
№ 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 藤女子高等学校 2 阿部　真央 1 ○ 北海道 江別市 ヤツメウナギ漁 熊谷　幸弘

2 北海道 北海道岩見沢農業高等学校 2 大竹　信典 2 北海道 虻田郡京極町 造林手 滝谷　千代治

3 北海道 北海道帯広農業高等学校 3 齋藤　諒介 3 北海道 上川郡下川町 チェンソーカービング 児玉　光

4 青森県 青森県立八戸南高等学校 2 浅田　千草 4 青森県 十和田市 苗木生産 高橋　七郎

5 青森県 八戸工業大学第二高等学校 2 梅内　美鈴 5 青森県 むつ市 青森ヒバ籠づくり 柴田　円治

6 青森県 八戸工業大学第二高等学校 2 慶長　もも子 6 北海道 檜山郡上ノ国町 わら・スゲ細工 金子　鶴雄

7 岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 1 宇部　史紀 7 岩手県 遠野市 シイタケ栽培 菊池　英雄

8 岩手県 盛岡女子高等学校 1 佐々木　かえで 8 秋田県 横手市 木製建具師 小松　俊悦

9 岩手県 岩手県立盛岡農業高等学校 2 山田　雄介 9 秋田県 秋田市 樹木医 藤嶋　重信

10 宮城県 宮城県柴田農林高校川崎校 1 大宮　真乃 10 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 炭焼き・炭窯づくり 佐藤　光夫

11 宮城県 宮城県石巻工業高等学校 1 佐々木　瑞季 11 宮城県 大崎市 こけし製作 伊藤　松一

12 秋田県 秋田県立角館高等学校 1 小原　大和 12 秋田県 南秋田郡五城目町 山菜・キノコ採り 今野　千恵子

13 秋田県 秋田県立角館高等学校 3 藤田　絵梨 13 山形県 東田川郡庄内町 建具工 柿崎　光雄

14 山形県 山形県立米沢工業高等学校 2 吉井　久子 14 山形県 西置賜郡白鷹町 古典桜保護・増殖 金田　聖夫

15 福島県 福島県立田村高等学校 2 管野　みわ 15 福島県 河沼郡会津坂下町 桐苗木生産 佐瀬　雄蔵

16 福島県 福島県立田村高等学校 2 佐藤　由佳 16 茨城県 常陸大宮市 紙漉 菊池　正氣

17 茨城県 茨城県立大子清流高等学校 1 大森　高広 17 茨城県 久慈郡大子町 家具建具製造 河野　準之介

18 栃木県 栃木県立真岡工業高等学校 2 上野　莉奈　 18 ○ 岩手県 釜石市 箱メガネ漁、アワビの鈎取り技法 堀内　晴美

19 栃木県 栃木県立宇都宮工業高等学校 2 猿山　佳伸 19 栃木県 塩谷郡塩谷町 マタギ 植木　功

20 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 2 星野　祐太 20 群馬県 吾妻郡六合村 こね製作 関　千代衛

21 群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 1 松﨑　真輝 21 群馬県 沼田市 樹皮・蔓工芸 金子　幸江

22 埼玉県 埼玉県立秩父農工科学高等学校 3 折原　悟大 22 埼玉県 秩父郡横瀬町 運搬材手 赤岩　森夫

23 埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 2 中川　沙羅葉 23 埼玉県 比企郡ときがわ町 建具職人 畑　一男

24 埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 2 吉井　萌恵 24 ○ 神奈川県 横須賀市 シラス漁 岩﨑　晃次

