
【森部門】

都道府県 氏名 学校名 学年 都道府県 氏名 生業 年齢

1 北海道 高橋 清伽 藤女子高等学校 2 北海道 村田 一司 造林・育林・素材生産 83

2 北海道 尾井 真穂 北海道岩見沢農業高等学校 2 北海道 髙岡 一男 桶・樽職人 79

3 北海道 岩井 沙也佳 北海道札幌旭丘高等学校 1 北海道 丹野 利春 造林手 88

4 青森県 山田 菜那衣 青森県立青森南高等学校 2 青森県 阿保 六知秀 郷土玩具づくり 63

5 青森県 大久保 朋子 八戸工業大学第二高等学校 2 青森県 田中 裕 林業 59

6 岩手県 川村 恵菜 岩手県立盛岡農業高等学校 2 秋田県 齋藤 國男 漆芸工業 71

7 秋田県 生駒 孝文 秋田県立由利高等学校 1 秋田県 三熊 新一 銘木製材業 66

8 山形県 太田 侑奈 山形県立酒田東高等学校 1 秋田県 田中 隆一 原木しいたけ栽培　 66

9 山形県 工藤 凛 山形県立鶴岡北高等学校 2 秋田県 阿部 重助 造林手 75

10 福島県 有持 玄樹 福島県立会津農林高等学校 2 山形県 黒田 明雄 造林手 79

11 福島県 渡邊 大 福島県立会津農林高等学校 2 福島県 遠藤 芳子 桶職人 73

12 福島県 髙橋 健悟 福島県立本宮高等学校 2 岩手県 菅原 周一 空師 62

13 栃木県 大島 ゆい 矢板中央高等学校 2 宮城県 宍戸　源子 蔓細工づくり 80

14 群馬県 萩原 明日香 群馬県立尾瀬高等学校 1 群馬県 森田 富雄 しいたけ栽培 62

15 群馬県 島村 卓弥 群馬県立勢多農林高等学校 2 茨城県 猪ノ原 昭廣 桐材加工 57

16 埼玉県 田島 佑亮 埼玉県立秩父農業工科学高等学校 2 埼玉県 久保 円重 銘木製材業 76

17 埼玉県 原田 みどり 筑波大学附属坂戸高等学校 2 栃木県 青木 浩 茶の湯炭生産 82

18 千葉県 高津 喜広 千葉県立茂原樟陽高等学校 1 千葉県 鈴木 士朗 石切り、石問屋 87

19 東京都 山口 椋 自由学園 1 茨城県 稲川 武男 漆器職人 73

20 東京都 佐竹 藍子 聖心女子学院高等科 3 茨城県 大森 保夫 家具建具製造 78

21 東京都 永見 正恵 帝京大学高等学校 1 東京都 小野 幸夫 木工職人 69

22 東京都 城所 真衣 和光高等学校 2 神奈川県 長島 貴 竹林整備・活用 75

23 神奈川県 小中 美穂 神奈川県立相模原中等教育学校 2 神奈川県 山口 富治 苗木生産 81

24 富山県 林 宏和 富山県立氷見高等学校 2 富山県 木村 昭二 菅笠の骨組みづくり 86

25 石川県 青栁 大輔 石川県立七尾高等学校 2 新潟県 小田 茂弘 木工製作 73

26 石川県 坪野 里紗 石川県立志賀高等学校 2 石川県 中島 寿昭 樵 74

27 福井県 髙倉 智泉 北陸高等学校 2 福井県 八杉 健治 林業 63

28 山梨県 大神田 弥夢 山梨県立富士北稜高等学校 2 山梨県 井上 誠次 しいたけ栽培 81

