
№ 都道府県 高校名 学年 氏名 № 都道府県 市町村 生業等 氏名

1 北海道 北海道岩見沢農業高等学校 3 上田　大夢 1 北海道 富良野市 森の案内 倉橋　昭夫

2 北海道 北海道旭川農業高等学校 2 上用　麻子 2 北海道 枝幸郡中頓別町 炭焼き・炭窯づくり 小沼　甚平

3 青森県 青森県立五所川原農林高等学校 3 浅野　涼太 3 秋田県 大館市 曲げ物づくり 佐々木　悌治

4 青森県 青森県立むつ工業高等学校 3 北村　一也 4 秋田県 仙北市 イタヤ細工 菅原　清澄

5 青森県 青森県立むつ工業高等学校 3 玉川　和樹 5 青森県 三戸郡田子町 樵・そま師（種子採取） 釜淵　一知

6 岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 1 佐藤　信生 6 岩手県 遠野市 白樺の樹液採取・加工 石田　孝夫

7 宮城県 宮城県柴田農林高等学校川崎校 1 大宮　千明 7 岩手県 一関市 苗木づくり 菅原　仁也

8 宮城県 宮城県柴田農林高等学校川崎校 1 丹野　成美 8 宮城県 大崎市 木地師 高橋　昭市

9 秋田県 秋田県立角館高等学校（定時制） 3 伊藤　裕太 9 秋田県 北秋田市 マタギ 松橋　吉太郎

10 山形県 山形県立小国高等学校 1 伊藤　寿範 10 山形県 西置賜郡白鷹町 紙漉き 今　利一郎

11 山形県 山形県立村山農業高等学校 3 鈴木　大介 11 山形県 酒田市 樵・そま師 後藤　光重

12 福島県 郡山女子大学附属高等学校 1 戸田　千晴 12 福島県 伊達郡飯野町 鷹匠 高木　利一

13 福島県 福島県立石川高等学校 2 古市　泰章 13 茨城県 久慈郡大子町 炭焼き・炭窯づくり 本田　良男

14 茨城県 茨城県立大子清流高等学校 1 菊池　健太 14 福島県 いわき市 竹細工 石森　功夫

15 栃木県 栃木県立宇都宮工業高等学校 2 川又　真人 15 栃木県 宇都宮市 竹・筍生産 若山　幸央

16 群馬県 群馬県立大泉高等学校 2 栗原　成美 16 群馬県 甘楽郡下仁田町 伐木・造材 岩崎　富治

17 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 1 藤井　晶子 17 新潟県 糸魚川市 樵・そま師 小島　貢

18 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 1 星野　美紀 18 新潟県 上越市 丸太流し 和瀬田　仙ニ

19 群馬県 群馬県立勢多農林高等学校 1 吉澤　良佑 19 栃木県 鹿沼市 機械集材 松嶋　孝一

20 埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 2 安藤　愛 20 埼玉県 児玉郡神川町 樵・そま師 浅見　和夫

