
キルト番号：8 タイトル： メリーゴーラウンド



8 タイトル： メリーゴーラウンド 縫製担当： 林 典子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 金子 繁子 鈴木 和枝 松田 富美子 脇 和子 伊藤 記美代 狩野 典子 佐藤 チヤ 田畑 房枝 大薗 香代子 柿沼 千鶴子 今泉 昭子 A

神奈川県 埼玉県 熊本県 京都府 島根県 愛媛県 北海道 神奈川県 大阪府 埼玉県 埼玉県

B 堀井 洋子 角井 美月 笹谷 裕子 加藤 千保子 菊池 淳子 倉橋 冴子 宇野 美穂 大津寄 純子 宮島 ツギエ 山口 かおり 西方 和子 B

栃木県 東京都 三重県 愛知県 ⾧野県 東京都 東京都 東京都 宮崎県 鹿児島県 東京都

C 久木田 薫 植野 真知子 平松 和美 井澤 佶美 古川 みどり 五十嵐 悦子 岩木 茜 髙橋 夏江 岩木 美保 田中 美奈子 田島 明美 C

大阪府 島根県 石川県 東京都 千葉県 新潟県 広島県 東京都 広島県 三重県 埼玉県

D 渡辺 洋子 菅井 憲子 原 邦子 木本 澄子 安藤 直美 太田 美津江 飯塚 よう子 熊谷 さゆり 千葉 嘉子 西田 麻里江 廣田 初江 D

千葉県 東京都 佐賀県 大阪府 東京都 石川県 静岡県 北海道 沖縄県 兵庫県 埼玉県

E 福田 好子 福島 久美子 塚本 洋子 出口 紀代美 黒田 圭子 大西 佳苗 内田 彩乃 宮本 敬美 篠崎 慶子 瀧本 美紀子 今村 悦子 E

栃木県 埼玉県 東京都 三重県 埼玉県 三重県 埼玉県 埼玉県 東京都 東京都 鹿児島県

F 中田 三千子 伊藤 多加予 村上 摩里 二里木 京子 加藤 伸子 鈴木 一代 野上 香代 吉田 惠子 有村 直美 大西 いちる 佐々木 百花 F

福岡県 ⾧野県 神奈川県 東京都 茨城県 大阪府 茨城県 茨城県 鹿児島県 三重県 埼玉県

G 大矢 智子 鳳山 宣子 木村 彩結 土屋 初枝 鰆 佳子 高橋 ちや 小松 元子 後藤 佐知子 磯部 智恵子 石井 敏子 菊地 夏未 G

愛知県 神奈川県 大阪府 栃木県 愛知県 青森県 宮崎県 秋田県 埼玉県 千葉県 埼玉県

H 大谷 芳子 中田 千鶴 ⾧塚 直子 渡邊 由美子 山本 春美 黒木 佳世子 児山 弘美 宇山 操 山元 貞子 沖塩 義枝 五郎丸 紹佳 H

埼玉県 福岡県 千葉県 千葉県 埼玉県 東京都 愛知県 千葉県 宮崎県 神奈川県 神奈川県

I 松原 恵美 磯貝 ⾧子 近藤 貴子 板橋 玲奈 清野 小百合 平田 千栄子 河村 良子 岡﨑 敏子 藤阪 由佳 深松 直美 稲葉 純子 I

東京都 福島県 愛知県 栃木県 広島県 神奈川県 青森県 山口県 静岡県 ⾧崎県 愛知県

J 古橋 あや子 真田 ちはる 渋谷 由美 宮内 みどり 小林 妙子 松尾 和代 田村 雅惠 森田 豊子 伊東 礼子 佐藤 たい子 梅原 かづ子 J

東京都 広島県 東京都 宮城県 兵庫県 宮崎県 広島県 静岡県 東京都 福島県 神奈川県

K 池田 恵子 杉山 富枝 中井 裕香 松代 寿子 ⾧谷川 はる子 児山 林子 田附 洋子 倉田 富子 多田 和子 山本 百合子 内野 明子 K

北海道 東京都 千葉県 京都府 福島県 鹿児島県 滋賀県 埼玉県 香川県 新潟県 大阪府

L 御宿 さえ子 酒井 賀代江 大木 弘美 西本 正子 山下 寿子 福原 恭子 皆川 奈津実 熊谷 るり子 石橋 美奈子 尾家 十糸子 切柳 美奈子 L

静岡県 茨城県 佐賀県 大阪府 愛知県 埼玉県 埼玉県 神奈川県 広島県 大阪府 石川県

M 黒崎 光子 水木 はぎ江 清野 紀子 大内 涼 須田 文子 中村 美由紀 鈴木 幸広 溝河 由菜 中村 いずみ 堀金 裕子 荒川 セツ子 M

栃木県 広島県 神奈川県 宮城県 埼玉県 北海道 山形県 大阪府 東京都 東京都 東京都
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