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順位順位順位順位 氏　名氏　名氏　名氏　名 市町村市町村市町村市町村 ｽｺｱｽｺｱｽｺｱｽｺｱ

1111 新藤　　励          新藤　　励          新藤　　励          新藤　　励                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       71717171

2222 今井　香蓮          今井　香蓮          今井　香蓮          今井　香蓮                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       72727272

3333 都丸美佐子          都丸美佐子          都丸美佐子          都丸美佐子                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       78787878

                石川茉友夏          石川茉友夏          石川茉友夏          石川茉友夏                 吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡       78787878

5555 若月　優衣          若月　優衣          若月　優衣          若月　優衣                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       79797979

6666 柳澤　鈴加          柳澤　鈴加          柳澤　鈴加          柳澤　鈴加                 安　中              安　中              安　中              安　中       80808080

                石川　涼夏          石川　涼夏          石川　涼夏          石川　涼夏                 吉　岡              吉　岡              吉　岡              吉　岡       80808080

8888 大崎由里香          大崎由里香          大崎由里香          大崎由里香                 伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎              伊勢崎       81818181

                岡　　和泉          岡　　和泉          岡　　和泉          岡　　和泉                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       81818181

10101010 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       82828282

11111111 齊藤三津子          齊藤三津子          齊藤三津子          齊藤三津子                 中之条              中之条              中之条              中之条       83838383

                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       83838383

                狩野　益美          狩野　益美          狩野　益美          狩野　益美                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       83838383

14141414 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       84848484

                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       84848484

                松岡　朱里          松岡　朱里          松岡　朱里          松岡　朱里                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       84848484

                呉　　鍾淑          呉　　鍾淑          呉　　鍾淑          呉　　鍾淑                 太　田              太　田              太　田              太　田       84848484

18181818 鈴木裕美子          鈴木裕美子          鈴木裕美子          鈴木裕美子                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       85858585

                齋藤万知子          齋藤万知子          齋藤万知子          齋藤万知子                 渋　川              渋　川              渋　川              渋　川       85858585

                澁川　実穂          澁川　実穂          澁川　実穂          澁川　実穂                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       85858585

                小林　悦子          小林　悦子          小林　悦子          小林　悦子                みなかみ            みなかみ            みなかみ            みなかみ      85858585

22222222 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       87878787

                小池　晶代          小池　晶代          小池　晶代          小池　晶代                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       87878787

                西　有実子          西　有実子          西　有実子          西　有実子                 太　田              太　田              太　田              太　田       87878787

                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       87878787

26262626 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       88888888

                境原あずさ          境原あずさ          境原あずさ          境原あずさ                 高　崎              高　崎              高　崎              高　崎       88888888

                星野　響子          星野　響子          星野　響子          星野　響子                 桐　生              桐　生              桐　生              桐　生       88888888

29292929 武井　博子          武井　博子          武井　博子          武井　博子                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       92929292

30303030 北　　節子          北　　節子          北　　節子          北　　節子                 沼　田              沼　田              沼　田              沼　田       93939393

31313131 山納　連淑          山納　連淑          山納　連淑          山納　連淑                 大　泉              大　泉              大　泉              大　泉       94949494

                黒岩　瑞恵          黒岩　瑞恵          黒岩　瑞恵          黒岩　瑞恵                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       94949494

33333333 狩野きよ江          狩野きよ江          狩野きよ江          狩野きよ江                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       95959595

34343434 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       96969696

35353535 川崎　幸代          川崎　幸代          川崎　幸代          川崎　幸代                 前　橋              前　橋              前　橋              前　橋       99999999

※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定※同スコアの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定


