
平成28年度森林施業プランナー認定者名簿

認定NO 都道府県 名前 所属 認定NO 都道府県 名前 所属

28001 北海道 宇山　昌一郎 千歳市森林組合 28122 静岡県 山田　真弓 有限会社天竜フォレスター

28002 北海道 遠藤　聖也 苫小牧広域森林組合 28123 愛知県 鈴木　和寛 豊田森林組合

28003 北海道 尾形　俊和 士別地区森林組合 28124 愛知県 古井　昌広 豊田森林組合

28004 北海道 岡本　慎也 士別地区森林組合 28125 三重県 千種　要道 三重県森林組合連合会

28005 北海道 小木　卓也 新生紀森林組合 28126 三重県 橋爪　弘樹 宮川森林組合

28006 北海道 茅野　裕哉 足寄町森林組合 28127 三重県 早川　隆幸 いせしま森林組合

28007 北海道 菊谷　翔 遠別初山別森林組合 28128 滋賀県 尾上　晴彦 滋賀中央森林組合

28008 北海道 佐藤　宏昭 美幌町森林組合 28129 滋賀県 吉田　茂久 長浜市伊香森林組合

28009 北海道 田所　塁 豊富猿払森林組合 28130 京都府 瀬野　佳英 京丹波森林組合

28010 北海道 土屋　匡規 苫小牧広域森林組合 28131 京都府 谷　祥汰 京都市森林組合

28011 北海道 外崎　真也 千歳市森林組合 28132 京都府 鍋倉　慎平 福知山地方森林組合

28012 北海道 豊岡　祐将 当麻町森林組合 28133 京都府 米嶋　昌史 米嶋銘木

28013 北海道 中原　悠太 苫小牧広域森林組合 28134 兵庫県 芦谷　直記 株式会社グリーン興産

28014 北海道 彦部　学 留萌南部森林組合 28135 兵庫県 足立　健浩 北はりま森林組合

28015 北海道 藤丸　康之 大澤木材株式会社 28136 兵庫県 井上　宜治 井上木材

28016 北海道 松浦　卓也 上川北部森林組合 28137 兵庫県 木津　一郎 株式会社グリーン興産

28017 北海道 水戸部　洋之 今金町森林組合 28138 兵庫県 中路　充彦 株式会社グリーン興産

28018 北海道 山口　翼 今金町森林組合 28139 兵庫県 縄手　政樹 株式会社グリーン興産

28019 北海道 山崎　優一郎 留萌中部森林組合 28140 兵庫県 蒐場　昭人 しそう森林組合

28020 北海道 山本　竜太 石狩北部森林組合 28141 兵庫県 畑尾　大輔 しそう森林組合

28021 青森県 岩織　孝幸 三八地方森林組合 28142 兵庫県 松井　正義 株式会社グリーン興産

28022 青森県 漆坂　政輝 有限会社漆坂林業 28143 兵庫県 丸本　雄士 株式会社グリーン興産

28023 青森県 京野　考雄 三八地方森林組合 28144 兵庫県 宮崎　敏和 北はりま森林組合

28024 青森県 佐藤　龍太郎 下北地方森林組合 28145 奈良県 髙安　輝彦 野迫川村森林組合

28025 青森県 谷田　憲哉 東北町森林組合 28146 奈良県 玉置　信之 十津川村森林組合

28026 青森県 沼沢　佳哉 三八地方森林組合 28147 奈良県 中岸　敏行 十津川村森林組合

28027 岩手県 石田　祐喜 株式会社泉山林業 28148 和歌山県 浦西　大樹 マルカ林業株式会社

28028 岩手県 大和田　真純 陸前高田市森林組合 28149 和歌山県 杉谷　篤史 紀中森林組合

28029 岩手県 菊池　賢 気仙地方森林組合 28150 和歌山県 橋本　涼平 大辺路森林組合

28030 岩手県 熊原　誠 盛岡広域森林組合 28151 和歌山県 山口　浩 清水森林組合

28031 岩手県 坂本　将也 岩手県森林整備協同組合 28152 鳥取県 池成　好貴 八頭中央森林組合

28032 岩手県 佐藤　茂樹 岩手県森林整備協同組合 28153 鳥取県 高力　直 八頭中央森林組合

28033 岩手県 佐藤　忠 気仙地方森林組合 28154 島根県 青木　芳雄 高津川森林組合

28034 岩手県 舘野　政志 岩手県森林整備協同組合 28155 島根県 石田　弥 江津市森林組合

28035 岩手県 間澤　和広 有限会社丸大県北農林 28156 島根県 伊藤　一昌 大田市森林組合
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28036 岩手県 間澤　慎太郎 間澤林業 28157 島根県 今岡　光生 出雲地区森林組合

