
学校所在地 氏名 高校名 住まい 氏名 部門 生業等 年齢

1 北海道 加賀　紫織 北海道函館水産高等学校 東京都 小島　一則
海のめぐみ/

生活文化
漁師（細川流投網打ち）、

屋形船操業
72

2 北海道 伊藤　真大朗 北海道帯広農業高等学校 静岡県 殿岡　邦吉 森の恵み 川猟師・山菜取り・狩猟 66

3 北海道 福田　真子 北海道札幌南高等学校 青森県 板谷　正勝 森の恵み マタギ 73

4 北海道 浅羽　純玲 北海道登別明日中等教育高等学校 北海道 長岡　輝仁 森の加工 炭焼き 79

5 青森県 水木　奈々 青森県立柏木農業高等学校 秋田県 武田　久雄 森の加工 組子細工 72

6 青森県 小田桐　舞 青森県立柏木農業高等学校 北海道 石山　ヨネ子 海のめぐみ 海女 81

7 青森県 小向　啓太 八戸工業大学第二高等学校 岩手県 三浦　新太郎 森の恵み シイタケ栽培 72

8 青森県 工藤　睦津美 青森県立五所川原農林高等学校 岩手県 千田　正典 森づくり 林業（空師） 64

9 岩手県 前川　亮太 岩手県立宮古水産高等学校 宮城県 末永　三郎
海のめぐみ/

生活文化
漁師（数珠釣り等）、

焼きハゼ製造
66

10 岩手県 歌岡　大祐 岩手県立盛岡農業高等学校 岩手県 佐藤　寛治 川のめぐみ 川漁師（クキ瀬漁） 67

11 山形県 齋藤　麻衣 山形県立米沢工業高等学校 新潟県 鈴木　締治郎 森の加工 かんじき作り 85

12 山形県 伊藤　慧哉 山形県立村山産業高等学校 富山県 寺田　正義 森の伝承・文化 剥製づくり 75

13 山形県 岡田　倖輔 山形県立村山産業高等学校 栃木県 秋山　初男 森の恵み シイタケ栽培 71

14 山形県 伊藤　真由子 山形県立上山明新館高等学校 宮城県 佐々木　賢一 森づくり 樵・そま師 65

15 宮城県 佐藤　多恵 宮城県柴田農林高等学校川崎校 秋田県 丸野内　慎一 森の加工 木材加工（木工芸品） 77

16 栃木県 手塚　智暉 栃木県立宇都宮白楊高等学校 富山県 鶴巻　登志広 森づくり 造林手 64

17 栃木県 和氣　聖佳 矢板中央高等学校 鹿児島県 池田　啓男 海のめぐみ 漁師（追込網漁業） 62

18 群馬県 佐藤　智之助 群馬県立尾瀬高等学校 新潟県 築田　昇 森の恵み 山村食文化の伝承 83

19 群馬県 林　さおり 群馬県立吾妻高等学校 新潟県 星　隆市 森の恵み 山菜採り 63

20 埼玉県 三上　花 埼玉県立秩父農工科学高等学校 埼玉県 田村　勝義 森づくり 特殊伐採 71

21 埼玉県 小野　香利 大妻嵐山高等学校 群馬県 柳岡　伸一 森づくり 林業（空師） 64

22 埼玉県 木原　愛理 埼玉県立大宮中央高等学校 茨城県 辻　徹 森の加工 漆塗り 51

23 埼玉県 藤田　満帆 埼玉県立浦和第一女子高等学校 和歌山県 原　幸男 森づくり
紀州備長炭原木林の

択伐施業
76

24 東京都 土師田　彩華 帝京高等学校 千葉県 渕辺　重房 海のめぐみ 漁師（海士・刺網等） 70

25 東京都 曽根原　碧乃 東京都立石神井高等学校 新潟県 大滝　幸吉 川のめぐみ 川漁師（居繰網漁） 76

26 東京都 髙橋　紀之 東京農業大学第一高等学校 福島県 五十嵐　征一 森の伝承・文化 鋸鍛治 71

