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1111 持田　奈穂          持田　奈穂          持田　奈穂          持田　奈穂          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              鈴木　　希          鈴木　　希          鈴木　　希          鈴木　　希          みどり              みどり              みどり              みどり              38383838 36363636 74747474

2222 栗原志保子          栗原志保子          栗原志保子          栗原志保子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              金子美季子          金子美季子          金子美季子          金子美季子          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              38383838 38383838 76767676

3333 福原　千波          福原　千波          福原　千波          福原　千波          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              飯塚利恵子          飯塚利恵子          飯塚利恵子          飯塚利恵子          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              40404040 37373737 77777777

                松沢　浩子          松沢　浩子          松沢　浩子          松沢　浩子          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              川島　綾乃          川島　綾乃          川島　綾乃          川島　綾乃          太　田              太　田              太　田              太　田              39393939 38383838 77777777

5555 鈴木　玲子          鈴木　玲子          鈴木　玲子          鈴木　玲子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              久保田文子          久保田文子          久保田文子          久保田文子          大　泉              大　泉              大　泉              大　泉              39393939 39393939 78787878

                山納　連淑          山納　連淑          山納　連淑          山納　連淑          大　泉              大　泉              大　泉              大　泉              鈴木　輝美          鈴木　輝美          鈴木　輝美          鈴木　輝美          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              37373737 41414141 78787878

7777 米田　康代          米田　康代          米田　康代          米田　康代          館　林              館　林              館　林              館　林              小池ゆかり          小池ゆかり          小池ゆかり          小池ゆかり          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 37373737 79797979

8888 本郷すみ江          本郷すみ江          本郷すみ江          本郷すみ江          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              高橋　浩子          高橋　浩子          高橋　浩子          高橋　浩子          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              43434343 37373737 80808080

9999 武井　節子          武井　節子          武井　節子          武井　節子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              角田かつ枝          角田かつ枝          角田かつ枝          角田かつ枝          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              42424242 40404040 82828282

                小林はるみ          小林はるみ          小林はるみ          小林はるみ          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              田戸岡美幸          田戸岡美幸          田戸岡美幸          田戸岡美幸          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              41414141 41414141 82828282

                大木　悦子          大木　悦子          大木　悦子          大木　悦子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              小林　洋子          小林　洋子          小林　洋子          小林　洋子          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              41414141 41414141 82828282

12121212 西村香世子          西村香世子          西村香世子          西村香世子          草　津              草　津              草　津              草　津              秋田たまみ          秋田たまみ          秋田たまみ          秋田たまみ          大　泉              大　泉              大　泉              大　泉              43434343 40404040 83838383

                馬場百合子          馬場百合子          馬場百合子          馬場百合子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              佐藤　浩子          佐藤　浩子          佐藤　浩子          佐藤　浩子          みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ            41414141 42424242 83838383

                齋藤　文子          齋藤　文子          齋藤　文子          齋藤　文子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              橋田　洋子          橋田　洋子          橋田　洋子          橋田　洋子          太　田              太　田              太　田              太　田              39393939 44444444 83838383

15151515 志村　　薫          志村　　薫          志村　　薫          志村　　薫          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              設楽　典恵          設楽　典恵          設楽　典恵          設楽　典恵          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              45454545 39393939 84848484

                富永　昭子          富永　昭子          富永　昭子          富永　昭子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              竹内　裕子          竹内　裕子          竹内　裕子          竹内　裕子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 42424242 84848484

                永原　淑子          永原　淑子          永原　淑子          永原　淑子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              長井　佐代          長井　佐代          長井　佐代          長井　佐代          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 42424242 84848484

                福田　恵子          福田　恵子          福田　恵子          福田　恵子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              高橋　妙子          高橋　妙子          高橋　妙子          高橋　妙子          みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ            41414141 43434343 84848484

19191919 町田　里枝          町田　里枝          町田　里枝          町田　里枝          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              岩崎よしみ          岩崎よしみ          岩崎よしみ          岩崎よしみ          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              44444444 41414141 85858585

                小池由美子          小池由美子          小池由美子          小池由美子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              野口三佐子          野口三佐子          野口三佐子          野口三佐子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 43434343 85858585

21212121 篠原　久子          篠原　久子          篠原　久子          篠原　久子          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              浅野　佳子          浅野　佳子          浅野　佳子          浅野　佳子          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              45454545 42424242 87878787

22222222 根本　尚子          根本　尚子          根本　尚子          根本　尚子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              織田　真子          織田　真子          織田　真子          織田　真子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              47474747 44444444 91919191

チーム　女子の部成績チーム　女子の部成績チーム　女子の部成績チーム　女子の部成績