21 埼玉県 埼玉県立秩父農工科学高等学校 3 島﨑　信行 21 埼玉県 飯能市 カヌー大工 山田　直行

22 埼玉県 自由の森学園高等学校 3 鈴木　明日翔 22 埼玉県 比企郡小川町 竹細工 持田　信三

23 埼玉県 自由の森学園高等学校 3 砂川　結花 23 栃木県 日光市 木地師 鈴木　正行

24 千葉県 千葉県立東金商業高等学校 3 阿波谷　かおり 24 千葉県 市原市 炭焼き・炭窯づくり 古関　幹雄

25 千葉県 千葉県立鶴舞桜が丘高等学校 3 大井　愛美 25 千葉県 市川市 森林施業 竹内　平一郎

26 千葉県 千葉県立鶴舞桜が丘高等学校 3 齋藤　進 26 茨城県 つくば市 草木染め 菊地　つよい

27 東京都 東京都立江戸川高等学校 2 石塚　弘晃 27 北海道 沙流郡日高町 炭焼き・炭窯づくり 阿部　益之

28 東京都 和洋九段女子高等学校 2 岩佐　彩 28 東京都 大島町 椿の製油加工 高田　八郎

29 東京都 北豊島高等学校 2 長田　百合愛 29 秋田県 能代市 桶・樽職人 鎌田　勇平

30 東京都 安田学園高等学校 3 加藤　悠 30 鳥取県 西伯郡大山町 造林手 赤川　武邦

31 東京都 東京都立瑞穂農芸高等学校 3 肥沼　綾子 31 茨城県 常陸太田市 木挽師 綿引　力

32 東京都 日本女子大学附属高等学校 1 細井　睦子 32 山梨県 甲斐市 キノコ採り 大森　功

33 東京都 東京都立江戸川高等学校
2
2

内海　愛子
篠田　修太

33 東京都 西多摩郡檜原村 民話伝承 藤原　ツヂ子

34 神奈川県 桐光学園高等学校 2 髙橋　絢子 34 奈良県 吉野郡川上村 大径木の伐採造材出材 福本　雅文

35 神奈川県 神奈川県立秦野南が丘高等学校 2 宮川　明子 35 神奈川県 南足柄市 炭焼き 杉田　泰一

36 富山県 富山県立南砺総合高等学校福野高等学 2 中田　和宏 36 富山県 氷見市 船大工 番匠　光昭

37 石川県 石川県立七尾東雲高等学校 2 時長　哲朗 37 石川県 金沢市 樵・そま師 北村　喜代司

38 石川県 金沢学院東高等学校 3 根上　可奈子 38 福井県 南条郡南越前町 そば作り用具製作 野崎　勝治

39 石川県 石川県立大聖寺高等学校 1 村上　小百合 39 福井県 丹生郡越前町 シイタケ栽培 姉崎　敏明

40 山梨県 山梨県立農林高等学校 3 野澤　徹也 40 山梨県 南巨摩郡身延町 木鐘製作 早川　志高

41 長野県 長野県臼田高等学校 1 市川　将大 41 長野県 南佐久郡川上村 運搬集材・機械集材、造林手 小高　常義

42 長野県 長野県飯田風越高等学校 1 宇佐美　雄太 42 長野県 東筑摩郡波田町 造林手 田中　昭三

43 長野県 長野県下伊那農業高等学校 2 野口　土雄 43 長野県 飯田市 竹炭生産 佐々木　健司

44 岐阜県 岐阜東高等学校 4 加藤　朝陽 44 滋賀県 彦根市 シイタケ栽培 澤　増雄

45 岐阜県 岐阜県立郡上高等学校 3 佐藤　広大 45 岐阜県 美濃市 船大工 那須　清一

46 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等学校 2 中野　陽平 46 岐阜県 飛騨市 紙漉き 柏木　昭人

47 岐阜県 岐阜県立郡上高等学校 3 吉田　拓真 47 岐阜県 瑞穂市 柳行李づくり 松野　好成

48 静岡県 静岡県立天竜林業高等学校 2 今井　秀樹 48 長野県 木曽郡南木曽町 ろくろ細工 大蔵　盛司

49 静岡県 静岡県立富士東高等学校 2 大竹　遼 49 愛知県 西加茂郡三好町 養蜂 井上　一二

50 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 3 後藤　拓朗 50 岐阜県 恵那市 ヘボ捕り 三宅　尚巳

51 静岡県 静岡県立二俣高等学校 2 中山　朋美 51 京都府 京都市 北山丸太加工 尾島　俊明

52 静岡県 オイスカ高等学校 1 横原　泉 52 静岡県 浜松市 大径木の伐採 繁高　武男

53 愛知県 東海高等学校 1 青木　駿祐 53 岐阜県 加茂郡富加町 樵・そま師 内橋　良三

54 愛知県 愛知県立猿投農林高等学校 2 小野田　健人 54 愛知県 北設楽郡豊根村 造林手 山本　かつゑ

55 愛知県 愛知県立稲沢高等学校 2 角田　奈津絵 55 愛知県 新城市 茅葺き 安藤　義一

56 愛知県 愛知県立安城農林高等学校 2 長坂　公章 56 静岡県 浜松市 機械集材 栗澤　和市

57 三重県 三重県立久居農林高等学校 3 田原　健志 57 三重県 松阪市 樵・そま師 上尾　欽吾

58 滋賀県 東山高等学校 1 井上　峻 58 京都府 福知山市 漆掻き 岡本　嘉明

59 滋賀県 滋賀県立八日市南高等学校 1 雁瀬　貴次 59 滋賀県 高島市 造林手 栗本　慶一

60 京都府 立命館高等学校 2 古賀　楓子 60 奈良県 吉野郡下市町 杉桶製造 松谷　一二三

61 京都府 京都府立北桑田高等学校 2 仲畑　大 61 京都府 亀岡市 竹加工 野々村　実
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62 大阪府 大阪府立大塚高等学校 2 浅野　剛史 62 奈良県 五條市 大塔坪杓子 新子　薫

