
№ 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 北海道中標津農業高等学校 2 森　勇敬 1 北海道 磯谷郡蘭越町 かんじき作り 宮武　良雄

2 青森県 青森県立八戸南高等学校 2 小山　千穂 2 青森県 三戸郡田子町 木工職人 大坊　健三

3 青森県 青森県立五所川原農林高等学校 3 樋口　祥也 3 青森県 西津軽郡深浦町 造林手 舘口　久雄

4 青森県 青森県立五所川原農林高等学校 2 盛　真人 4 北海道 檜山郡厚沢部町 造林手 杉山　芳雄

5 岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 1 内田　哲太 5 秋田県 鹿角市 草木染め 阿部　壽

6 岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 1 髙森　俊輔 6 岩手県 九戸郡洋野町 シイタケ栽培 高屋敷　幸雄

7 宮城県 宮城県石巻工業高等学校 2 井上　香奈 7 宮城県 石巻市 茅葺師 熊谷　貞好

8 宮城県 宮城県柴田農林高等学校川崎校 1 日下　杏梨 8 岩手県 遠野市 馬搬・地駄曳き 見方　芳勝

9 宮城県 宮城県柴田農林高等学校川崎校 1 村上　紗佳 9 秋田県 南秋田郡五城目町 御矢師 永澤　繁明

10 山形県 山形県立鶴岡工業高等学校 3 本間　光希 10 山形県 鶴岡市 しな布 五十嵐　喜代

11 山形県 山形県立小国高等学校 2 見川　祥 11 新潟県 上越市 大径木伐採 太田　準一

12 福島県 福島県立川口高等学校 1 青栁　萌美 12 福島県 大沼郡会津美里町 苗木づくり 佐藤　孫一

13 福島県 福島県立田村高等学校 2 秋山　萌 13 宮城県 大崎市 桶職人 金田　孝一

14 茨城県 茨城県立大子清流高等学校 1 鈴木　陽二 14 茨城県 久慈郡大子町 機械集材 大蔵　康一

15 栃木県 栃木県立宇都宮工業高等学校 2 佐藤　勇慈 15 秋田県 秋田市 イタヤ細工職人 田口　召平

16 栃木県 栃木県立小山北桜高等学校 1 谷口　典 16 栃木県 那須郡那珂川町 漆掻き 秋田　稔

17 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 2 中野　加奈子 17 群馬県 安中市 素材生産 武井　二郎

18 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 1 丸山　陽平 18 埼玉県 比企郡小川町 シイタケ栽培 安藤　郁夫

19 埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 2 植松　恵美 19 茨城県 久慈郡大子町 漆掻き 飛田　祐造

20 埼玉県 自由の森学園高等学校 2 香西　恵 20 栃木県 栃木市 樽職人 萩原　岩二

21 埼玉県 埼玉県立秩父農工科学高等学校 3 桜井　拓也 21 埼玉県 秩父郡長瀞町 シイタケ栽培 高橋　清次

22 埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 2 島田　杏奈 22 埼玉県 入間市 シイタケ栽培 久保田　勝

23 埼玉県 埼玉県立秩父農工科学高等学校 3 若林　佑幸 23 埼玉県 秩父市 箸づくり 浅見　知司

24 千葉県 千葉県立君津青葉高等学校 3 阿部　航 24 千葉県 印旛郡本埜村 きのこ栽培 五十嵐　秀夫

25 千葉県 千葉県立君津青葉高等学校 3 小澤　祐介 25 千葉県 南房総市 運搬集材 扇割　淳男

26 千葉県 千葉県立鶴舞桜が丘高等学校 2 鈴木　勝也 26 茨城県 石岡市 線香製造 駒村　道廣

27 東京都 東京都立国際高等学校 3 大久保　依美 27 石川県 輪島市 シイタケ栽培 古坊　勝文

28 東京都 東京大学教育学部附属中等教育学校 4 岡部　憲和 28 北海道 松前郡福島町 わら細工 笹島　義廣

29 東京都 東京都立芦花高等学校 1 戸田　知夏 29 東京都 西多摩郡檜原村
マキゾリ・ズマの伝承、

造林手
野村　康夫

30 東京都 東京都立江戸川高等学校 1 鳥海　昭人 30 宮城県 登米市 木工職人 西條　孝一

31 東京都 東京都立五日市高等学校 2 原島　尚子 31 東京都 西多摩郡檜原村 臼・木鉢職人 高橋　泰一

32 神奈川県 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 3 澤本　菜津希 32 石川県 白山市 なめこ栽培 高山　昇

