
【森部門】

番号 都道府県 氏名 高校名 学年 都道府県 推薦部門 生業 氏名 年齢

1 北海道 大黒　朱梨 札幌藤女子高等学校 2 千葉県 加工 竹工芸の伝承 石井　茂司 93

2 北海道 中本　真子 北海道札幌旭丘高等学校 1 北海道 加工 炭窯づくり・炭焼き 鈴木　正徳 94

3 北海道 藤田　拓 北海道岩見沢農業高等学校 2 秋田県 森づくり 苗木生産 田 村　政 則 54

4 青森県 林　沙央里 八戸工業大学第二高等学校 2 岩手県 森の恵み しいたけ栽培 久慈　石太郎 80

5 岩手県 佐藤　栞 岩手県立盛岡農業高等学校 2 青森県 加工 家具職人 中西　勇太郎 84

6 宮城県 小山　貴弘 宮城県立石巻工業高等学校 1 山形県 森づくり 枝打ち 佐藤　政巳 58

7 山形県 齋藤　香穗 山形県立小国高等学校 1 山形県 森づくり 苗木づくり 大沼　健蔵 85

8 山形県 五十嵐　千夏 山形県立鶴岡北高等学校 2 山形県 加工 指物師 菊地　秀雄 60

9 茨城県 益子　裕太 茨城県立大子清流高等学校 1 茨城県 森の恵み 漆掻き 安島　道男 81

10 栃木県 小倉　弘大 栃木県立宇都宮工業高等学校 2 新潟県 加工 木挽き大工 清水　峯一 68

11 栃木県 広木　理香子 作新学院高等学校 2 神奈川県 森づくり 農林業 杉山　精一 61

12 群馬県 小俣　晶子 群馬県立大泉高等学校 3 群馬県 森の恵み シイタケ生産 今井　隆 57

13 埼玉県 島﨑　郁弥 埼玉県立秩父農工科学高等学校 2 埼玉県 森づくり 林業 松村　至 52

14 埼玉県 時村　真亜子 筑波大学附属坂戸高等学校 2 埼玉県 森づくり 林業 守屋　明治 74

15 千葉県 町田　彩夏 市川学園市川高等学校 1 東京都 加工 建具製作 武井　清 69

16 東京都 西村　郁佳 東星学園高等学校 1 埼玉県 森づくり 林業 小澤　章三 71

17 東京都 田中　友貴 北豊島学園北豊島高等学校 2 静岡県 加工 漆器・塗下駄製造 八木　陸夫 75

18 神奈川県 古川　創太 横須賀学院高等学校 2 神奈川県 森の恵み 狩猟業 杉本　一 73

19 新潟県 三輪　望 新発田中央高等学校 2 新潟県 森づくり 樹木医 佐藤　賢一 60

20 石川県 松井　公志 石川県立金沢西高等学校 1 石川県 森の恵み 漆掻き 古地　喜太郎 86

21 富山県 宮下　智子 富山県立氷見高等学校 2 富山県 加工 野鍛冶職人 大久保　中秋 80

22 富山県 小谷　創 富山県立氷見高等学校 1 富山県 加工 竹細工職人 山下　一男 87

23 富山県 石見　香保梨 富山県立南砺福野高等学校 2 福井県 森づくり 専業林家 江端　俊慧 67

24 山梨県 佐藤　南 山梨県立中央高等学校 1 山梨県 加工 炭焼き 平山　金吾 80

25 長野県 志水　万里子 長野県木曽青峰高等学校 1 長野県 加工 箸製造・卸業 木下　吉也 83

26 長野県 市川　哲也 長野県臼田高等学校 1 長野県 森の伝承・文化 お六櫛製造・指導 北川　聰 77

27 岐阜県 服部　裕也 岐阜県立加茂農林高等学校 2 岐阜県 森づくり 造林手（枝打ち） 安江　正行 75

28 岐阜県 　孝森　博樹 岐阜県立郡上高等学校 3 岐阜県 森の恵み シイタケ栽培 山田　多賀男 80

29 静岡県 小川　豪  静岡県立静岡農業高等学校 1 山梨県 森づくり 農林業、旅館業 杉山　好史 81

30 愛知県 小川　瑳笑 愛知県立田口高等学校 2 愛知県 森の恵み 林間わさび栽培 夏目　博幸 78

31 三重県 中野　泰裕 梅村学園三重高等学校 4 奈良県 森づくり 造林手 竹内　信市 70

32 京都府 西山　瑠美 京都府立北桑田高等学校 2 滋賀県 加工 かご作り 太々野　功 75

33 大阪府 張　玉蓮 大阪府立枚岡樟風高等学校 2 兵庫県 森の恵み しいたけ栽培 水田　進 62

34 大阪府 松下　眞彩子 大阪府立港南造形高等学校 2 和歌山県 森づくり 機械集材 大江　日出勇 72

35 兵庫県 横野　皇成 兵庫県立山崎高等学校 2 岡山県 森の伝承・文化 漆器製造 高山　雅之 84

36 岡山県 廣畑　颯 岡山県立林野高等学校 2 鳥取県 加工 家具、木工芸品、製材 柿田　隆 58

37 山口県 村上　瞳 山口県立大津高等学校 2 山口県 森づくり 造林手（苗木づくり） 高見　幸雄 71

38 山口県 右田　貴大 山口県立山口農業高等学校 1 島根県 加工 大工、彫刻 石川　和美 68

39 香川県 笹部　美由紀 香川県立琴平高等学校 3 香川県 森づくり 農林業（造林手） 谷本　節夫 79

40 愛媛県 野村　幸平 済美高等学校 2 香川県 加工 経木づくり 糸川　健市 83
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番号 都道府県 氏名 高校名 学年 都道府県 推薦部門 生業 氏名 年齢

