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1111 登坂和歌子          登坂和歌子          登坂和歌子          登坂和歌子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              小林　澄子          小林　澄子          小林　澄子          小林　澄子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 37373737 74747474

2222 星野　響子          星野　響子          星野　響子          星野　響子          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              小暮美喜子          小暮美喜子          小暮美喜子          小暮美喜子          館　林              館　林              館　林              館　林              38383838 37373737 75757575

                石川紀緒美          石川紀緒美          石川紀緒美          石川紀緒美          太　田              太　田              太　田              太　田              西　有実子          西　有実子          西　有実子          西　有実子          太　田              太　田              太　田              太　田              37373737 38383838 75757575

4444 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            38383838 38383838 76767676

                栃木美也子          栃木美也子          栃木美也子          栃木美也子          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              小倉奈美枝          小倉奈美枝          小倉奈美枝          小倉奈美枝          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 39393939 76767676

6666 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              37373737 40404040 77777777

                中島　弘子          中島　弘子          中島　弘子          中島　弘子          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              高宮久美子          高宮久美子          高宮久美子          高宮久美子          伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              37373737 40404040 77777777

                小澤千恵子          小澤千恵子          小澤千恵子          小澤千恵子          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              武藤真由美          武藤真由美          武藤真由美          武藤真由美          吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡              37373737 40404040 77777777

9999 齋藤智佐子          齋藤智佐子          齋藤智佐子          齋藤智佐子          東吾妻              東吾妻              東吾妻              東吾妻              今井久美子          今井久美子          今井久美子          今井久美子          安　中              安　中              安　中              安　中              40404040 38383838 78787878

                林　　夏美          林　　夏美          林　　夏美          林　　夏美          太　田              太　田              太　田              太　田              清田マキコ          清田マキコ          清田マキコ          清田マキコ          太　田              太　田              太　田              太　田              38383838 40404040 78787878

                武笠　浩子          武笠　浩子          武笠　浩子          武笠　浩子          藤　岡              藤　岡              藤　岡              藤　岡              西田美代子          西田美代子          西田美代子          西田美代子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 41414141 78787878

12121212 矢島みど里          矢島みど里          矢島みど里          矢島みど里          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              渡辺富美子          渡辺富美子          渡辺富美子          渡辺富美子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 37373737 79797979

                矢野美代子          矢野美代子          矢野美代子          矢野美代子          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              井上　早苗          井上　早苗          井上　早苗          井上　早苗          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              40404040 39393939 79797979

                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              38383838 41414141 79797979

                湯浅あき子          湯浅あき子          湯浅あき子          湯浅あき子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              橋爪　貴子          橋爪　貴子          橋爪　貴子          橋爪　貴子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              37373737 42424242 79797979

                原　　勝代          原　　勝代          原　　勝代          原　　勝代          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              前田　薫子          前田　薫子          前田　薫子          前田　薫子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              37373737 42424242 79797979

17171717 吉田由美子          吉田由美子          吉田由美子          吉田由美子          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              入山　幸子          入山　幸子          入山　幸子          入山　幸子          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              40404040 40404040 80808080

18181818 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              41414141 42424242 83838383

19191919 山田美枝子          山田美枝子          山田美枝子          山田美枝子          甘　楽              甘　楽              甘　楽              甘　楽              佐藤　幾子          佐藤　幾子          佐藤　幾子          佐藤　幾子          下仁田              下仁田              下仁田              下仁田              41414141 43434343 84848484

                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              41414141 43434343 84848484

21212121 熊川　幸子          熊川　幸子          熊川　幸子          熊川　幸子          嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              嬬　恋              仲澤すみ江          仲澤すみ江          仲澤すみ江          仲澤すみ江          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              41414141 46464646 87878787

                黒崎　久恵          黒崎　久恵          黒崎　久恵          黒崎　久恵          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              上原ひろみ          上原ひろみ          上原ひろみ          上原ひろみ          安　中              安　中              安　中              安　中              41414141 46464646 87878787

23232323 瀬間かず子          瀬間かず子          瀬間かず子          瀬間かず子          下仁田              下仁田              下仁田              下仁田              須藤千恵子          須藤千恵子          須藤千恵子          須藤千恵子          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              45454545 43434343 88888888

                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              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              42424242 46464646 88888888

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