33 富山県 富山県立南砺総合高等学校福野高等学校 2 杉浦　佳祐 33 富山県 氷見市 藤箕づくり 坂下　武夫

34 石川県 石川県立金沢伏見高等学校 2 脊戸　大樹 34 石川県 羽咋郡宝達志水町   樵 中島　寿昭

35 福井県 福井県立福井農林高等学校 1 杉本　李恵 35 福井県 今立郡池田町 炭焼き 宇野　明

36 山梨県 山梨県立北杜高等学校 3 小須田　美季 36 長野県 北佐久郡御代田町 造林・森林ガイド 古越　修

37 山梨県 山梨県立農林高等学校 3 深澤　幸久 37 山梨県 甲州市 木工製作 只木　貞吉

38 山梨県 山梨県立農林高等学校 3 望月　新太 38 山梨県 南巨摩郡身延町 手漉和紙 笠井　啓久

39 長野県 長野県臼田高等学校 1 浅井　紀賢 39 長野県 下水内郡栄村 山菜・きのこ栽培 福原　孝平

40 長野県 長野県木曽青峰高等学校 1 椙本　杏子 40 ※ 長野県 木曽郡木曽町 育林 巾崎　理一

41 長野県 長野県富士見高等学校 2 山本　高大 41 富山県 下新川郡朝日町 紙漉き 米丘　寅吉

42 岐阜県 岐阜県立飛騨高山高等学校 2 奥洞　智太 42 岐阜県 飛騨市 茶花・山菜等の採取 志田　成夫

43 岐阜県 中京高等学校 2 加藤　草平 43 ※ 岐阜県 郡上市 木竹蔓細工 嶋　数男

44 岐阜県 岐阜県立郡上高等学校 3 久古　和貴 44 岐阜県 不破郡関ヶ原町 枝打ち 山本　晃治

45 岐阜県 岐阜県立加茂農林高等学校 2 田口　克大 45 岐阜県 高山市 森林ガイド 小林　繁

46 岐阜県 岐阜県立郡上高等学校 2 中西　悠太 46 岐阜県 郡上市
キハダ樹皮（黄檗）など

薬用産物の利用
立石　清治

47 岐阜県 多治見西高等学校 3 渡辺　徹 47 長野県 木曽郡王滝村 どんぐり加工 瀬戸　美恵子

48 静岡県 静岡県立天竜林業高等学校 2 菅　翔太 48 静岡県 周智郡森町 シイタケ栽培 本多　晴壽

49 静岡県 静岡県立磐田農業高等学校 3 野牧　匠 49 静岡県 牧之原市 竹篭づくり 高塚　春夫

50 静岡県 静岡県立磐田農業高等学校 3 宮田　竜馬 50 長野県 下伊那郡天龍村 森林施業 村澤　崇

第６回森の“聞き書き甲子園”参加高校生と「森の名手・名人」の組み合わせ

高校生 森の名手・名人

資料1



№ 都道府県 高校名 学年 氏名 № 都道府県 市町村 生業等 氏名

高校生 森の名手・名人

51 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 3 柚木　克彦 51 静岡県 下田市 建具・家具職人 山本　富士男

52 愛知県 名古屋市立桜台高等学校 2 庄司　比呂奈 52 愛知県 豊橋市 シイタケ栽培 森　幸一

53 愛知県 愛知県立田口高等学校 1 髙森　星亜 53 愛知県 北設楽郡東栄町 樵 西尾　重光

54 愛知県 愛知県立安城農林高等学校 1 手嶋　寛和 54 愛知県 新城市 そま師 萩平　金次

55 愛知県 愛知県立猿投農林高等学校 2 福元　浩基 55 愛知県 豊田市 矢師・竿師 鈴木　武夫

56 愛知県 名古屋高等学校 3 矢野　宏宜 56 ※ 愛知県 新城市 蜂の子（ヘボ）捕り 今泉　賢一

57 三重県 三重県立久居農林高等学校 2 坂部　正光 57 三重県 津市 大工 川本　房男

58 三重県 三重県立相可高等学校 2 世古　克則 58 三重県 度会郡大紀町 シイタケ栽培 藤原　善一

59 滋賀県 滋賀県立甲南高等学校 2 太田　凌輔 59 滋賀県 東近江市 林業・木工 川嶋　康夫

60 滋賀県 滋賀県立八日市南高等学校 2 鈴村　多偉樹 60 滋賀県 大津市 機械集材 濱嶋　利一

61 京都府 同志社高等学校 1 稲本　朱珠 61 兵庫県 川西市 炭焼き 今西　勝

62 京都府 京都府立北桑田高等学校 2 西田　一紀 62 兵庫県 養父市 苗木生産 澤瀉　文夫

63 大阪府 大阪府立園芸高等学校 3 赤星　晴彦 63 高知県 土佐郡土佐町 そま師 筒井　順一郎

64 大阪府 大阪府立園芸高等学校 2 塩谷　晶子 64 大阪府 貝塚市 つげ櫛職人 田中　育雄

65 大阪府 大阪府立八尾高等学校 2 橋本　夏海 65 広島県 廿日市 けん玉製造 西村　保宣

66 大阪府 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 1 松田　和憲 66 愛媛県 喜多郡内子町 和蝋燭 大森　太郎

