
高　知 秋田　啓志 山　形 髙橋　孝一 兵　庫 宮田　龍朗

高　知 和田　繁雄 福　島 星　祐治 兵　庫 田中　伸欣

北海道 鳴島　隆吉 高　知 上村　典禎 福　島 松﨑　博昭 島　根 日高　直喜

岩　手 菊池　二郎 佐　賀 吉本　修樹 福　島 渡邉  皆法 岡　山 井上　純一

山　形 髙谷　隼一 大　分 中野　洋司 福　島 菅家　伸 広　島 上野　大祐

山　形 渡辺　敏之 宮　崎 甲斐　次延 福　島 矢口　慎 広　島 高杉　洋幸

茨　城 中島　章文 宮　崎 築地　　優 福　島 新妻　佳弘 高　知 杉浦　俊孝

東　京 佐古田　睦美 茨　城 大部　栄 高　知 片岡　直裕

東　京 中澤　信行 群　馬 内山　正彦 福　岡 迫口　実

東　京 西岡　敏郎 北海道 亀尾　数繁 群　馬 石坂　邦昭 佐　賀 松尾　新二

神奈川 古川　正人 北海道 辻　聡一郎 群　馬 西廣　雄仁 佐　賀 山岸　直

神奈川 山本　富夫 北海道 佐藤　千治 千　葉 見上　敏一 佐　賀 筒井　淳

石　川 三野　春雄 北海道 金澤　康弘 東　京 斎藤　進 佐　賀 竹岸　勝

山　梨 小林　亮太郎 群　馬 内山　総太郎 東　京 藤田　正吉 佐　賀 川本　祏市

山　梨 折居　保幸 愛　知 村佐　慶 東　京 篠原　正太 熊　本 恒松　和也

静　岡 石坂　啓 滋　賀 上田　剛 神奈川 石井　誠一 熊　本 田尻　充男

愛　知 小寺　伸一 兵　庫 西岡　優 神奈川 前田　裕司 熊　本 佐伯　敏光

京　都 西田　顕識 佐　賀 山口　潤次 神奈川 綱嶋　洋介 熊　本 杉野　恵宣

大　阪 小原　正人 宮　崎 池田  重信 石　川 金田　真弘 大　分 河野　寿夫

鳥　取 中田　剛史 山　梨 思　和人 大　分 久保　和誠

島　根 日野原　淳 山　梨 平賀　孝弘 大　分 野田　敏昭

岡　山 小松　庸介 北海道 竹中　直樹 長　野 長澤　正也　 大　分 安仲　芳隆

徳　島 大田　浩二 北海道 平石　透 長　野 山越　一也 宮　崎 桃木　康雄

高　知 神戸　信弘 北海道 田村　修一 長　野 平林　謙一 宮　崎 草本　健一

熊　本 井手　幹雄 北海道 岡本　常徳 長　野 木村　敏宏 宮　崎 小村　慶一郎

宮　崎 濱砂　徹也 北海道 川平 敬二 長　野 郷原　辰実 鹿児島 橋元　和博

宮　崎 山口　美千代 北海道 岸本　弘孝 長　野 下島　仁 鹿児島 岩井　健

北海道 川久保　功 岐　阜 田尻　明彦 鹿児島 大竹野　一志

北海道 多田　和宏 岐　阜 永冶　京司 鹿児島 吉重　英生

北海道 秋山　慎一 北海道 坂上　勝義 静　岡 鈴木　啓史 沖　縄 賀数　安志

北海道 有田　郁正 青　森 東大野　重雄 愛　知 吉橋　秀典

北海道 久保田　太郎 青　森 津内口　雄士 愛　知 井上　陽介

青　森 原田　宏幸 青　森 加藤　徹也 三　重 藤本　直樹 岩　手 延原　有紀

秋　田 藤井　翼 青　森 今　泰人 三　重 土井　亮二 岩　手 近藤　修三

群　馬 篠澤  正昭 青　森 石田　健介 三　重 堀木　寛人 山　形 田中　政行

新　潟 板垣　寿弘 青　森 山崎　高之 三　重 民部　清宏 埼　玉 中村　俊彦

長　野 高嶋　正明 青　森 石井　孝男 滋　賀 西川　宏詩 埼　玉 平野　晶彦

静　岡 五島　正裕 岩　手 芳門　福男 京　都 塩谷　匡崇 埼　玉 伊藤　智明

京　都 久保　豊 岩　手 関　善幸 大　阪 尾﨑　眞人 千　葉 和田　一正

京　都 白淵　弘 秋　田 伊藤　京平 大　阪 小原　正人 岐　阜 内木　靖

京　都 東　典明 秋　田 仙北谷　彰 大　阪 壁野　宏司 大　阪 宮崎　拓也

大　阪 田中　一充 秋　田 吉川　剛 兵　庫 石原　淳平 岡　山 大山　淳

兵　庫 住友　達也 秋　田 佐藤　茂樹 兵　庫 中山　祐輔 熊　本 永田　寿和

兵　庫 相澤　康平 秋　田 髙山　裕矢 兵　庫 足立　健浩 宮　崎 岩永　裕

和歌山 西　威志 秋　田 三浦　弘文 兵　庫 井上　敬浩

和歌山 藤井　俊幸 山　形 野口　智広 兵　庫 山上　雅史

岡　山 河野　晃久 山　形 増森　敬三 兵　庫 森脇　弘志 秋　田 永井　優生

1　森林評価（25名）

2　森林土木（25名）

3　林業機械（10名）

4　林業経営（103名）

平成28年度林業技士（森林評価士、作業道作設士）合格者

5　森林環境（12名）

6　林産（12名）



茨　城 大森　豊

東　京 篠原　正太

新　潟 戸田　ひろみ 北海道 大泉　孝志

石　川 森本　修 青　森 太田　建

石　川 泉　大作 秋　田 千葉 正大

滋　賀 小谷　茂喜 山　形 榎本　新悦

和歌山 岸本　勇樹 福　島 佐藤　雄二

広　島 守安　伸太郎 福　島 大谷　清三

福　岡 岡本　真琴 福　島 猪狩　省二

宮　崎 井上　純仁 福　島 増井　良一

宮　崎 尾上　秀樹 栃　木 角田　仁寿

群　馬 関　雅幸

神奈川 帯金　文雄

北海道 大堀　尚己 神奈川 平井　正人

北海道 赤間　隆 富　山 柴田　栄一

北海道 松田　弥 石　川 河内 克彦

岩　手 沼宮内　信之 山　梨 藤井　雄次

東　京 森川　誠道 長　野 関川　桂太郎

東　京 山根　慎次 長　野 青木 広司

神奈川 関下　俊則 岐　阜 柘植　春彦

長　野 井上　康 静　岡 安本　征弘

愛　知 成瀬　祐二

三　重 林　　新

大　阪 田原　昇二

大　阪 瀧野　孝秀

大　阪 瀧野　浩司

兵　庫 中川　孝之

兵　庫 増田　勝人

兵　庫 尾﨑　智也

高　知 豊永　伸行

熊　本 井芹　伸郎

福　島 松浦　陽一

長　崎 栗田　克己

熊　本 宮崎　晴生

宮　崎 池田  重信

宮　崎 中石　健二

宮　崎 抜屋　臣雄

鹿児島 溝下　新一

総数 231名

7　森林総合監理（8名）

Ⅱ資格要件審査の部

1　森林土木（29名）

2　作業道作設（7名）


	合格者公表