25 千葉県 千葉県立津田沼高等学校 1 鈴木　朝子 25 長野県 長野市 建具職人 横田　栄一

26 千葉県 千葉県立君津青葉高等学校 3 須田　淳太 26 千葉県 市原市 チェーンソーカービング 栗田　宏武

27 千葉県 国府台女子学院高等部 1 南川　智美 27 長野県 長野市 山菜料理 水野　千代

28 東京都 早稲田大学高等学院 2 井本　大貴 28 北海道 檜山郡江差町 太鼓づくり 三上　千代蔵

29 東京都 東京都立富士高等学校 2 木勢　翔太 29 秋田県 大仙市 和太鼓づくり 鈴木　孝喜

30 東京都 帝京高等学校 2 豎山　世奈 30 群馬県 吾妻郡中之条町 木竹細工 飯塚　真澄

31 東京都 学習院高等科 2 橋本　晋太郎 31 東京都 西多摩郡日の出町 蔓細工 橋本　省一郎

32 東京都 東星学園高等学校 2 山崎　朋子 32 埼玉県 日高市 竹細工 新井　正一

33 東京都 日本女子大附属高等学校 3 大和　真希子 33 ○ 福井県 坂井市 海女 柳田　しのぶ

34 神奈川県 慶應義塾高等学校 3 工藤　大貴 34 北海道 枝幸郡中頓別町 山子 高橋　清

35 新潟県 新潟県立長岡高等学校 3 神保　大樹 35 新潟県 村上市 草木染め 山上　茂雄

36 新潟県 新潟県立高田農業高等学校 3 米山　由貴 36 新潟県 上越市 木挽き 飯田　茂司

37 富山県 富山県南砺総合高等学校福野高等学校 2 橋本　加菜 37 富山県 砺波市 そま師 南部　五兵衛

38 石川県 石川県立大聖寺高等学校 2 浅井　菜那 38 石川県 鳳珠郡能登町 炭焼き 小箱　政治

39 山梨県 山梨県立甲府西高等学校 2 内田　俊樹 39 長野県 茅野市 鋸製造 牛山　元文

40 長野県 長野県立臼田高等学校 1 井出　雅人 40 長野県 長野市 竹細工 曽根原　治久

41 長野県 長野県富士見高等学校 2 上原  春実 41 長野県 北安曇郡小谷村 炭焼き・炭窯づくり 山本　國弥

42 長野県 長野県立木曽青峰高等学校 1 園原　空良 42 長野県 木曽郡上松町 伝統的伐倒職人 吉川　康男

43 長野県 長野県富士見高等学校 2 竹前　千春 43 長野県 木曽郡南木曽町 桧笠職人 三石　富子

44 岐阜県 岐阜県立郡上高等学校 3 遠藤　翔太 44 岐阜県 郡上市 チェンソーカービング 平野　守

45 岐阜県 岐阜県立郡上高等学校 2 瀬川　保乃香 45 岐阜県 郡上市 山菜採り 上平　活良

46 岐阜県 岐阜県立岐阜農林高等学校 1 成瀬　衛 46 岐阜県 郡上市 苗木生産 田中　正利

47 岐阜県 岐阜県立加茂農林高等学校 2 南　貴之 47 岐阜県 飛騨市 森林ガイド 石橋　智

48 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 1 池上　真弘 48 岐阜県 岐阜市 宮大工 堀部　純行

49 静岡県 静岡県立下田高等学校南伊豆分校 2 金森　みなみ 49 静岡県 賀茂郡河津町 ログハウス 土屋　宗一郎

50 静岡県 静岡県立科学技術高等学校 2 小早川　直輝 50 山梨県 南巨摩郡南部町 ログハウス 市川　巌

51 静岡県 静岡県立静岡農業高等学校 2 山本　航平 51 岐阜県 中津川市 宮大工 伊藤　博

52 愛知県 愛知県立猿投農林高等学校 1 加藤　悠希 52 長野県 木曽郡南木曽町 ロろくろ細工 小椋　榮一

53 愛知県 愛知県立田口高等学校 2 後藤　隆裕 53 愛知県 北設楽郡豊根村 造林手 清水　光春

第８回森の“聞き書き甲子園”参加高校生と「森の名手・名人」「海・川の名人」の組み合わせ

高校生 「森の名手・名人」・「海・川の名人」
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№ 都道府県 高校名 学年 氏名 都道府県 市町村 生業等 氏名

