
キルト番号：5 タイトル： グラデーションアース



5 タイトル： グラデーションアース 縫製担当： 渡部 安子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 鈴木 恭子 大林 惠子 佐藤 恵利子 玄蕃 こずえ 木地 秀子 谷辻 美加 冨澤 宏子 野村 孝子 渡邊 久美子 平岩 とよ 杉山 かよ子 A

静岡県 東京都 埼玉県 神奈川県 岡山県 三重県 北海道 神奈川県 北海道 東京都 山口県

B 中林 典子 鈴木 まり子 磯 明日香 城谷 秀美 本宮 歩子 平田 早苗 坂口 玲子 鈴木 有希 松岡 佐喜子 城川 京子 吉井 純子 B

埼玉県 静岡県 栃木県 愛知県 新潟県 大阪府 千葉県 山形県 神奈川県 群馬県 神奈川県

C 梅 久美子 羽田 文子 東 美喜子 平田 潤子 上田 正子 浄沼 範子 岡田 啓子 丸山 千津子 鈴木 真由美 塗師 眞里子 田谷 優子 C

埼玉県 茨城県 北海道 広島県 神奈川県 山形県 兵庫県 埼玉県 千葉県 東京都 茨城県

D 酒井 晶子 石井 文枝 栄野川 朝子 岡崎 彩子 後藤 麻利江 内上 明美 加藤 敬子 原田 篤子 池田 幸代 加藤 陽子 阿部 道子 D

東京都 埼玉県 広島県 岡山県 岡山県 岡山県 岡山県 山形県 香川県 千葉県 神奈川県

E 道祖土 佳奈子 飯島 しのぶ 堀部 美佐子 鈴木 順子 藤田 早苗 松岡 加恵 山形 洋子 石井 直子 恒川 木之実 福元 ちはる 松本 美登利 E

埼玉県 東京都 千葉県 愛知県 東京都 神奈川県 東京都 埼玉県 岐阜県 大阪府 島根県

F 松本 友紀子 きくち ゆき 折笠 浩美 上村 直子 氏田 秀子 銅子 百合子 岩岡 啓子 石澤 恭代 北村 まゆみ 成田 直子 信原 妙子 F

神奈川県 東京都 福島県 京都府 京都府 京都府 京都府 北海道 北海道 埼玉県 福岡県

G 加藤 昌子 真玉橋 多津子 飯島 由美子 林 ますみ 福田 妙子 井垣 千栄子 小島 和子 三井 あづま 赤堀 律子 二川 惠美子 鈴木 芳江 G

大阪府 群馬県 北海道 京都府 京都府 京都府 滋賀県 山梨県 千葉県 愛知県 東京都

H 諏訪 葉子 金子 昌代 田村 佐知子 加島 信代 白数 成子 倉橋 通代 平岡 智子 首藤 奈保子 東畠 照美 谷川 美紀 西面 貞子 H

神奈川県 埼玉県 埼玉県 京都府 京都府 京都府 京都府 千葉県 沖縄県 東京都 東京都

I 池上 純代 魵澤 聖子 井上 明子 人見 静子 橋本 富子 岸根 はぎめ 山内 冴子 清原 南海子 渋谷 伸子 福田 厚子 小川 佳子 I

神奈川県 福島県 大阪府 栃木県 大阪府 広島県 埼玉県 東京都 岡山県 広島県 静岡県

J 尾上 光子 竹花 起代恵 田中 三千代 木村 ひろ子 秋野 寿美 佐藤 麗子 弥永 えりか 亀田 聖子 芳﨑 美代子 仲 保子 馬場 久美 J

滋賀県 東京都 鳥取県 大阪府 愛知県 岡山県 京都府 北海道 徳島県 福岡県 京都府

K 田尻 英秋 鈴木 光子 遠藤 春子 福岡 そのゑ 平井 康子 塚本 希世美 吉井 泰代 中山 千恵子 藤井 里奈 安達 裕子 広瀬 真理子 K

神奈川県 東京都 神奈川県 東京都 京都府 福岡県 宮城県 埼玉県 神奈川県 山形県 富山県

L 松原 昌子 郡司 陽子 有坂 信子 伊藤 惠美子 山岸 洋子 小笠原 檀 浦下 冨貴子 許田 有希 石沢 佳代子 強瀬 綾子 阿部 陽子 L

埼玉県 宮城県 秋田県 千葉県 神奈川県 愛媛県 熊本県 千葉県 新潟県 東京都 福島県

M 澤田 美波子 根木谷 美佐代 木村 八千代 今西 ひとみ 川崎 朱美 木下 知子 加藤 雅美 戸塚 さと子 星 恵子 庄司 由子 八木 和子 M

神奈川県 静岡県 宮城県 京都府 神奈川県 埼玉県 大阪府 埼玉県 千葉県 宮城県 埼玉県
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