
キルト番号：4 タイトル： 心をひとつに



4 タイトル： 心をひとつに 縫製担当： 渡部 安子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 佐藤 洋子 後藤 昇子 藤井 静子 児玉 美佐子 金子 悦子 百瀬 江美子 木場 芳枝 川端 とき子 瀧島 美枝子 佐藤 れい子 遠藤 つね子 A

山形県 山形県 埼玉県 東京都 東京都 埼玉県 広島県 北海道 北海道 宮城県 宮城県

B 吉野 貴子 髙木 貴子 佐久間 とし 溝井 茜梨 溝井 彩夏 溝井 忍 土屋 恵 垂石 幸子 岸本 明子 田中 美香 古田 有 B

山形県 山形県 福島県 福島県 福島県 福島県 山形県 山形県 富山県 宮城県 宮城県

C 木村 純子 才田 桃子 奥山 順 佐藤 じゅん 鮫島 みどり 高坂 政枝 大宮 聖子 中村 ちとせ 若山 峰代 田中 松子 坂本 寿美枝 C

東京都 熊本県 山形県 山形県 鹿児島県 富山県 山形県 山形県 愛知県 宮城県 富山県

D 小関 しょうこ 中南 邦子 阿部 啓子 保科 輝子 中村 圭子 針村 秀美 作田 外志子 佐藤 澄佳 神戸 清美 武内 洋子 永原 弘美 D

神奈川県 奈良県 山形県 山形県 石川県 石川県 石川県 千葉県 神奈川県 東京都 富山県

E 堺 真美 川島 千栄子 渡辺 千幸 室田 恭子 清水 由記子 市川 由美子 ⾧塚 絢子 淺古 由美 山崎 明子 植木 秀子 大林 千代美 E

福岡県 神奈川県 広島県 富山県 東京都 東京都 神奈川県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 愛媛県

F 戸島 沙織 田宮 直子 石田 美峰 川西 和子 上島 絵里子 戸田 京子 床枝 和子 村田 広美 斉藤 綾子 神 友美 平 めぐみ F

神奈川県 東京都 石川県 埼玉県 東京都 東京都 茨城県 神奈川県 神奈川県 岩手県 宮城県

G 吉田 記代美 藤原 佳江 髙岡 由理恵 勝部 京子 宮下 真紀子 神山 幸子 飯澤 久美子 細野 裕三子 喜多 徳子 荒沼 久世 大川 和枝 G

神奈川県 東京都 神奈川県 島根県 石川県 神奈川県 東京都 東京都 兵庫県 茨城県 茨城県

H 佐々木 昭子 石井 美代子 菊池 淳子 諏訪 福恵 漆畑 まゆみ 望月 泰子 千々波 敦子 小川 光子 大川 信子 横田 昌子 深川 さと美 H

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

I 松岡 洋子 草野 久枝 田中 千波 鈴木 ゆかり 髙木 えみこ 佐藤 美穂子 大城 光子 小林 雅美 石沢 和子 鈴木 明 小澤 真奈 I

埼玉県 埼玉県 埼玉県 石川県 千葉県 岩手県 沖縄県 京都府 山形県 山形県 埼玉県

J 大井川 洋子 亀岡 照子 斉藤 浩子 片桐 好子 斉藤 孝子 棚橋 弘美 柿澤 恵津子 狩野 由美子 松永 美智子 鈴木 和子 佐々木 和子 J

千葉県 岡山県 埼玉県 埼玉県 新潟県 京都府 埼玉県 千葉県 宮城県 山形県 青森県

K 菊地 紀美子 池崎 裕子 佐藤 節子 今岡 豊子 三浦 知佳子 水島 旬子 岩﨑 久代 松本 明美 松浦 浩美 柴山 恵美子 大島 美恵子 K

千葉県 富山県 埼玉県 埼玉県 東京都 東京都 千葉県 千葉県 京都府 新潟県 千葉県

L 関 由美子 金田 玲子 安部 典子 佐々木 ひろ子 大久保 雪子 田川 美智代 小西 美奈子 坂東 洋子 佐古 万里子 細川 信子 伊藤 幸子 L

山形県 山形県 岡山県 北海道 埼玉県 埼玉県 神奈川県 香川県 愛媛県 宮城県 宮城県

M 後藤 宏子 有路 田鶴子 川合 美紀 竹佐 時子 小越 君子 安田 千代子 髙田 雅美 久慈 セツ子 大熊 留美子 板垣 由紀枝 奥野 久美 M

山形県 山形県 愛知県 島根県 神奈川県 東京都 山口県 千葉県 埼玉県 宮城県 宮城県
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