
賞の種類 学校名

1 前橋税務署長賞 塩原 葉尚 桃川

2 前橋市長賞 林 莉々夏 城南

3 前橋法人会長賞 関根 琴 大胡東

4 前橋法人会長賞 長坂 美陽 城南

5 前橋法人会長賞 髙梨 ひなた 大利根

6 前橋法人会長賞 山崎 花瑠 広瀬

7 前橋法人会長賞 前原 理子 大胡東

8 前橋法人会長賞 中島 美尋 粕川

9 前橋法人会長賞 田中 美羽 広瀬

10 前橋法人会長賞 下田 ことね 時沢

11 前橋法人会長賞 松井 ひなた 岩神

12 前橋法人会長賞 大澤 心花 わかば

13 前橋法人会女性部会長賞 青木 嶺奈 粕川

14 前橋法人会女性部会長賞 伊賀 千聖 大胡東

15 前橋法人会女性部会長賞 松井 琳音 時沢

16 前橋法人会女性部会長賞 内田 早紀 山王

17 前橋法人会女性部会長賞 吉田 咲奈 岩神

18 前橋法人会女性部会長賞 海老沼 奏心 時沢

19 前橋法人会女性部会長賞 北村 こころ 大利根

20 前橋法人会女性部会長賞 山田 寿々穂 桃井

21 前橋法人会女性部会長賞 戸所 舞 城南

22 前橋法人会女性部会長賞 金澤 杏奈 大胡東

23 前橋法人会女性部会長賞 岩元 悠哉 桃木

24 前橋法人会女性部会長賞 髙野 ひかり 元総社南

25 前橋法人会女性部会長賞 藤井 望笑 笂井

26 前橋法人会女性部会長賞 関 茉桜香 桃川

27 前橋法人会女性部会長賞 野村 優衣 桃川
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28 優秀賞 早部 橙穂 時沢

29 優秀賞 矢野 太一 広瀬

30 優秀賞 大森 絢葉 石井

31 優秀賞 下田 ゆり子 山王

32 優秀賞 蟹和 琉夏 城南

33 優秀賞 武政 紅華 粕川

34 優秀賞 小池 舞子 桃井

35 優秀賞 樺澤 心花 石井

36 優秀賞 吉永 達哉 中川

37 優秀賞 加藤 泰我 城南

38 優秀賞 中島 琉乃 広瀬

39 優秀賞 山岸 理葉子 時沢

40 優秀賞 海口 真緒 岩神

41 優秀賞 赤井 杏珠 桃木

42 優秀賞 江原 妃万里 城南

43 優秀賞 清水 愛子 桃井

44 優秀賞 相田 海里 桃川

45 優秀賞 清水 雅也 元総社南

46 優秀賞 内田 菜緒 大利根

47 優秀賞 泉 夏帆 桂萱東

48 優秀賞 木下 怜朗 笂井

49 優秀賞 入澤 幸槻 大利根

50 優秀賞 岩崎 芽生 わかば

51 優秀賞 岡崎 月那 岩神

52 優秀賞 山田 紗瑛奈 山王

53 優秀賞 大澤 百花 桃瀬

54 優秀賞 手島 みゆな 下川淵

55 優秀賞 手島 悠希 月田

56 優秀賞 伊藤 大悟 白川

57 優秀賞 及川 由悟 東

58 優秀賞 堀越 小春 細井

59 優秀賞 新井 渚央 細井

60 優秀賞 佐藤 瑠華 細井

（敬称略・順不同）


