
【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 小松　瑠菜 藤女子高等学校 2 北海道 木下　和幸 組子細工職人 65

2 北海道 豊岡　祐将 北海道旭川農業高等学校 2 北海道 落田　勝幸 炭焼き・炭窯づくり 76

3 北海道 北平　菜々子 北海道登別明日中等教育学校 5 北海道 畠山　寿市 道具改良 74

4 北海道 菊池　沙紀 北海道函館水産高等学校 3 北海道 澤村　敏雄 造林手 85

5 青森県 平野　明 青森県立青森西高等学校 2 岩手県 横小路　勝男 炭焼き・炭窯づくり 56

6 青森県 酒井　香菜子 八戸工業大学第二高等学校 2 秋田県 佐々木　清男 紙漉き 70

7 岩手県 細田　光里 岩手県立盛岡農業高等学校 2 岩手県 工藤　竹夫 漆掻き 72

8 岩手県 澤口　佑菜 岩手県立盛岡農業高等学校 2 青森県 工藤　智康 木工職人 56

9 山形県 舟山　玲奈 山形県立小国高等学校 1 新潟県 小田　和生 塗師 67

10 山形県 梅本　陽菜 山形県立新庄北高等学校 2 秋田県 菅　詔悦 狩猟（マタギ） 70

11 宮城県 上田　雅彦 宮城県石巻工業高等学校 1 宮城県 堀田　公雄 農林業（山葵生産） 62

12 茨城県 後藤　雅志 茨城県立大子清流高等学校 2 栃木県 菊池　寛 原木マイタケ栽培 81

13 栃木県 齋藤　千夏 栃木県立宇都宮白楊高等学校 2 茨城県 小池　和義 矢師 63

14 栃木県 沼野井　志穂 栃木県立大田原女子高等学校 1 茨城県 福田　弘 焼杉木工細工 74

15 栃木県 齋藤　駿 栃木県立栃木農業高等学校 2 栃木県 池田　肇 苗木生産 71

16 栃木県 山本　梨奈 矢板中央高等学校 2 長野県 関口　近夫 炭焼き 79

17 群馬県 町田　彩 群馬県立勢多農林高等学校 1 群馬県 江原　七太郎 運搬集材 70

18 群馬県 町田　瞳 群馬県立勢多農林高等学校 1 長野県 柳沢　英治 そま師(樵) 73

19 埼玉県 野村　奈央 埼玉県立大宮中央高等学校 1 埼玉県 根岸　光一 紙漉き 81

20 埼玉県 冨田　美咲 埼玉県立秩父農工科学高等学校 2 埼玉県 森越　勝治 架線集材・造林手 82

21 埼玉県 吉岡　彩乃 埼玉県立不動岡高等学校 2 千葉県 加藤　良壽 伐採・造材 79

22 千葉県 山本　薫 千葉県立千葉北高等学校 1 千葉県 冨澤　憲治 大径木伐採 65

23 東京都 増田　一平 東京都立松が谷高等学校 2 東京都 小机　篤 林業 66

24 東京都 齊藤　峻志 東京農業大学第一高等学校 1 石川県 戸田　一夫 林業（素材生産） 70

25 神奈川県 荒木　凪瑳 神奈川県立神奈川総合高等学校 2 秋田県 佐藤　咲夫 木工芸 64

26 神奈川県 木場　智花 聖和学院高等学校 2 神奈川県 大山　謙司 製材工 62

27 神奈川県 松尾　侑佳 横浜翠陵高等学校 1 新潟県 山川　藤茂 山村食文化の伝承 68

