
令和３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(29名) 3.林業機械部門(3名) 1.森林土木部門(28名)

北海道 小林　久晃 北海道 平尾 嘉英 長　野 宮坂　利夫 北海道 谷沿　慎平

北海道 坂田　政広 秋　田 永井　孝則 長　野 大平　重利 青　森 橋場　信幸

北海道 鎌田　剛 岡　山 内田　旭 岐　阜 仲谷　嘉門 青　森 須藤　充

岩　手 藤森　義浩 岐　阜 山田　昭二 青　森 村下　政拓

岩　手 近藤　修三 4.林業経営部門(80名) 愛　知 豊田 拓郎 青　森 佐野　友視

岩　手 中村 隆 北海道 橋元 伸浩 愛　知 中根 一志 青　森 尾野　卓也

秋　田 畠沢　重年 北海道 松本　英宣 愛　知 京極　隆人 岩　手 吉田　行男

茨　城 大部　栄 北海道 岩田　大輔 三　重 岩瀬　誠之 岩　手 後藤　由雄

群　馬 内山　総太郎 北海道 本谷　卓 三　重 前田　恭兵 岩　手 菅原　和宏

群　馬 須藤　智亮 北海道 島津　泰博 三　重 中村　友樹 岩　手 田野﨑　充

埼　玉 淀川　茂 北海道 鈴木 章記 三　重 沼﨑　照之 岩　手 坂本　靖幸

神奈川 篠塚　結花 北海道 鎌田　剛 滋　賀 川村　奈々 宮　城 菅原　光洋

新　潟 酒井　哲朗 青　森 村田 一星 京　都 森本　佳秀 宮　城 石瀬　憲

新　潟 小山　崇博 青　森 蒔田 剛広 大　阪 烏谷　恭一 秋　田 渡邉　一生

石　川 山路　佳奈 青　森 小野 義秀 大　阪 清水　隆典 秋　田 加藤　智美

兵　庫 岸田　典大 青　森 相馬　勝則 兵　庫 吉井　輝和 山　形 鶴宮　英俊

奈　良 中森　政由貴 青　森 田中　智 兵　庫 田中　重紀 山　形 後藤　充

奈　良 小林　伸隆 青　森 古屋敷　弘幸 奈　良 津田 一馬 山　形 中臺　直之

岡　山 室岡　郁馬 岩　手 菅野 敏裕 和歌山 雨澤　一郎 山　形 小笠原　昌平

岡　山 池上　祐司 岩　手 小原　優 岡　山 林　亮 新　潟 西山　勝美

徳　島 桑田 悠司 岩　手 中舘　晃司 広　島 光田 明裕 山　梨 廣瀬　由和

愛　媛 中家　淳次 岩　手 川又　星児 広　島 竹﨑 翔平 長　野 佐々木　勝敏

高　知 高野　一隆 秋　田 小野　巧 高　知 阿部 淳也 岐　阜 岩田　浩樹

高　知 岡本 哲志 秋　田 木村　和久 福　岡 吉岡　健 岐　阜 中筋　洋平

高　知 中山　大輔 秋　田 藺藤 孝明 熊　本 松永　善人 静　岡 鈴木　悠一郎

福　岡 上田　正博 秋　田 菅原　健一 熊　本 竹熊　隆宏 大　阪 川上　伸一

熊　本 江藤　雅彦 山　形 佐藤　宏一 宮　崎 八重尾　映児 兵　庫 上野　雄大

熊　本 岩本　清文 山　形 金子　崇 兵　庫 椴谷　佳典

大　分 酒井 宏 山　形 吉田　和正 5.森林環境部門(6名)

福　島 國政 淳 東　京 花村　美保 2.作業道作設部門(1名)

2.森林土木部門(27名) 福　島 田部 博之 神奈川 笹原　千佳 熊　本 田尻　充男

北海道 名手　英之 福　島 白井 貴康 岐　阜 山下　誠

青　森 櫻庭　弘美 福　島 本郷　勇喜 兵　庫 山村　静男

岩　手 三角　康晶 福　島 阿部　光 福　岡 中村 康則 総数  176名

岩　手 菊地　登志雄 茨　城 石井 貴章 宮　崎 橋本　修二

岩　手 田嶋　政志 栃　木 髙野　一志

岩　手 中島　章文 栃　木 渡部　典高 6.森林総合監理部門(2名)

秋　田 伊藤　京平 群　馬 生方　啓司 北海道 早見　好弘

山　形 阿部　康広 群　馬 安原　治 長　野 春日　嘉広

山　形 佐藤　雅敏 群　馬 田村　幹夫

山　形 國分　友彦 群　馬 山田　剛

福　島 加藤　克行 東　京 中尾　龍太

福　島 柏木 淳一 東　京 屋代　忠幸

栃　木 遠藤　崇行 東　京 森川　英治

群　馬 加賀美　昌克 東　京 星元　啓吾

群　馬 熊谷　晃 神奈川 中原　達彦

埼　玉 伊藤　智明 神奈川 有光　麻子

東　京 田口　忠久 神奈川 大貫　満宣

神奈川 佐藤　伸幸 神奈川 大木　隆男

新　潟 藤田　卓也 神奈川 西本　里美

山　梨 根津　皓 神奈川 五反田　千晶

長　野 飯田 直希 神奈川 齊藤　理沙

長　野 丸山　和久 新　潟 古澤　茂昌

岐　阜 齋木　祐矢 新　潟 宮島　利数

奈　良 竹下　守昭 新　潟 星　定

和歌山 谷口　義樹 山　梨 杉本　貴広

佐　賀 荒島 晃治 長　野 金澤 秀晃

熊　本 井本 真吾 長　野 林　裕介
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