
岐　阜 田口　知弘 青　森 片岡　操 山　梨 大堀　亮

岐　阜 横谷　祐治 青　森 大久保　将太 山　梨 四條　頼重

北海道 佐渡　英一 岐　阜 岩本　道彦 青　森 神　恒成 山　梨 小林　均

北海道 梅村　豊 静　岡 金子　健司 岩　手 角館　秀和 長　野 酒井　孔三

北海道 武田　旨弘 島　根 三原　慶成 岩　手 成田　晃彦 長　野 有井　寿美男

岩　手 沼宮内　信之 岡　山 藤井　哲也 岩　手 佐々木　雄太 長　野 林　英樹

岩　手 佐藤　則康 岡　山 大岩　義典 岩　手 野藤　昌弘 長　野 安保　登志男

岩　手 阿部　忠一 岡　山 山本　哲也 岩　手 三浦　孝博 長　野 遠藤　司

山　形 野口　智広 香　川 増田　英司 岩　手 石橋　史朗 長　野 田尻　芳明

山　形 増森　敬三 高　知 彼末　純幸 宮　城 石塚　憲夫 長　野 北原　翔

栃　木 神山　和久 熊　本 松本　一憲 秋　田 堀川　義樹 長　野 金口　健司

群　馬 内山　正彦 宮　崎 日高　寛規 秋　田 高橋　哲也 岐　阜 寺田　啓起

千　葉 平島　健一 鹿児島 宮内　浩二 秋　田 草彅　数之 静　岡 岩崎　晴仁

東　京 三好　和貴 鹿児島 好士﨑　宏 秋　田 田畑　博人 三　重 石川　智章

東　京 森川　佳子 秋　田 阿部　実 三　重 渡辺　守康

東　京 木暮　甲吉 秋　田 佐々木　明人 三　重 堤　崇

東　京 勝山　猛 北海道 川上　哲也 秋　田 佐々木　欣雄 滋　賀 田中　崇弘

神奈川 馬場　佳子 青　森 畑中　綾 秋　田 鈴木　雅志 大　阪 橘　直人

石　川 木村　一也 岩　手 深澤　光 秋　田 茂木　孝博 兵　庫 正垣　政実

長　野 吉見　次郎 秋　田 秋山　竜二 秋　田 吉田 正弘 兵　庫 村上　典昭

岐　阜 間　直生 秋　田 髙橋　健 秋　田 佐藤 勝 兵　庫 宮辻　弘学

愛　知 柴田　章治 福　島 長嶺　裕介 秋　田 原田　利正 奈　良 平井　成典

滋　賀 満井　千鶴人 茨　城 小野瀬　勇次　 秋　田 若畑　隆文 奈　良 樫本　昌幸

大　阪 都解　浩一郎 新　潟 戸田　ひろみ 秋　田 猿田　大樹 鳥　取 北村　昭洋

兵　庫 板谷　正人 長　野 湯澤　要次 山　形 栗田　勝美 島　根 三原　惇志

奈　良 岸本　光樹 三　重 北村　智也 山　形 黒田　雅人 島　根 瀬崎　剛司

山　口 伊世　健一 愛　媛 矢野　弘芳 福　島 伊藤　篤史 広　島 向井　久宣

徳　島 竹内　浩実 福　島 陣野　祥一 広　島 綾本　匡志　

熊　本 山本　美美 福　島 長田　侑樹 山　口 小枝　登

宮　崎 小村　慶一郎 北海道 片山　博人 福　島 菱川　学 徳　島 山本　友和

北海道 五郎部　修 福　島 今村　裕司 愛　媛 宮田　勝矢

北海道 石井　聖人 茨　城 志間　俊弘 佐　賀 木戸　修耶

青　森 藤田　重儀 北海道 時田　哲也 栃　木 仲畑　力 長　崎 梅野　純弘

岩　手 清水　隆博 北海道 齋藤　真幸 栃　木 迫坪　直樹 熊　本 松浦  久典

岩　手 工藤　清和 北海道 堀　幸夫 群　馬 佐藤　正弘 熊　本 山本　博

岩　手 根本　次男 北海道 虎谷　正博 群　馬 根津　敦子 熊　本 迫口　親