28037 岩手県 村上　省吾 陸前高田市森林組合 28158 島根県 宇谷　一陽 大田市森林組合

28038 岩手県 村上　由似 陸前高田市森林組合 28159 島根県 佐々木　裕行 江津市森林組合

28039 岩手県 矢神　光政 NPO法人いわて森林再生研究会 28160 島根県 竹﨑　翔平 邑智郡森林組合

28040 岩手県 吉岡　拓真 岩手県森林整備協同組合 28161 島根県 田中　幸昌 大田市森林組合

28041 宮城県 阿部　正勝 石巻地区森林組合 28162 島根県 林　一兵 大田市森林組合

28042 宮城県 菊地　大輔 石巻地区森林組合 28163 島根県 牧田　洋平 邑智郡森林組合

28043 宮城県 三浦　利典 石巻地区森林組合 28164 島根県 三上　純 邑智郡森林組合

28044 秋田県 石田　正幸 白神森林組合 28165 島根県 光田　大輔 邑智郡森林組合

28045 秋田県 小野　巧 株式会社森林メンテナンスカトウ 28166 島根県 山本　孝和 江津市森林組合

28046 秋田県 佐々木　勇也 白神森林組合 28167 岡山県 岸本　秀樹 岡山森林組合

28047 秋田県 高橋　一志 雄勝広域森林組合 28168 岡山県 下山　正晃 津山市森林組合

28048 秋田県 田中　敬 白神森林組合 28169 岡山県 松岡　洋平 津山市森林組合

28049 秋田県 谷藤　甫 雄勝広域森林組合 28170 山口県 木村　義人 光大和森林組合

28050 秋田県 永田　修 鹿角森林組合 28171 山口県 竹下　周志 山口県東部森林組合

28051 山形県 阿部　多喜子 金山町森林組合 28172 山口県 田島　健一 阿武萩森林組合

28052 山形県 沓澤　重泰 最上広域森林組合 28173 山口県 水木　啓介 山口県東部森林組合

28053 山形県 小室　晃一 北村山森林組合 28174 愛媛県 竹内　良介 いしづち森林組合

28054 山形県 森　義明 有限会社三英クラフト 28175 愛媛県 坪田　裕希 いしづち森林組合

28055 福島県 浅川　文人 会津若松地方森林組合 28176 愛媛県 成田　壮摩 久万広域森林組合

28056 福島県 菅家　伸 只見町森林組合 28177 愛媛県 藤田　康平 いしづち森林組合

28057 福島県 齋藤　寛之 西会津町森林組合 28178 愛媛県 山内　翔平 株式会社日吉農林公社

28058 福島県 鈴木　幸子 只見町森林組合 28179 高知県 石川　一郎 石川産業有限会社

28059 茨城県 大図　直輝 つくばね森林組合 28180 高知県 石濵　直樹 高知中央森林組合

28060 茨城県 大図　泰広 つくばね森林組合 28181 高知県 伊藤　義人 有限会社伊藤林業

28061 茨城県 鈴木　翔吾 有限会社鈴木木材 28182 高知県 小笠原　康太 大豊町森林組合

28062 栃木県 岩瀬　孝史 那須町森林組合 28183 高知県 沢田　丈昌 高知市森林組合

28063 栃木県 大栁　勝俊 鹿沼市森林組合 28184 高知県 嶋﨑　伸之 須崎地区森林組合

28064 栃木県 奥山　智洋 那須町森林組合 28185 高知県 田邉　博朗 香美森林組合

28065 栃木県 角田　仁寿 宇都宮市森林組合 28186 高知県 田村　敏彦 幡東森林組合

28066 栃木県 齋藤　充 有限会社高見林業 28187 高知県 徳増　秀敏 香美森林組合

28067 栃木県 富田　和守 芳賀地区森林組合 28188 高知県 鳥山　太郎 土佐町森林組合

28068 栃木県 増子　達介 那須町森林組合 28189 高知県 中越　正知 梼原町森林組合

28069 群馬県 有坂　俊樹 下仁田町森林組合 28190 高知県 弘田　朗 土佐清水市森林組合

28070 群馬県 木村　博史 下仁田町森林組合 28191 高知県 宮﨑　雅幸 香美森林組合
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28071 群馬県 小板橋　優紀 吾妻森林組合 28192 高知県 宮本　祐輔 宿毛市森林組合