29 長野県 高木 理紗子 長野県木曽青峰高等学校 1 長野県 笹岡 紀美雄 苗木生産 65

30 長野県 清水 享介 長野県臼田高等学校 2 長野県 新津 虎芳 狩猟 68

31 長野県 吉森 和音 長野県南安曇農業高等学校 3 新潟県 関口 秀国 炭焼き 69

32 岐阜県 野尻 涼太 岐阜県立飛騨高山高等学校 1 富山県 村上 光進 山村食文化の伝承 66

33 岐阜県 森 健吾 岐阜県立岐阜農林高等学校 1 静岡県 鈴木 利春 大径木伐採・架線集材 64

34 岐阜県 浦崎 幹八郎 岐阜工業高等専門学校 2 岐阜県 長屋 一男 和傘轆轤（ろくろ）づくり 63

35 岐阜県 安藤 大知 麗澤瑞浪高等学校 2 静岡県 伊藤 敏郎 大径木伐採・架線集材 64

36 岐阜県 細江 凛 麗澤瑞浪高等学校 1 長野県 西田 源一 野根板割り 84

37 静岡県 高橋 香帆 静岡県立下田高等学校 1 静岡県 武藤 勇 建築大工 71

38 静岡県 青木 和正 静岡県立沼津東高等学校 1 静岡県 海野 善久 自伐林家 66

39 静岡県 池ノ谷 泰周 静岡県立沼津東高等学校 1 山梨県 杉山 好史 農林業、旅館業 83

40 愛知県 片桐 みなみ 愛知県立田口高等学校 2 愛知県 筒井 敏夫 炭焼き 85

41 三重県 冨永 燎 三重県立久居農林高等学校 2 奈良県 吉田 光之輔 造林手・銘木製造業 58

42 京都府 村山 哲郎 京都府立北桑田高等学校 2 滋賀県 林 秀隆 木地師 72

43 京都府 鴻池 彩葉 京都府立鴨沂高等学校 1 滋賀県 吹田 政雄 扇骨づくり 65

44 大阪府 藤巻 慶久 大阪府立園芸高等学校 3 北海道 山﨑 正昭 そま師 72

45 大阪府 加来 ひとみ 大阪府立枚岡樟風高等学校 2 和歌山県 久保 良作 キノコ栽培・採取 76

46 大阪府 金山 美咲 大阪府立枚岡樟風高等学校 2 奈良県 上田 克彦 しいたけ栽培 68

47 大阪府 橘 龍仁 清風高等学校 2 北海道 桔梗原 和夫 しいたけ栽培 63

48 兵庫県 松田 宥野 灘高等学校 1 京都府 上辻　儀一 原木しいたけ栽培 75

49 兵庫県 松原 海都 兵庫県立有馬高等学校 1 兵庫県 植田 竹仁斎 竹工芸 76

50 兵庫県 志水 駿 兵庫県立山崎高等学校 2 大阪府 橘 善一 木材加工・木材商 65

51 島根県 土井 望 島根県立吉賀高等学校 2 島根県 岩地 正男 原木しいたけ栽培 65

52 岡山県 延東 颯音 岡山県立林野高等学校 1  鳥取県  大谷 耕象 桐箱・木工職人 72

53 岡山県 滝元 佳乃 岡山県立林野高等学校 1 岡山県 宗安 和彦 育林 81

54 岡山県 長谷川 千夏 岡山県立矢掛高等学校 2  鳥取県  久代 宏一 原木しいたけ栽培 71

55 岡山県 渡邊 あゆみ 岡山県立矢掛高等学校 2 兵庫県 西北 八島 和樽づくり 64
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都道府県 氏名 学校名 学年 都道府県 氏名 生業 年齢