27 神奈川県 筒井　千遥 神奈川県立相原高等学校 静岡県 櫻井　満 森づくり 苗木生産 79

28 神奈川県 森永　穣太郎 神奈川県立霧が丘高等学校 北海道 片岡　祐士 森の加工 木工ろくろ技術職人 63

29 神奈川県 戸田　誠琴 洗足学園高等学校 千葉県 宇山　正男 森の加工 房州うちわ制作 84

30 富山県 嶋　彩華 富山県立氷見高等学校 石川県 宮本　惣一郎 森の恵み サカキ生産 74

31 富山県 藤田　笑佳 富山県立南砺福野高等学校 石川県 遠見　京美 森の伝承・文化 和紙製作 68

32 石川県 中島　章良 石川県立金沢西高等学校 富山県 宮崎　一秋 川のめぐみ
川漁師（流し網漁、投網、

刺し網等）
66

33 石川県 木戸口　享平 石川県立金沢錦丘高等学校 福井県 河合　康二 森の恵み ぎんなん生産 66

34 長野県 岡崎　友基也 長野県南安曇農業高等学校 長野県 山岸　公一 森の加工 経木生産 89

35 長野県 瀬林　夕姫 長野県木曽青峰高等学校 東京都 吉川　輔良 森の加工 大工棟梁 63

36 長野県 小須田　優里奈 長野県佐久平総合技術高等学校 新潟県 岩井　満 森の加工 竹細工・木工 80

37 岐阜県 久保田　知明 岐阜県立岐阜農林高等学校 岐阜県 山中　茂
川のめぐみ/

自然再生
川漁師（瀬張り漁等）、

資源回復
82

38 岐阜県 西田　大輔 岐阜県立加茂農林高等学校 愛知県 荻野　定雄 森づくり 林業家 81

39 岐阜県 山田　健人 岐阜県立郡上高等学校 岐阜県 天野　勝利 川のめぐみ 川漁師（テンカラ釣り等） 71

40 岐阜県 田中　敦士 麗澤瑞浪高等学校 長野県 中山　泉
川のめぐみ/

手技
川漁師（簗漁、つけば漁） 72

41 岐阜県 髙森　かな 麗澤瑞浪高等学校 岐阜県 小林　一雄 森の加工 木地師 67

42 静岡県 市川　帆乃香 静岡雙葉高等学校 神奈川県 牛嶋　保夫 森の加工 創作注文家具製作 64

43 静岡県 天野　清奈 静岡県立静岡商業高等学校 千葉県 江澤　貞雄 森づくり ブルーベリー農園 67

44 愛知県 髙見　怜央 愛知県立安城農林高等学校 三重県 中西　成功
海のめぐみ/

生活文化
漁師（なまこ掛け漁等） 50

45 愛知県 原田　聖祈 愛知県立田口高等学校 静岡県 鍬下　忠勝 森づくり そま師・林業 74

46 愛知県 太田　日奈 愛知県立稲沢高等学校 愛知県 落合　武 森づくり 杣師・養蜂家 71

47 愛知県 堀　晃輔 愛知県立猿投農林高等学校 愛知県 西郷　光男 森づくり 造林手 79

48 愛知県 朝倉　佳代 愛知淑徳高等学校 三重県 服部　健 森の加工 桶職人 64

49 三重県 河村　優輝 三重県立飯南高等学校 三重県 山下　貴開
海のめぐみ/

生活文化
漁師（たこつぼ漁等） 51

50 滋賀県 森川　善浩 滋賀県立八日市南高等学校 滋賀県 岩崎　長蔵 森の伝承・文化 檜皮・杮葺師 64

高校生 名手・名人
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学校所在地 氏名 高校名 住まい 氏名 部門 生業等 年齢