28072 群馬県 小林　恵介 わたらせ森林組合 28193 高知県 森山　学 梼原町森林組合

28073 群馬県 小林　光 株式会社清水インダストリー 28194 高知県 山﨑　昭旺 香美森林組合

28074 群馬県 髙橋　哲平 烏川流域森林組合 28195 高知県 和田　ひろみ 高知中央森林組合

28075 群馬県 布施　博則 わたらせ森林組合 28196 福岡県 石原　真男 福岡県広域森林組合

28076 群馬県 水谷　昌一 吾妻森林組合 28197 福岡県 猪又　好浩 福岡県広域森林組合

28077 埼玉県 篠塚　順子 秩父広域森林組合 28198 福岡県 内田　守 福岡県広域森林組合

28078 埼玉県 藤沢　寛秋 西川広域森林組合 28199 福岡県 緒方　幸雄 福岡県八女森林組合

28079 千葉県 加島　伊織 千葉県森林組合 28200 福岡県 倉員　明弘 福岡県八女森林組合

28080 千葉県 芝山　洋基 千葉県森林組合 28201 福岡県 栗秋　貴博 福岡県八女森林組合

28081 千葉県 中野　修平 千葉県森林組合 28202 福岡県 佐々木　絢子 福岡県広域森林組合

28082 千葉県 那須　章人 千葉県森林組合 28203 福岡県 田中　啓嗣 福岡県広域森林組合

28083 東京都 川島　義紀 住友林業フォレストサービス株式会社 28204 福岡県 中村　太一 福岡県八女森林組合

28084 神奈川県 大野　晋作 愛川町森林組合 28205 福岡県 新野　倫之 添田町森林組合

28085 新潟県 酒井　文夫 中越よつば森林組合 28206 福岡県 林　覧仁 添田町森林組合

28086 新潟県 菅原　史裕 村上市森林組合 28207 福岡県 堀江　信 福岡県広域森林組合

28087 新潟県 長谷川　信理 株式会社マルワイ 28208 佐賀県 大野　秋人 株式会社佐藤木材

28088 新潟県 平田　澄人 関川村森林組合 28209 佐賀県 鬼木　敬 ウッド・エコー産業

28089 新潟県 山田　雄二 津南町森林組合 28210 佐賀県 福島　浩哲 株式会社伊万里木材市場

28090 新潟県 吉光　信幸 村上市森林組合 28211 佐賀県 前田　和幸 株式会社伊万里木材市場

28091 富山県 島谷　哲史 富山県西部森林組合 28212 佐賀県 山下　和秀 武雄杵島森林組合

28092 富山県 山下　貴生 婦負森林組合 28213 佐賀県 吉原　京子 まつら森林組合

28093 富山県 義浦　航 富山県西部森林組合 28214 長崎県 柄本　司 長崎南部森林組合

28094 石川県 竹田　正平 能登森林組合 28215 長崎県 小宮　伸之 株式会社昭大建設

28095 山梨県 中村　麻美 株式会社神子沢林業 28216 長崎県 福本　恭平 長崎南部森林組合

28096 長野県 雨宮　一志 諏訪森林組合 28217 熊本県 大田　亨 有限会社大川林業

28097 長野県 井出　大二郎 南佐久中部森林組合 28218 熊本県 小野　一広 八代森林組合

28098 長野県 岸田　聖司 信州上小森林組合 28219 熊本県 佐々木　隆 小国町森林組合

28099 長野県 切石　英治 飯伊森林組合 28220 熊本県 塩坂　祐弥 八代森林組合

28100 長野県 小塩　泰嵩 飯伊森林組合 28221 熊本県 豊原　利仁 五木村森林組合

28101 長野県 関　真一 北信州森林組合 28222 熊本県 藤原　博見 上球磨森林組合

28102 長野県 多田　賢司 飯伊森林組合 28223 熊本県 古川　育美 相良村森林組合

28103 長野県 中澤　幹 飯伊森林組合 28224 熊本県 樅木　和義 くま中央森林組合

28104 長野県 松下　和也 飯伊森林組合 28225 熊本県 柳川　真一 上球磨森林組合

28105 長野県 森川　大 栄村森林組合 28226 大分県 黒木　利典 日田市森林組合
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28106 長野県 矢島　幸治 諏訪森林組合 28227 大分県 黒木　康貴 東国東郡森林組合

28107 長野県 山﨑　由広 飯伊森林組合 28228 大分県 塩月　裕章 佐伯広域森林組合

28108 長野県 吉野　一幸 飯伊森林組合 28229 大分県 豊田　庸介 別杵速見森林組合

28109 岐阜県 舘林　正孝 株式会社舘林林業 28230 大分県 野平　幸一 宇佐地区森林組合

28110 岐阜県 武藤　一太 郡上森林組合 28231 大分県 波多野　剛也 おおいた森林組合

28111 静岡県 今橋　真人 掛川市森林組合 28232 宮崎県 飯田　圭亮 西諸地区森林組合

28112 静岡県 大久保　悟郎 伊豆森林組合 28233 宮崎県 尾崎　智洋 延岡地区森林組合

28113 静岡県 岡本　和久 特定非営利活動法人地域活力創造センター 28234 宮崎県 河野　路 耳川広域森林組合

28114 静岡県 奥田　未来 天竜森林組合 28235 宮崎県 仁田　要 耳川広域森林組合

28115 静岡県 落合　大樹 有限会社落合製材所 28236 宮崎県 福留　栄 西諸地区森林組合

28116 静岡県 組谷　康司 伊豆森林組合 28237 宮崎県 渡邉　洋三 延岡地区森林組合

28117 静岡県 嶋田　康稔 水窪町森林組合 28238 鹿児島県 有水　大吾 有限会社有水製材所

28118 静岡県 土門　謙太郎 春野森林組合 28239 鹿児島県 時　寛之 屋久島森林組合

28119 静岡県 原木　克司 森林組合おおいがわ 28240 鹿児島県 平田　美樹 株式会社伊万里木材市場

28120 静岡県 藤本　裕樹 株式会社いしい林業 28241 鹿児島県 福川　哲 出水愛林有限会社

28121 静岡県 望月　英光 望月木材 28242 鹿児島県 本鍋田　和平 有限会社田中林業
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