
賞の種類 氏 名 学校名

1 前橋税務署長賞 須賀 瑠菜歩 大胡東小学校

2 前橋市長賞 石田 あかり 下川淵小学校

3 前橋法人会長賞 中田 あかり 天川小学校

4 前橋法人会長賞 森 柚子 新田小学校

5 前橋法人会長賞 川部 心優 中川小学校

6 前橋法人会長賞 長谷川 愛 細井小学校

7 前橋法人会長賞 上原 未琴 わかば小学校

8 前橋法人会長賞 角田 結姫 勝山小学校

9 前橋法人会長賞 髙村 結愛 桂萱小学校

10 前橋法人会長賞 茂木 心希 桃川小学校

11 前橋法人会長賞 人見 莉緒奈 大利根小学校

12 前橋法人会長賞 関谷 優香 勝山小学校

13 前橋法人会女性部会長賞 木所 凜乃 駒形小学校

14 前橋法人会女性部会長賞 阿久澤 加暖 岩神小学校

15 前橋法人会女性部会長賞 平野 凜 粕川小学校

16 前橋法人会女性部会長賞 佐藤 悠 桃井小学校

17 前橋法人会女性部会長賞 小池 凪 桃川小学校

18 前橋法人会女性部会長賞 大矢 萌百 桃木小学校

19 前橋法人会女性部会長賞 江黒 和奏 粕川小学校

20 前橋法人会女性部会長賞 中俣 玖夕 粕川小学校

21 前橋法人会女性部会長賞 田沼 凛 粕川小学校

22 前橋法人会女性部会長賞 小林 澪央 駒形小学校

23 前橋法人会女性部会長賞 生方 咲有 細井小学校

24 前橋法人会女性部会長賞 板垣 朱莉 中川小学校

25 前橋法人会女性部会長賞 荻野 杏 桃川小学校

26 前橋法人会女性部会長賞 内山 琴海 城南小学校

27 前橋法人会女性部会長賞 小林 侑楽 勝山小学校
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28 優秀賞 田島 颯人 大胡東小学校

29 優秀賞 小野坂 あかり 桃木小学校

30 優秀賞 久保田 愛梨 石井小学校

31 優秀賞 佐藤 心咲 勝山小学校

32 優秀賞 高柳 由依 永明小学校

33 優秀賞 矢島 明莉 総社小学校

34 優秀賞 松澤 陽向 桃川小学校

35 優秀賞 田中 莉乃 岩神小学校

36 優秀賞 吉田 菜々 桃木小学校

37 優秀賞 原 湊大 桃木小学校

38 優秀賞 登山 菜月 粕川小学校

39 優秀賞 大和 愛梨 粕川小学校

40 優秀賞 木村 彩希 時沢小学校

41 優秀賞 菊地 悠月 桃木小学校

42 優秀賞 町田 桃寧 下川淵小学校

43 優秀賞 磯部 心咲 新田小学校

44 優秀賞 関口 ありさ 月田小学校

45 優秀賞 清水 心美 粕川小学校

46 優秀賞 竹渕 紗菜 桃川小学校

47 優秀賞 伊佐 陸成 桃木小学校

48 優秀賞 小林 未來 粕川小学校

49 優秀賞 清水 康大朗 若宮小学校

50 優秀賞 粕川 詩歌 駒形小学校

51 優秀賞 鎌塚 悠之介 月田小学校

52 優秀賞 久保 佐織 桃川小学校

53 優秀賞 茂木 柚香 細井小学校

54 優秀賞 渡邉 瑞蛍 粕川小学校

55 優秀賞 星野 日和 城南小学校

56 優秀賞 小澤 佳子 城南小学校

57 優秀賞 小野里 楓 若宮小学校

(敬称略・順不同)