41 愛媛県 橋梅　和音 愛媛県立伊予農業高等学校 2 愛媛県 加工 木工 井村　靖博 64

42 高知県 佐竹　大和 高知県立幡多農業高等学校 2 愛媛県 森づくり 伐木造材 森　福栄 60

43 佐賀県 川村　直也 佐賀県立伊万里農林高等学校 1 佐賀県 森の恵み 山菜料理 西　要子 70

44 長崎県 村中　悟志 長崎県立諫早農業高等学校 2 長崎県 森の恵み ハラン生産 髙月　篤 67

45 熊本県 松崎　由佳 熊本 県立芦北高等学校 2 福岡県 森の伝承・文化 きじ車製作 宮本　彌一郎 77

46 大分県 相良　貴裕 大分県立日田林工高等学校 1 福岡県 森の伝承・文化 棕櫚箒 木下　且益 76

47 宮崎県 芹田　あきほ 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 5 京都府 加工 林業、銘木加工 原田　貞夫 72

48 宮崎県 酒井　優嘉 宮崎県立妻高等学校 3 大分県 加工 炭焼き 寺嶋　静夫 76

49 鹿児島県 東別府　省伍 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 2 熊本県 森づくり 農林業（育林） 池松　重孝 59

50 鹿児島県 東　真帆 鹿児島純心女子高等学校 1 沖縄県 加工 船大工 越來　治喜 57

51 沖縄県 池原　憂人 沖縄県立中部農林高等学校 3 沖縄県 加工 木工芸職人 高良　輝幸 56

【海・川部門】

番号 都道府県 名前 高校名 学年 都道府県 推薦部門 生業 氏名 年齢

52 北海道 佐藤　久瑠実 北海道函館水産高等学校 1 青森県 海・川の恵み 漁師（マグロ漁） 山崎　倉 61

53 青森県 杉本　和優 青森県立青森南高等学校 2 岩手県 海・川の自然再生 カキ養殖、漁師（磯建網漁） 山根　幸伸 53

54 群馬県 小林　零 群馬県立尾瀬高等学校 1 秋田県 海・川の生活文化 佃煮加工 千田　清隆 54

55 東京都 祝　雅文 自由の森学園中等高等学校 1 北海道 海・川の恵み 漁師（コンブ漁） 志和　昭則 58

56 千葉県 篠塚　太一 千葉県立小見川高等学校 2 千葉県 海・川の恵み 漁師（一本釣り） 金高　重雄 79

57 東京都 藤田　凛爽 東京都立大泉高等学校 2 福井県 海・川の手業 漁具制作 菅原　通博 75

58 神奈川県 中山　奈津美 神奈川県立上溝高等学校 2 福井県 海・川の恵み 漁師 上亟　幸一 68

59 埼玉県 塩原　由士 美川特区アットマーク国際高等学校 2 石川県 海・川の生活文化 糠漬け・粕漬け製造業 任田　吉平 59

60 福井県 坪内　暢輝 福井県立大野高等学校 2 福井県 海・川の恵み 海女 小中　節子 61

61 長野県 松本　優弥 長野県臼田高等学校 1 長野県 海・川の恵み 川漁師（ワカサギ漁等） 林　紀明 67

62 愛知県 阿部　和希 愛知県立海翔高等学校 1 福井県 海・川の自然再生 漁師（一本釣り） 梅野　茂雄 76

63 大阪府 田河　彰 大阪府立園芸高等学校 1 兵庫県 海・川の手業 漁具制作（鮎毛針） 福田　幸夫 62

64 岡山県 鳥越　祐充 岡山県立矢掛高等学校 1 三重県 海・川の恵み 黒海苔養殖 大橋　純郎 64

65 岡山県 尾瀬　妃那実 岡山県立岡山南高等学校 1 岐阜県 海・川の恵み 川漁師（サツキマス漁等） 大橋　亮一 75

66 愛媛県 岡本　小枝 愛媛県立八幡浜高校 1 高知県 海・川の生活文化 宗田節製造業 新谷　幸洋 61

67 高知県 田上　稔浩 高知県立嶺北高等学校 2 徳島県 海・川の恵み 漁師（クエ縄漁、刺網漁） 門田　保夫 74

68 福岡県 小川　絢子 福岡県立八幡高等学校 1 広島県 海・川の恵み 漁師（タチウオの一本釣り） 西永　秀和 56

69 佐賀県 江口　志穂 佐賀県立伊万里高等学校 2 熊本県 海・川の自然再生 漁師 岩﨑　巧 77

70 宮崎県 落合　育実 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 5 熊本県 海・川の手業 船大工 松岡　亀松 81

71 沖縄県 盛田　優輝 昭和薬科大学附属高等学校 1 愛知県 海・川の自然再生 漁師（定置網漁） 石川　金男 71

※隣り合う高校生と名人が聞き書きの組み合わせとなります。

高校生 森の名手・名人

高校生 海・川の名人


