子 後藤 ゆかり 深水 由貴子 原口 初江 柴 真優 新倉 早苗 鶴田 ルイ子 K

福岡県 千葉県 滋賀県 山梨県 大阪府 愛知県 熊本県 福岡県 静岡県 埼玉県 鹿児島県

L 湯浅 ちひろ 三井 陽子 米山 ちづ子 大石 敦子 古本 好美 尾田 陽香 梅本 聖子 桑垣 紀恵 松澤 聡子 疋田 季里佳 会田 栄子 L

埼玉県 東京都 山梨県 三重県 兵庫県 大阪府 京都府 兵庫県 東京都 静岡県 千葉県

M 成瀬 浩子 上村 律子 岩﨑 道恵 須貝 友美 髙橋 富美江 二木 和子 後藤 優子 中村 友香 橋本 沙織 伊藤 美代子 品川 逸子 M

愛知県 熊本県 大分県 山形県 岩手県 鹿児島県 山梨県 新潟県 福岡県 三重県 宮城県

N 中下 侑加 西村 裕子 福島 ヤスエ 小玉 美千代 片山 恒子 楠本 真理 甲田 敏恵 熊野 未有 武田 孝子 下村 陽子 菊地 喜和子 N

広島県 兵庫県 島根県 神奈川県 京都府 大阪府 千葉県 東京都 鹿児島県 千葉県 東京都
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