67 大阪府 羽衣学園高等学校 2 松原　仁子 67 和歌山県 日高郡日高川町 炭焼き 湯上　昇

68 兵庫県 兵庫県立山崎高等学校 2 中岸　大起 68 兵庫県 宍粟市 苗木生産 畑尾　久男

69 奈良県 天理高等学校 1 池崎　綾香 69 奈良県 吉野郡吉野町 磨丸太生産 上田　善嗣

70 奈良県 智辯学園奈良カレッジ 1 杉本　尚子 70 奈良県 吉野郡黒滝村 ケヤキ指物師 山口　勝

71 鳥取県 鳥取県立倉吉農業高等学校 3 江田　雄兵 71 岡山県 真庭市 がま細工 長尾　妙子

72 鳥取県 鳥取県立倉吉総合産業高等 2 高見　亮摩 72 島根県 鹿足郡津和野町 造林手（作業道づくり） 村上　和寛

73 鳥取県 鳥取県立倉吉農業高等学校 3 徳田　多一郎 73 鳥取県 東伯郡三朝町
伝統建築工法
（継手・仕口）

高野　忠

74 島根県 島根県立益田翔陽高等学校 2 三浦　菜々緒 74 山口県 阿武郡阿武町 農林業（木工） 木村　菊人

75 岡山県 就実高等学校 1 小野　梨香子 75 広島県 庄原市 苗木生産 天野　忠昭

76 岡山県 岡山県立倉敷中央高等学校 1 竹内　涼子 76 岡山県 真庭市 竹細工 川元　富士雄

77 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 2 西本　侑未 77 香川県 木田郡三木町 竹炭焼き 佐々木　英士

78 徳島県 徳島県立池田高等学校 2 大西　くるみ 78 高知県 室戸市 炭焼き 仙頭　博臣

79 徳島県 徳島県立池田高等学校 2 大西　恭代 79 徳島県 三好市 かずら橋架け替え 吉岡　清

80 香川県 香川県立三木高等学校 2 森本　康平 80 香川県 高松市 竹炭焼き 石川　孝

81 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校 2 吾野　美晴 81 愛媛県 西予市 シイタケ栽培 高橋　茂行

82 愛媛県 済美高等学校 2 菅野　芽依 82 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 樵(伐木造材) 山内　司郎

83 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校 2 髙井　あずさ 83 愛媛県 喜多郡内子町 手漉和紙 稲月　千鶴子

84 高知県 高知県立幡多農業高等学校 2 谷　幸美 84 高知県 幡多郡四万十町 川漁師（火振り漁） 土居　明

85 福岡県 福岡県立久留米筑水高等学校 2 朝久　大亮 85 ※ 大分県 日田市 機械集材 森　近

86 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 2 川原　悠 86 長崎県 東彼杵郡東彼杵町 炭焼き 田中　好春

87 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 1 瀬古　智美 87 ※ 熊本県 玉名郡和水町 船大工 高木　義一

88 佐賀県 佐賀県立伊万里農林高等学校 2 田中　泰平 88 佐賀県 佐賀市 紙漉き 谷口　進

89 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2 山口　華奈 89 熊本県 玉名郡南関町 竹細工 四ヶ所　大木

90 佐賀県 佐賀県立伊万里農林高等学校 2 山口　裕也 90 ※ 福岡県 八女市 桶・樽づくり 松延　新治

91 長崎県 長崎県立諫早農業高等学校 2 東　航平 91 ※ 長崎県 長崎市 筍堀り 大山　茂

92 大分県 大分県立佐伯豊南高等学校 2 甲斐　まい子 92 熊本県 上益城郡山都町 造林手 栗屋　克範

93 大分県 大分県立国東農工高等学校 2 國廣　茜 93 大分県 竹田市 シイタケ栽培 三田井　昇

94 大分県 大分県立佐伯豊南高等学校 2 濱田　友美 94 ※ 大分県 豊後大野市 山菜採り 小野　九州男

95 宮崎県 宮崎第一高等学校 2 楠原　大輔 95 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 シイタケ栽培 奈須　高光

96 宮崎県 宮崎第一高等学校 2 廣兼　綾香 96 ※ 宮崎県 南那珂郡北郷町 採穂 佐師　正利

97 鹿児島県 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 2 岩本　誠 97 鹿児島県 川辺郡知覧町 竹細工 御園　益雄

98 沖縄県 沖縄県立首里高等学校 3 金城　優華 98 ※ 沖縄県 石垣市 面づくり 田場　由盛

99 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 2 長岡　愛加 99 ※ 沖縄県 国頭郡今帰仁村 ワラビ細工 大城　タマ

100 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 2 宮城　知美 100 ※ 沖縄県 国頭郡国頭村 造林手 大城　盛雄

(注）※は、19年度ではなく過去に「森の名手・名人」に選定され、第６回森の“聞き書き甲子園”にも御協力いただく方々。