28 富山県 川平　裕太郎 富山県立南砺福野高等学校 2 石川県 表　庄三 シイタケ栽培 75

29 富山県 古瀨　樹理愛 富山県立氷見高等学校 2 富山県 井山　隆信 椎茸・筍の加工・販売 60

30 長野県 青栁　大輝 長野県南安曇農業高等学校 1 長野県 田中　要 そま師(造林手) 65

31 長野県 南坂　拓杜 長野県木曽青峰高等学校 1 長野県 羽根　正熹 木楽器製作 74

32 岐阜県 森　愛恵 岐阜県立加茂農林高等学校 2 岐阜県 浅野　貞夫 彫刻師 69

33 岐阜県 青木　優介 岐阜県立岐阜農林高等学校 1 岐阜県 安江　正行 造林手（枝打ち） 78

34 岐阜県 長屋　徹 岐阜県立郡上高等学校 3 岐阜県 石原　英和 紙漉き 79

35 岐阜県 近藤　友城 麗澤瑞浪高等学校 2 岐阜県 寺澤　俊二 道づくり 74

36 静岡県 深澤　亜麻音 静岡県富士見高等学校 2 静岡県 大間　悠司 指物師 79

37 静岡県 髙　裕美子 不二聖心女子学院高等学校 3 静岡県 前田　宥 茶箱づくり 74

38 愛知県 加藤　直輝 愛知県立猿投農林高等学校 1 愛知県 森　不二雄 きのこ生産 79

39 愛知県 原田　澪 愛知県立田口高等学校 2 三重県 森島　辨三 木地師 83

40 愛知県 田中　春 同朋高等学校 3 静岡県 佐次本　武司 建具職人 65

41 愛知県 田中　美穂 名古屋市立山田高等学校 3 滋賀県 小椋　昭二 木地師 63

42 愛知県 髙田　明恵 光ヶ丘女子高等学校 2 滋賀県 太々野　功 かご作り 78

43 三重県 堀江　徳真 梅村学園三重高等学校 2 三重県 板垣　功 鋸鍛冶 86

44 三重県 井端　隆太郎 三重県立久居農林高等学校 2 三重県 廣田　利夫 木製品づくり 76

45 京都府 米津　桜花 京都府立北桑田高等学校 2 福井県 木戸口　武夫 炭焼き 54

46 京都府 土手　千晴 京都府立福知山高等学校 2 兵庫県 杉上　規倫 建築大工 72

47 大阪府 青野　倫太郎 大阪府立園芸高等学校 2 奈良県 浦嶋　正幸 竹細工 85

48 大阪府 池田　弘一 大阪府立藤井寺高等学校 1 和歌山県 中谷　荘吾 コウヤマキ栽培 88

49 大阪府 濱野　玲奈 大阪府立枚岡樟風高等学校 2 滋賀県 川﨑　孝雄 木珠づくり 59

50 兵庫県 中西　彩華 神戸女学院高等学校 2 鳥取県 白根　暢之 苗木生産 74
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【森部門】

都道府県 氏名 学校名 学年 都道府県 氏名 生業 年齢

51 兵庫県 宮川　由夏 雲雀丘学園高等学校 1 京都府 山内　善継 丹波くり生産 72

52 兵庫県 楢崎　如乃 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 5 京都府 藤本　英一 林業 77