54 愛知県 愛知啓成高等学校 1 仙波　美幸 54 三重県 南牟婁郡御浜町 家具職人 中山　豊

55 三重県 三重県立久居農林高等学校 2 中村　駆 55 和歌山県 東牟婁郡北山村 筏師 東　渉

56 京都府 京都府立北桑田高等学校 2 老籾　千央 56 ○ 京都府 京丹後市 漁師 松尾　省二

57 京都府 京都産業大学付属高等学校 2 藤林　季代美 57 福井県 大飯郡高浜町 指物師 土本　保

58 大阪府 向陽台高等学校 1 井上　貴洋 58 大阪府 東大阪市 額縁職人 上田　隆造

59 大阪府 大阪府立東百舌鳥高等学校 1 植林　祐貴 59 和歌山県 橋本市 建具・工芸品製作 池田　秀孝

60 大阪府 大阪府立園芸高等学校 2 西川　和穂 60 滋賀県 高島市 造林手・狩猟 松原　勲

61 大阪府 大阪府立園芸高等学校 2 春木　貴志 61 石川県 金沢市 木工芸・建具職人 石森　良洋

62 大阪府 大阪府立農芸高等学校 2 宮崎　真友子 62 和歌山県 海南市 漆精製師 三木　寛昭

63 兵庫県 兵庫県立松陽高等学校 2 朝田　彩音 63 奈良県 御所市 山野草料理人 前田　忠慶

64 兵庫県 兵庫県立山崎高等学校 2 中石　竜一 64 滋賀県 甲賀市 シイタケ栽培 中本　清治

65 奈良県 智辯学園高等学校 1 辻井　佑里加 65 福井県 大飯郡高浜町 木竹細工 廣野　美一

66 奈良県 智辯学園高等学校 1 道勇　友美 66 奈良県 吉野郡川上村 造林手 辻谷　達雄

67 奈良県 大和高田市立高田商業高等学校 1 松尾　佳奈 67 奈良県 吉野郡下北山村 森林ガイド 野崎　和生

68 鳥取県 米子松蔭高等学校 2 岩澤　明 68 鳥取県 東伯郡三朝町 背負子制作 澤成　広・節子

69 島根県 島根県立松江北高等学校 1 広江　菜月 69 島根県 雲南市 造林手 堀江　正

70 岡山県 岡山県立矢掛高等学校 2 桑木　晃太郎 70 島根県 松江市 木地師 有澤　好男

71 岡山県 岡山県立矢掛高等学校 2 原田　珠実 71 鳥取県 東伯郡三朝町 樵 岩本　輝義

72 岡山県 岡山市立岡山後楽館高等学校 1 森田　顕 72 岡山県 真庭市 建具職人 佐田　時信

73 広島県 国立広島大学附属福山高等学校 2 三次　好華 73 広島県 山県郡北広島町 茅葺き師 井野　文之助

74 山口県 山口県立山口農業高等学校 1 桑原　嵩平 74 兵庫県 西宮市 紙漉 谷野　武信

75 徳島県 徳島県立川島高等学校 1 郷司　理沙 75 高知県 室戸市 炭焼き（備長炭） 杉本　正一郎

76 香川県 香川県立高松桜井高等学校 2 森口　茜加音 76 徳島県 海部郡海陽町 炭焼き（白炭） 原田　幸延

77 香川県 香川県立琴平高等学校 2 山本　香織 77 香川県 東かがわ市 造林手 木村　薫

78 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校 2 菊池　富士美 78 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 造林手 大森　恒雄

79 愛媛県 済美高等学校 2 小藤田　悠希 79 愛媛県 大洲市 炭焼き（伊予の切炭） 村上　春義

80 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校 2 西森　丈晃 80 ○ 高知県 高知市 川づくり名人 福留　脩文