63 大阪府 聖母被昇天学院高等学校 2 木村　璃香 63 奈良県 吉野郡吉野町 樽丸造り 栗山　晴昇

64 大阪府 大阪府立松原高等学校 1 田中　望月 64 兵庫県 篠山市 杉玉作り 柴田　勲

65 大阪府 大阪府立農芸高等学校 2 中野　遼 65 和歌山県 新宮市 伐採及び搬出 二石　康行

66 大阪府 大阪府立園芸高等学校 3 山根　伸彦 66 和歌山県 田辺市 木箱製造 千葉　伸身

67 兵庫県 夙川学院高等学校 2 後藤　沙弥佳 67 兵庫県 豊岡市 栃の接ぎ木・栽培 百合　國夫

68 兵庫県 兵庫県立山崎高等学校 2 福井　健人 68 兵庫県 豊岡市 造林手 譲尾　一志

69 奈良県 奈良県立富雄高等学校 3 髙橋　真策 69 奈良県 吉野郡野迫川村 キノコ栽培 川崎　昌助

70 鳥取県 鳥取県立智頭農林高等学校 2 木村　航一 70 鳥取県 鳥取市 シイタケ栽培 梶川　雅義

71 島根県 島根県立出雲農林高等学校 2 森山　径 71 島根県 安来市 太鼓づくり 竹内　義弘

72 岡山県 岡山県立瀬戸高等学校 1 難波　逸実 72 岡山県 真庭市 ログビルダー 植木　衆

73 広島県 広島県立安芸南高等学校 2 後藤　光 73 鳥取県 鳥取市 炭焼き 山下　富好

74 徳島県 徳島県立富岡東高等学校 1 稲垣　岬 74 香川県 仲多度郡まんのう町 造林手 豊田　均

75 徳島県 徳島県立池田高等学校 2 伊原　佳輝 75 高知県 安芸郡馬路村 曲げ物づくり 四国　勝

76 徳島県 徳島文理高等学校 2 椎野　由佳理 76 愛媛県 今治市 船大工 渡邊　忠一

77 徳島県 徳島県立池田高等学校 1 日浦　花菜 77 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 磨き丸太 小倉　アサヱ

78 香川県 香川県立高松桜井高等学校 1 岡　恵梨佳 78 岡山県 美作市 造林手 小椋　哉

79 香川県 香川県立高松高等学校 1 前川　優子 79 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 造林手（育林） 梶川　二郎

80 愛媛県 愛媛県立丹原高等学校 3 黒河　秀行 80 広島県 神石郡神石高原町 樵・そま師 川村　委助

81 愛媛県 愛媛県立丹原高等学校 2 山内　泰典 81 愛媛県 西予市 造林手（品種改良） 二宮　一雄

82 高知県 高知県立幡多農業高等学校 3 樋永　あかね 82 高知県 高岡郡四万十町 シイタケ栽培 安藤　精馬

83 福岡県 福岡県立八幡高等学校 2 上田　美佳子 83 山口県 萩市 機械集材 上村　忠

84 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3 尾辻　こなみ 84 島根県 浜田市 養蜂 山本　徹

85 福岡県 福岡県立田川科学技術高等学校 2 鋤先　祐弥 85 福岡県 朝倉郡筑前町 シイタケ栽培 大石　登

86 福岡県 福岡大学附属大濠高等学校 2 髙木　佑基 86 広島県 竹原市 筍掘り 佐渡　文武

87 福岡県 福岡県立福岡魁誠高等学校 2 髙田　法子 87 鳥取県 日野郡日野町 枌(コア・ソギ)職人 中村　庸一

88 福岡県 福岡県立福岡魁誠高等学校 2 中島　絢香 88 鳥取県 鳥取市 木工クラフト 荻原　克明

89 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2 池田　衣里 89 大分県 国東市 製竹 上野山　貞男

90 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2 大串　健一 90 佐賀県 唐津市 造林手 諸熊　雅博

91 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2 筒井　大視 91 長崎県 長崎市 樹木医 松田　正美

92 佐賀県 佐賀県立伊万里農林高等学校 2 藤　友博 92 長崎県 対馬市 シイタケ栽培 永尾　賢一

93 長崎県 長崎県立諫早農業高等学校 2 初村　成己 93 熊本県 玉名郡南関町 伐採及び搬出 岩崎　正一

94 熊本県 熊本県立水俣工業高等学校 2 小水流　満 94 熊本県 阿蘇郡高森町 造林手 渡辺　真佐末

95 大分県 大分県立佐伯豊南高等学校 2 赤松　由佳 95 大分県 竹田市 シイタケ栽培 佐藤　藤夫

96 大分県 大分県立佐伯豊南高等学校 2 五十川　めぐみ 96 大分県 杵築市 造林手（苗木づくり） 石田　照太郎

97 大分県 大分県立佐伯豊南高等学校 3 下川　智彦 97 宮崎県 日南市 木材特殊加工 池田　誠宏

98 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 6 藤田　建吾 98 鹿児島県 日置市 造林手（苗木づくり） 東峯　政勝

99 鹿児島県 鹿児島県立伊佐農林高等学校 2 立山　恭平 99 鹿児島県 薩摩郡さつま町 紙漉き 野元　八千代

100 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 2 湧川　望羽 100 沖縄県 国頭郡国頭村 造林手 大城　盛雄