51 京都府 山根　綾夏 京都府立北桑田高等学校 和歌山県 松本　濱次 森の加工 桶職人 81

52 奈良県 柴田　直輝 天理高等学校 奈良県 鍵　敬二 森づくり 大径木の伐採・造林 60

53 大阪府 福井　響介 清風高等学校 京都府 倉　庄嗣
海のめぐみ/

生活文化
漁師（延縄漁） 76

54 大阪府 鶴岡　宏海 清風高等学校 兵庫県 萩原　靖視 海のめぐみ 漁師（素潜り漁） 47

55 大阪府 高木　杏菜 大阪府立枚岡樟風高等学校 京都府 渡邉　ふじ子 森の恵み 農林業（とちの実加工） 88

56 大阪府 森口　彩華 大阪府立枚岡樟風高等学校 沖縄県 戸眞伊　擴 森の加工 木工業 74

57 大阪府 鷺森　萌 大阪府立農芸高等学校 三重県 細渕　清一
川のめぐみ/

生活文化
川漁師（しゃくり漁） 81

58 大阪府 藤原　伸 大阪府立園芸高等学校 奈良県 福西　正行 森の伝承・文化 手漉き和紙 53

59 大阪府 和田　紗奈 大阪府立園芸高等学校 石川県 山下　恵子 海の生活文化 水産物行商 60

60 兵庫県 仁科　八起 兵庫県立香住高等学校 和歌山県 加田　俊作 海のめぐみ 漁師（礒打ち漁、刺網漁） 63

61 兵庫県 長田　伊織 兵庫県立山崎高等学校 静岡県 大堂　英澄 森の加工 建築大工 64

62 兵庫県 堂本　千尋 兵庫県立柏原高等学校 熊本県 窪地　成俊 森の加工 竹細工師 77

63 兵庫県 平井　美帆 兵庫県立氷上高等学校 兵庫県 田中　芳一 森の恵み シイタケ栽培 66

64 鳥取県 古川　弘法 鳥取県立米子高等学校 鳥取県 小椋　静男 森の加工 家具、木工芸品づくり 79

65 岡山県 斎藤　愛矢 岡山県立矢掛高等学校 大阪府 松原　武好 森の加工 木材加工・販売業 70

66 岡山県 鶴川　真望 岡山県立真庭高等学校 山口県 白神　勉 森づくり 造林手 67

67 岡山県 徳山　育実 岡山県立真庭高等学校 岡山県 元井　哲治 森の加工 家具職人 67

68 岡山県 辻　明里 岡山県立勝山高等学校 鳥取県 長田　はつ子 海のめぐみ 海女 86

69 広島県 山口　直哉 広島県立忠海高等学校 山口県 坂村　晃 森の加工 桶職人 81

70 広島県 光野　由佳 ノートルダム清心高等学校 熊本県 緒方　新一郎 森づくり ハゼノキ栽培 65

71 広島県 多田　光一 広島県立庄原実業高等学校 広島県 永宗　清三 森の加工 鞘師 83

72 山口県 揚村　直哉 山口県立山口農業高等学校 山口県 春永　克己 海のめぐみ 漁師（一本釣り） 70

73 山口県 野村　舞穂 高川学園高等学校 三重県 渡邊　典浩 川の自然再生 川漁師、河川生態系保全 50

74 香川県 横山　空 香川県立笠田高等学校 徳島県 亀井　廣吉 森づくり 林業 66

75 徳島県 高橋　龍晟 徳島県立川島高等学校 徳島県 江口　敬 川の手技 川漁師（刺し網漁、投網漁） 78

76 愛媛県 河村　織江 済美高等学校 高知県 畠山　日出男 森の恵み シイタケ栽培 61

77 愛媛県 伊野部　花歩 愛媛県立小松高等学校 徳島県 小泉　靖雄 森の恵み コエグロを活用した山地農業 72

78 愛媛県 田中　晃一 愛媛県立大洲農業高等学校 福岡県 林　東 森の恵み タケノコ生産 55

79 愛媛県 大早　眞歩 愛媛県立宇和高等学校 愛媛県 那須　熊市
川のめぐみ/

手技/生活文化
漁具製造（じんど作り）、川漁師 82

80 愛媛県 椎森　このは 愛媛県立上浮穴高等学校 愛媛県 成高　王洋 森の恵み シイタケ栽培 62

81 愛媛県 菊地　穂波 愛媛県立上浮穴高等学校 香川県 田中　邦男 森づくり 造林手 75

82 高知県 仁井田　祐毅 高知県立嶺北高等学校 高知県 芝　速雄 川のめぐみ 川漁師（火振り漁） 92

83 福岡県 島添　有規子 福岡県立伝習館高等学校 山口県 中谷　南海雄 海のめぐみ 漁師（小型底曳き網） 71

84 福岡県 諸富　風薫 福岡県立伝習館高等学校 新潟県 渡部　敬三 森の伝承・文化 和紙づくり 65

85 福岡県 山田　楓華 福岡県立東筑高等学校 熊本県 高橋　博道 海の手技 イワシ籠職人 52

86 福岡県 嶋村　麻由 福岡県立京都高等学校 大分県 嶋津　徳光 森づくり 林業（伐木・造材） 61

87 福岡県 福田　涼華 九州国際大学付属高等学校 沖縄県 砂川　徳雄
海のめぐみ/

生活文化
漁師（刺し網［三枚網］） 80

88 佐賀県 木村　朔 佐賀県立伊万里農林高等学校 佐賀県 今泉　誠一郎 森づくり 農林業（造林手） 63

89 佐賀県 加藤　圭 佐賀県立伊万里高等学校 長崎県 山内　與市 海のめぐみ 漁師（一本釣り漁業、なまこ漁業） 73

90 佐賀県 黒田　優香 佐賀県立三養基高等学校 佐賀県
中原　晋
(雅号：

中原 惠峰)
森の伝承・文化 面師(浮立面づくり)・木彫刻師 76

91 長崎県 船戸　敦貴 長崎県立諫早農業高等学校 長崎県 山口　立也 海のめぐみ ヒトエグサ（アオサ）養殖業 69

92 大分県 阿南　賢司 大分県立別府鶴見が丘高等学校 大分県 園田　豊稔 森の恵み シイタケ栽培 62

93 熊本県 山之内　静 熊本県立玉名高等学校 熊本県 住岡　忠嘉 森の伝承・文化 郷土玩具づくり 80

94 熊本県 大仁田　詠一 有明高等学校 熊本県 濱邉　誠司 海の自然再生 海苔養殖業 65

95 熊本県 二子石　文子 熊本県立芦北高等学校 鹿児島県 町　英八郎
海のめぐみ/

生活文化
漁師（ロープ曳き漁、旗流し漁、

瀬物一本釣り）
69

96 宮崎県 本田　魁人 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 宮崎県 垣原　利彦
川の手技/
生活文化

川漁師（あば漁） 77

97 宮崎県 甲斐　希実 宮崎県立高千穂高等学校 熊本県 甲斐　信夫 森の加工 木工、竹細工 66

98 宮崎県 兒﨑　恭葉 宮崎第一高等学校 宮崎県 小倉　哲朗 森の加工 弓師 54

99 宮崎県 德永　万琳 宮崎学園高等学校 長崎県 岸本　悦郎 海のめぐみ 漁師（鮟鱇網・刺網・流し網等） 60

100 鹿児島県 佐野　正幸 鹿児島県立市来農芸高等学校 鹿児島県 金井　一人 森の伝承・文化 泥染め職人 56

高校生 名手・名人