81 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校 2 山中　恒輝 81 愛媛県 喜多郡内子町 棕櫚細工 長生　志郎

82 高知県 高知県立高知農業高等学校 2 石本　光 82 愛媛県 北宇和郡鬼北町 シイタケ栽培 芝　茂

83 高知県 高知県立高知農業高等学校 1 下村　麻美 83 徳島県 徳島市 指物師 富永　眞平

84 高知県 高知県立嶺北高等学校 2 高橋　寛人 84 高知県 香美市 苗木生産 石川　彰宏

85 福岡県 福岡県立門司学園高等学校 1 勝本　育実 85 山口県 阿武郡阿武町 地域づくり 白松　博之

86 福岡県 福岡魁誠高等学校 1 嶋本　正太 86 ○ 岡山県 備前市 藻場再生 本田　和士

87 福岡県 福岡県立糸島農業高等学校 2 柚木　文子 87 島根県 浜田市 宮大工 小松原　峰雄

88 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 2 池田　実咲 88 ※ 佐賀県 唐津市 林床栽培 田久保　正隆

89 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 2 田中　優志 89 ※ 佐賀県 唐津市 造林手 諸熊　雅博

90 佐賀県 佐賀県立伊万里農林高等学校 2 丸尾　一弥 90 佐賀県 鳥栖市 建具職人 吉原　良輔

91 長崎県 長崎県立島原農業高等学校 2 田中　穂奈美 91 ※ 長崎県 東彼杵郡東彼杵町 炭焼き 田中　好春

92 長崎県 長崎県立西陵高等学校 2 濵口　達 92 栃木県 宇都宮市 指物師 黒崎　啓弘

93 長崎県 長崎県立諫早農業高等学校 2 森田　淳 93 長崎県 長崎市 船大工 塚原　祥禎

94 熊本県 熊本県立ひのくに高等養護学校 3 井上　彩香 94 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 苗木生産 羽田　誠次

95 熊本県 玉名白梅学園玉名女子高等学校 2 東　恭子 95 熊本県 人吉市 機械改良 井上　重徳

96 大分県 大分県立大分西高等学校 3 亀山　恵里 96 ※ 大分県 玖珠郡九重町 樵・そま師 佐藤　嘉久二

97 大分県 大分県立日田林工高等学校 2 古賀　大智 97 大分県 中津市 木工芸職人 藤原　武夫

98 大分県 大分県立大分西高等学校 3 了戒　可奈子 98 神奈川県 鎌倉市 宮大工 松本　髙広

99 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 4 江藤　慶太 99 ※ 宮崎県 東臼杵郡椎葉村 マタギ 尾前　善則

100 宮崎県 宮崎県立延岡高等学校 1 土井　理美 100 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 シイタケ栽培 日与川　和志

101 宮崎県 宮崎県立都城西高等学校 2 橋口　恵里香 101 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 土埋木生産・搬出 高田　久夫

102 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 4 諸岡　若葉 102 千葉県 船橋市 木工・竹細工 小林　正幸

103 鹿児島県 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 2 園田　裕介 103 鹿児島県 志布志市 シイタケ栽培 中川　式司郎

104 沖縄県 沖縄県立宜野座高等学校 3 嘉数　雄馬 104 群馬県 高崎市 重機オペレーター 岡本　悦洋

105 沖縄県 沖縄県立北部農林高等学校 1 坂下　南実子 105 沖縄県 名護市 染色（琉球藍）・栽培 上山　弘子

106 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 1 宮城　公子 106 ※ 沖縄県 石垣市 サバニ大工 新城　康弘

(注）※は、21年度ではなく過去に「森の名手・名人」に選定され、第8回森の“聞き書き甲子園”にも御協力いただく方々。

(注）○は、「海・川の名人」。

高校生 「森の名手・名人」・「海・川の名人」
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