岩　手 岩崎　毅 北海道 武部　力 群　馬 斎丸　徹 熊　本 西山　浩二

宮　城 宮原　健 北海道 松本　誠 群　馬 上野　愛吏 熊　本 佐藤 俊一

秋　田 佐々木　一嘉 北海道 會田　忠行 群　馬 上野　慎治 大　分 後藤　幹男

東　京 篠原　正太 北海道 小林　久晃 埼　玉 志水　辰雄 大　分 久保　昌之

神奈川 永野　裕子 北海道 高田　啓司 埼　玉 伊藤　智明 大　分 甲斐　勝博

神奈川 倭文　俊光 北海道 小田桐　匡史 埼　玉 兼光　修平 宮　崎 小野　秀俊

新　潟 田中　利通 北海道 武田　勉 東　京 杉山　純之 鹿児島 山田　博之

新　潟 木村　良彦 北海道 伊藤　寛規 神奈川 本山　龍一郎 鹿児島 竹内　茂俊

新　潟 高野　信一 北海道 竹田　貴彦 神奈川 米山　美佐子

山　梨 岡部　恒彦 北海道 甲斐　正伸 富　山 土佐　貴信

長　野 藤井　四郎 青　森 福田　昇一 富　山 藤井　秀治

2　森林土木(29名)

2　林業機械(11名)

3　林業経営(109名)

平成29年度　林業技士(森林評価士、作業道作設士)合格者

Ⅰ　養成研修の部

1　森林評価(28名)



北海道 佐藤　秀和 北海道 忠津   章

北海道 新田　勝規 北海道 高橋　秀俊 秋　田 相澤　良保

北海道 杉浦　晃介 北海道 辻　博樹 山　形 髙橋　孝一

青　森 三上　和樹 岩　手 太田　俊也 三　重 小原　賢介

青　森 古舘　淳 岩　手 鈴木　敬徳 滋　賀 上田　剛

岩　手 山下　三也 宮　城 浅野　雄一郎

山　形 堀　和彦 秋　田 御法川 信樹

茨　城 吉藤　清明 山　形 前田　信一

埼　玉 赤堀　文則 山　形 葛西　明男

千　葉 松本　晶一郎 山　形 大滝　満男

東　京 前迫　大也 山　形 菊地　政悟郎

東　京 小寺　岳彦 山　形 高橋　好

神奈川 林　正己 埼　玉 近藤　忠崇

新　潟 柳川　雅文 新　潟 戸田　ひろみ

長　野 亀山　涼 新　潟 髙橋　暁

岐　阜 大野　裕康 富　山 林　浩之

静　岡 近藤　正明 長　野 正条　直太

静　岡 今井　久子 長　野 北原　恭幸

愛　知 正保　耕史 長　野 北垣　友和

佐　賀 貞島　昭二 岐　阜 野尻　和成

宮　崎 石川　晃広 岐　阜 佐藤　正晴

岐　阜 佐野　武

岐　阜 加藤　和幸

岩　手 今井　啓二 岐　阜 酒井　義文

岩　手 外舘　聖八朗 静　岡 森島　永年

茨　城 中島　章文 大　阪 中野　智之

埼　玉 斎藤　透 大　阪 柿丸　裕

東　京 柏木　治美 大　阪 諸富　隆

長　野 塩原　豊 大　阪 橋本　啓太

兵　庫 畑　学

兵　庫 縄手　政樹

奈　良 荒木　俊博

島　根 新原　博史

島　根 安郷　知章　

岡　山 橋本 直樹

広　島 前友　郁保

徳　島 工藤　裕明

徳　島 根本　大輔

佐　賀 山内　信宏

熊　本 花田　英樹

大　分 栗原 正英

鹿児島 糸岡　秀樹

鹿児島 西ノ園　憲志

鹿児島 寺原　友一郎

5　森林総合監理(6名)

Ⅱ　資格要件審査の部

1　森林土木(43名)

2　作業道作設(5名)

合計　252名

4　森林環境(21名)


	合格　公表用