53 兵庫県 森上　慶士 兵庫県立山崎高等学校 2 岡山県 長畑　州三 種苗生産 63

54 岡山県 山﨑　紀奈里 岡山県立岡山一宮高等学校 1 鳥取県 久代　宏一 原木しいたけ栽培 72

55 岡山県 梶岡　陽菜 岡山県立真庭高等学校 2 島根県 安野　豊昭 造林手 68

56 岡山県 武政　輝之 岡山県立矢掛高等学校 2 鳥取県 大柄　重人 太鼓づくり 52

57 広島県 宮本　麗 広島県立油木高等学校 1 広島県 神頃　宗男 苗木生産 81

58 山口県 山本　輝星 山口県立山口農業高等学校 1 山口県 岩本　三芳 造林手 78

59 香川県 大塚　莉那 香川県立笠田高等学校 1 香川県 木村　富子 苗木生産 64

60 愛媛県 髙岡　亮太 愛媛県立伊予農業高等学校 2 愛媛県 大成　豈功 シイタケ栽培 67

61 愛媛県 三瀬　杏花 愛媛県立宇和高等学校 2 愛媛県 山本　眞知子 草木染 77

62 愛媛県 冨永　美奈代 愛媛県立大洲農業高等学校 2 大分県 後藤　文生 シイタケ栽培 71

63 愛媛県 桑名　虹之介 愛媛県立上浮穴高等学校 2 愛媛県 甲斐　義孝 木地師 69

64 愛媛県 浅木　彩花 愛媛県立西条高等学校 2 香川県 市原　吉博 菓子木型職人 68

65 愛媛県 髙橋　奈実 愛媛大学附属高等学校 2 香川県 谷本　節夫 農林業（造林手） 82

66 愛媛県 佐藤　尽生 済美高等学校 2 長野県 古田　今朝芳 間伐材等搬出・利用 66

67 高知県 式地　七瀬 高知県立嶺北高等学校 2 高知県 中嶋　久実子 紙漉き 53

68 福岡県 竹下　はるか 福岡大学附属大濠高等学校 2 福岡県 三田　実 造林手 77

69 佐賀県 大浦　舞子 佐賀県立伊万里高等学校 2 長崎県 前田　泰男 伐木・運搬集材 66

70 佐賀県 山口　翔 佐賀県立伊万里農林高等学校 2 福岡県 馬場　猛 線香づくり 66

71 長崎県 新ヶ江　颯 長崎県立諫早農業高等学校 2 熊本県 段村　憲一 タケノコ生産 67

72 長崎県 田中　美沙紀 長崎県立松浦高等学校 2 佐賀県 原　二三夫 シイタケ栽培 63

73 大分県 明田　帆乃花 大分県立大分豊府高等学校 2 大分県 清原　米蔵 シイタケ栽培 67

74 熊本県 太田黒　雅 熊本県立鹿本高等学校 2 福岡県 野中　裕政 タケノコ生産 69

75 熊本県 大竹　智華 熊本県立苓明高等学校 2 熊本県 左座　克也 農林業（養蜂、山菜採り） 67

76 熊本県 松野　聖士 文徳高等学校 2 熊本県 末廣　勝也 農林業（木竹炭製造） 75

77 宮崎県 宮嵜　麻由香 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 5 宮崎県 甲斐　満雄 シイタケ栽培 72

78 宮崎県 奈須　宰 宮崎県立高千穂高等学校 2 大分県 上野　治敏 大工（棟梁） 69

79 宮崎県 中村　萌美 宮崎第一高等学校 2 大分県 岡田　重徳 シイタケ栽培 63

80 沖縄県 大城　沙織 沖縄県立向陽高等学校 2 沖縄県 與儀　栄功 三味線制作 78

【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 北海道 里館 歩実 札幌大谷高等学校 1 岩手県 萬　あい子
漁師（ホタテ・ワカメ・コンブ養殖、

ウニ・アワビ等の採介藻漁）
65

82 青森県 金橋  もとの 八戸工業大学第二高等学校 2 宮城県 伏見　眞司 漁師（カキ養殖） 63

83 山形県 菅  安奈 山形県立鶴岡北高等学校 2 埼玉県 太田　勇二 和竿師 86

84 群馬県 長岡  憲利 群馬県立尾瀬高等学校 1 青森県 濱端　廣文 　漁師（マグロ一本釣り漁） 73

85 千葉県 髙津  朱莉 千葉県立勝浦若潮高等学校 1 千葉県 中島　健蔵 　漁師（小型機船底曳網漁） 59

86 千葉県 吉田  知穂 千葉県立千葉女子高等学校 2 愛知県 壁谷　禮伺 漁師（沖合底曳網漁） 76

87 東京都 石倉  瑠美 東京都立園芸高等学校 1 福井県 増井　増一 漁師（ウナギ筒漁・たたき網漁等） 66

88 東京都 佐藤  優駿 明星高等学校 2 岡山県 片山　敬一 潜水士 70

89 神奈川県 山口  真央 聖和学院高等学校 2 和歌山県 寺本　正勝 　漁師 76

90 石川県 吉田  拓海 石川県立金沢西高等学校 2 石川県 木戸　信裕 　漁師 59

91 長野県 篠原  奈津美 長野県臼田高等学校 2 新潟県 荒井　義孝 内水面水試技術員 59

92 長野県 新井  成生 長野県北佐久農業高等学校 1 岩手県 堀内　真弓
漁師（ホタテ・ワカメ養殖、

ウニ・アワビ採介藻漁、カゴ漁）
60

93 兵庫県 長澤  宙輝 兵庫県立香住高等学校 3 岡山県 磯本　実　 漁師（刺網漁・カキ養殖） 80

94 岡山県 光嶋  万結 岡山県立林野高等学校 1 徳島県 福池　安生 　漁師（一本釣り漁・ワカメ養殖） 52

95 岡山県 吉田  静梨奈 岡山県立真庭高等学校 2 沖縄県 平良　正一 漁師 89

96 広島県 木場  恭平 広島商船高等専門学校 2 熊本県 池田　保之 漁師 76

97 佐賀県 松尾  将吾 佐賀県立伊万里高等学校 2 長崎県 大久保　照享 漁師（イカ釣り漁） 68

98 大分県 古田  卓見 大分県立佐伯鶴城高等学校 2 高知県 浜中　一好 漁師 79

99 宮崎県 太田原  祐 宮崎第一高等学校 2 長崎県 江川　重明 漁師（一本釣り漁） 67

100 鹿児島県 川上  智香 鹿児島県立大島北高等学校 2 佐賀県 岡本　忠好 漁師（ムツゴロウ漁） 65
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