
令和元（平成31）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 Ⅱ．資格要件審査の部

1.森林評価部門（26名） 4.林業経営部門(89名) 1.森林土木部門(28名)

北海道 木村　英樹 北海道 鷹嘴　良介 三　重 大野　敏弘 北海道 川又　将平

青　森 太田　勝久 北海道 新見　正利 三　重 永井　稔 岩　手 及川　哲治

青　森 石井　孝男 北海道 本間　卓也 三　重 辻　拓也 岩　手 清水野　輝夫

青　森 福士　寿夫 北海道 浅利　一成 三　重 中村　太祐 山　形 髙橋　満幸

岩　手 塔筋　太郎 青　森 酒井　良裕 滋　賀 小谷　茂喜 山　形 黒沼　潤

岩　手 芳門　福男 青　森 佐藤　龍太郎 大　阪 木下　茂雄 山　形 大沼　啓一

岩　手 千田　啓介 青　森 辻村　庄二 大　阪 堀　隆博 山　形 髙橋　康平

秋　田 川崎　　満 青　森 佐々木　功 大　阪 立山　健太郎 福　島 星　博

秋　田 高橋　隆幸 青　森 辻村　竜男 兵　庫 芦谷　直記 新　潟 広田　英之

秋　田 佐々木　満 青　森 川村　幸春 兵　庫 齊藤　安晃 新　潟 庄司　充

山　形 西尾　克人 岩　手 畠沢　重年 兵　庫 山本　竜矢 新　潟 鎌田　篤美

山　形 早坂　紘史 岩　手 神　大士 兵　庫 前田　滋 長　野 大洞　真平

茨　城 原田　倫之 岩　手 佐々木　三雄 兵　庫 山本　真裕 長　野 北原　慎也

神奈川 大泉　雅孝 岩　手 菊池　忠 和歌山 西川　竜太 岐　阜 豊田　政幸

新　潟 宮島　利数 岩　手 鈴木　淳 和歌山 東　敦雄 岐　阜 奥田　昌貴

新　潟 伊藤　弘二 岩　手 佐藤　和司 高　知 田村　和嘉男 岐　阜 八賀　重彦

石　川 一二三　悠穂 岩　手 佐々木　健介 高　知 千頭　敬介 兵　庫 藤井　一士

岐　阜 洞田　尚 岩　手 小笠原　友彦 福　岡 佐藤　俊一 広　島 内田　一樹

三　重 森下　智彦 宮　城 菅原　洋 長　崎 米村　拓郎 徳　島 西浦　寿和

奈　良 北　直紀 秋　田 中村　剛史 長　崎 磯田　禎二 徳　島 喜多　貴之

島　根 古曳　正樹 秋　田 佐々木　澄子 長　崎 田中　正博 高　知 清水　弘之

岡　山 木村　淳二 秋　田 髙橋　守 熊　本 森田　真二 熊　本 川窪　眞次

岡　山 水田　圭亮 秋　田 小松　信人 大　分 日野　真文 熊　本 田尻　雅彦

広　島 林　真梨奈 秋　田 近藤　淳一 宮　崎 橋本　修二 熊　本 磯崎　庄司

徳　島 工藤　剛生 秋　田 一ノ宮　秀和 宮　崎 前杉　成美 熊　本 浜田　俊教

宮　崎 後藤　恵 秋　田 草刈　賢一 宮　崎 山下　義治 熊　本 岩内　明子

秋　田 佐藤　新一郎 宮　崎 川野　良二 宮　崎 橋口　知典

2.森林土木部門(13名) 山　形 佐藤　さつえ 宮　崎 工藤　善幸 鹿児島 野﨑　伸二

北海道 菅澤　伸司 山　形 鈴木　孝志 宮　崎 冨永　哲治

秋　田 寺田　治男 山　形 伊藤　一裕 鹿児島 橋口　康一 2.作業道作設部門(2名)

山　形 豊田　大輔 山　形 小関　大祐 鹿児島 黒木　慶次郎 大　阪 中村　孝

山　形 松田　理 福　島 平野　光一 沖　縄 佐藤　雄一 兵　庫 山田　一成

福　島 岡崎　孝哉 福　島 水野　喜文

群　馬 松本　哲也 福　島 吉田　智喜 5.森林環境部門(16名)

群　馬 山形　紀美夫 茨　城 山口　正人 秋　田 藤原　一樹 総数　187名

神奈川 徐　銘翔 栃　木 吉井　孝典 山　形 小林　信昭

新　潟 小林　剛 栃　木 室井　幸久 山　形 小林　亜範

新　潟 草彅　辰郎 群　馬 松田　昌博 茨　城 石井　浩

石　川 神﨑　敬子 東　京 油井　章次郎 茨　城 中島　章文

静　岡 村松　久 東　京 竹内　芳仁 栃　木 福田　泰久

大　阪 澤　徹 東　京 荒井　恭子 千　葉 青木　正篤

東　京 室岡　郁馬 東　京 後藤　智哉

3.林業機械部門(8名) 神奈川 森　聡則 東　京 小川　幸則

北海道 高坂　昌忠 神奈川 岸本　康平 神奈川 土光　智子

秋　田 伊藤　隆裕 神奈川 古家　智晃 神奈川 高橋　聖生

茨　城 吉﨑　進 神奈川 丸尾　めぐみ 長　野 松元　和正

福　井 竹田　信彦 神奈川 蛭田　隆介 長　野 小山　知宏

兵　庫 藤原　敬二 新　潟 大桃　有史 静　岡 正司　陽麻

兵　庫 藤原　唯義 新　潟 酒井　哲朗 兵　庫 前川　公夫

島　根 遠藤　正資 新　潟 小山　崇博 佐　賀 松尾　淳也

宮　崎 立本　正樹 山　梨 小宮山　信吾

山　梨 津田　大介 6.森林総合監理部門(5名）

長　野 永井　隆雄 北海道 多田　和宏

長　野 荻窪　善明 北海道 横田　智弘

静　岡 北見　仁一 北海道 鈴木　匡

愛　知 山本　章郎 群　馬 内山　総太郎

愛　知 林　雄一朗 東　京 小倉　和幸
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