56 広島県 岩本 依梨湖 安田女子高等学校 1 広島県 木原 博和 木工職人 59

57 山口県 池上 翔裕 山口県立山口農業高等学校 1 山口県 井原 英夫 シイタケ栽培 80

58 山口県 田中 真奈 山口県立防府商業高等学校 3 山口県 三浦 英隆 造林手 76

59 山口県 野村 優太 山口県立山口農業高等学校 1 山口県 山田 昭夫 造林手 75

60 徳島県 尾西 楓 徳島県立城西高等学校神山分校 2 徳島県 都築 利夫 苗木生産 65

61 愛媛県 和田 迪子 愛媛県立西条高等学校 2 香川県 有馬 督治 林業 71

62 愛媛県 稲葉 愛笑 愛媛県立宇和高等学校 2 愛媛県 坂本 タマ子 竹加工 77

63 愛媛県 角元 優介 済美高等学校 2 愛媛県 上川 勝利 シイタケ栽培 69

64 高知県 武山 征樹 高知県立幡多農業高等学校 3 愛媛県 久能 二三男 炭焼き・炭窯づくり 66

65 高知県 小島 志郎 高知県立高知農業高等学校 2 高知県 小笠原 徳孝 森林施業 57

66 高知県 吉岡 周作 高知県立高知農業高等学校 3 徳島県 久保 進 キノコ採り・炭焼き 72

67 佐賀県 東 美早緒 佐賀県立伊万里高等学校 2 福岡県 荒木 眞治 木蝋づくり 73

68 佐賀県 志水 慎坪 佐賀県立伊万里農林高等学校 2 佐賀県 廣松 利彦 木製玩具・ｲﾝﾃﾘｱ小物づくり 50

69 長崎県 中村 憲哉 長崎県立諫早農業高等学校 2 佐賀県 村井 樹昭 造林手 69

70 長崎県 江嶋 健人 長崎県立諫早農業高等学校 2 長崎県 山崎 安男 林業（樵） 83

71 長崎県 岩佐 朋樹 長崎県立松浦高等学校 2 佐賀県 浦川 義男 和竿製作 64

72 熊本県 川口 凌真 熊本県立芦北高等学校 2 熊本県 浅香 康昌 原木しいたけ栽培 54

73 熊本県 高本 梨花 熊本県立八代農業高等学校泉分校 1 熊本県 坂本 信介 造林手（種苗生産） 56

74 大分県 藤木 佑衣 大分県立日田高等学校 1 大分県 綾垣 新市 機械集材 57

75 大分県 薬師寺 亜紀 大分県立大分西高等学校 2 大分県 西野 隆雄 竹刀師 83

76 宮崎県 丸山 優花 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 2 宮崎県 山中 誠 しいたけ栽培 59

77 宮崎県 髙見 一樹 宮崎県立高千穂高等学校 2 大分県 河野 龍夫 林業（樵） 71

78 宮崎県 吉村 静香 宮崎県立高千穂高等学校 2 宮崎県 津隈 富男 空師 57

79 鹿児島県 山元 聖弥 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 2 鹿児島県 山本 保幸 シイタケ栽培 66

80 鹿児島県 中山 翔太 鹿児島県立加治木高等学校 2 沖縄県 宮城 和利 木工職人 56

【海・川部門】

都道府県 氏名 学校名 学年 都道府県 氏名 生業 年齢

81 宮城県 齋藤 佳介 宮城県石巻工業高等学校 1 宮城県 佐藤 啓一 漁師（数珠子釣り） 75

82 山形県 長岡 純香 山形県立米沢工業高等学校 2 山形県 佐藤 勝一 漁師 78

83 福島県 國井 可奈子 福島県いわき翠の杜高等学校 3 岩手県 萬 豊 漁師（箱メガネ漁） 65

84 茨城県 飛田 直哉 茨城県立海洋高等学校 1 千葉県 豊倉 利美 漁師（キンメダイ立縄漁） 60

85 栃木県 小林 真由美 栃木県立宇都宮白楊高等学校 2 岩手県 堀内 晴美 漁師（箱メガネ漁） 62

86 千葉県 佐藤 幸祐 千葉県立多古高等学校 2 神奈川県 岩﨑 晃次 漁師（シラス漁） 67

87 東京都 清野 沙樹 東京都立上水高等学校 2 石川県 木村 豊男
漁師（小型一本釣漁、

刺網漁、延縄漁）
70

88 山梨県 梶原 みな美 山梨県立富士北稜高等学校 2 静岡県 宮原 淳一 漁師（桜エビ漁） 72

89 静岡県 池田 沙綾 静岡県立下田高等学校 1 静岡県 鈴木 吉久 漁師（遠洋漁業等） 85

90 愛知県 足立 怜奈 春日丘高等学校 1 三重県 浜口 惣七 海の観測（漁師） 93

91 大阪府 湯田 彩夢 大阪府立農芸高等学校 2 奈良県 上古代 守道 川漁師 75

92 大阪府 谷端 美紀 大阪府立園芸高等学校 2 福井県 上左近 米弘 漁師（延縄漁） 74

93 兵庫県 義川 暁 兵庫県立香住高等学校 3 京都府 松尾 庸介 漁師（定置網漁） 78

94 兵庫県 阪上 友斗 甲陽学院高等学校 1 鹿児島県 川畑 三郎 藻場再生(漁師) 64

95 広島県 山口 世翔 広島商船高等専門学校 2 岡山県 妹尾 孝之 漁師（海苔養殖） 58

96 広島県 山下 隼人 広島商船高等専門学校 2 山口県 鶴村 福太郎 漁師（一本釣り） 96

97 香川県 三﨑 崇史 香川県立笠田高等学校 2 岡山県 野崎 末廣 漁師（カキ養殖、つぼ網漁） 66

98 愛媛県 水沼 美喜 愛媛県立伊予農業高等学校 2 鹿児島県 折橋 光雄 漁具づくり 72

99 愛媛県 山田 杏実 愛媛県立宇和高等学校 2 大分県 桑原 政子 ごまだしの加工・販売 64

100 熊本県 木下 佐幸 熊本県立苓明高等学校 1 熊本県 谷端 忠 漁師（打瀬網漁） 75
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