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1111 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            40404040 34343434 74747474

2222 本田　一江          本田　一江          本田　一江          本田　一江          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              黒岩　瑞恵          黒岩　瑞恵          黒岩　瑞恵          黒岩　瑞恵          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              39393939 38383838 77777777

3333 板橋　博美          板橋　博美          板橋　博美          板橋　博美          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              小池　美紀          小池　美紀          小池　美紀          小池　美紀          太　田              太　田              太　田              太　田              39393939 39393939 78787878

                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              38383838 40404040 78787878

5555 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              川崎　幸代          川崎　幸代          川崎　幸代          川崎　幸代          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              40404040 39393939 79797979

                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              39393939 40404040 79797979

                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              38383838 41414141 79797979

8888 福原　千波          福原　千波          福原　千波          福原　千波          渋　川              渋　川              渋　川              渋　川              斉藤多巳子          斉藤多巳子          斉藤多巳子          斉藤多巳子          前　橋              前　橋              前　橋              前　橋              43434343 37373737 80808080

                三村　淑恵          三村　淑恵          三村　淑恵          三村　淑恵          桐　生              桐　生              桐　生              桐　生              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              42424242 38383838 80808080

                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              齋藤智佐子          齋藤智佐子          齋藤智佐子          齋藤智佐子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              39393939 41414141 80808080

11111111 櫻井貴美子          櫻井貴美子          櫻井貴美子          櫻井貴美子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              国吉恵美子          国吉恵美子          国吉恵美子          国吉恵美子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 40404040 82828282

12121212 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              44444444 39393939 83838383

                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            福田　恵子          福田　恵子          福田　恵子          福田　恵子          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              43434343 40404040 83838383

                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              黒崎　久恵          黒崎　久恵          黒崎　久恵          黒崎　久恵          高　崎              高　崎              高　崎              高　崎              42424242 41414141 83838383

15151515 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              45454545 41414141 86868686

16161616 入山　幸子          入山　幸子          入山　幸子          入山　幸子          富　岡              富　岡              富　岡              富　岡              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              43434343 45454545 88888888

＊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

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


