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29002 北海道 金澤　紀彦 南富良野町森林組合 29048 秋田県 湯瀬　貴一 鹿角森林組合

29003 北海道 椛澤　俊介 下川町森林組合 29049 秋田県 杉澤　和久 白神森林組合

29004 北海道 久保　学 浦幌町森林組合 29050 山形県 小松　孝 有限会社　遠田林産

29005 北海道 栗原　和己 遠別初山別森林組合 29051 山形県 高倉　智 金山町森林組合

29006 北海道 佐藤　大樹 和寒町森林組合 29052 山形県 高橋　築 有限会社　遠田林産

29007 北海道 澤田　巧 浦幌町森林組合 29053 山形県 忠鉢　春香 温海町森林組合

29008 北海道 三瓶　英樹 遠軽地区森林組合 29054 山形県 平山　直樹 西置賜ふるさと森林組合

29009 北海道 菅村　秀明 札幌市森林組合 29055 福島県 五十嵐　修平 会津北部森林組合

29010 北海道 菅原　和久 南富良野町森林組合 29056 福島県 岩渕　良太 佐久間建設工業株式会社

29011 北海道 菅原　しおり 当麻町森林組合 29057 福島県 富山　隆一 会津北部森林組合

29012 北海道 田口　弘昭 日高東部森林組合 29058 福島県 渡部　典高 株式会社ヤマイシ

29013 北海道 辻　弘一 胆振西部森林組合 29059 茨城県 中島　優作 株式会社ヨシナリ林業

29014 北海道 西　紀彦 日高中部森林組合 29060 茨城県 室井　良介 常陸太田市森林組合

29016 北海道 林　龍介 胆振西部森林組合 29061 栃木県 大塚　賢太郎 粟野森林組合

29017 北海道 堀尾　亮太 鶴居村森林組合 29062 栃木県 鈴木　勝博 有限会社鈴木材木店

29018 北海道 松井　俊己 旭川市森林組合 29063 栃木県 関口　啓 株式会社栃毛木材

29019 北海道 松田　拓矢 日高東部森林組合 29064 栃木県 細谷　新太郎 株式会社栃毛木材工業

29021 北海道 山本　浩二 厚岸町森林組合 29065 栃木県 石下　宏和 日光市森林組合

29022 北海道 吉田　拓白 厚岸町森林組合 29066 栃木県 青木　洋一 みかも森林組合

29023 青森県 成田　遼輔 青森県森林組合連合会 29067 栃木県 上野　晋五 たかはら森林組合

29024 青森県 川村　真兵 青い森國土保全協同組合 29068 栃木県 大﨑　健太郎 那須南森林組合

29025 青森県 野呂　光彦 青い森國土保全協同組合 29069 栃木県 小林　秀史 みかも森林組合

29026 岩手県 伊藤　勇樹 盛岡広域森林組合 29070 栃木県 相馬　義孝 たかはら森林組合

29027 岩手県 伊藤　洋平 岩手県森林整備協同組合 29071 栃木県 新堀　司 有限会社　高見林業

29028 岩手県 金澤　優子 岩手県森林整備協同組合 29072 群馬県 小金澤　奨 南牧村森林組合

29029 岩手県 菅野　編美 岩手県森林整備協同組合 29073 群馬県 茂木　祐太 南牧村森林組合

29030 岩手県 岩崎　宏 特定非営利活動法人いわて森林再生研究会 29074 群馬県 沼田　直人 桐生広域森林組合

29031 宮城県 南幅　清也 東日本旅客鉄道株式会社 29075 埼玉県 茂木　魁都 西川広域森林組合

29032 宮城県 石田　将 宮城十條林産株式会社 29076 千葉県 島津　諭 千葉県森林組合

29033 宮城県 遠藤　圭 東和町森林組合 29077 千葉県 竹ノ内　和嗣 千葉県森林組合

29034 宮城県 佐々木　秀 栗駒高原森林組合 29078 東京都 鶴巻　潔 東京都森林組合

29035 宮城県 里口　敏治 登米町森林組合 29079 神奈川県 齊藤　将志 有限会社　相馬造林

29036 宮城県 菅原　陽 栗駒高原森林組合 29080 新潟県 田巻　和敏 有限会社阿部林業工務店

29037 宮城県 引地　勉 丸森町森林組合 29081 新潟県 板垣　忠次 高根生産森林組合

29038 宮城県 邊見　芳己 南三陸森林組合 29082 新潟県 笠原　元子 中越よつば森林組合

29039 宮城県 吉田　恵太朗 南三陸森林組合 29083 新潟県 佐藤　剛 株式会社中嶋木材

29040 宮城県 石崎　裕一 株式会社里山林農元気村 29084 新潟県 仲川　芳和 新穂森林組合

29042 宮城県 佐藤　勇也 大崎森林組合 29085 新潟県 仲澤　敏 十日町地域森林組合

29043 宮城県 野村　治 津山町森林組合 29086 新潟県 濁川　富代 中越よつば森林組合

29044 大分県 東　香織 株式会社伊万里木材市場 29087 新潟県 長谷川　義之 さくら森林組合

29045 秋田県 桂田　定男 株式会社協和土建 29088 新潟県 松永　忠徳 中越よつば森林組合

29046 秋田県 佐々木　瞬 雄勝広域森林組合 29089 新潟県 渡辺　勝芳 南佐渡森林組合

29047 秋田県 佐藤　優衣 雄勝広域森林組合 29090 新潟県 渡辺　生美 南佐渡森林組合
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29091 富山県 大谷　侑太郎 富山県西部森林組合 29141 兵庫県 三辻　正俊 株式会社知福木材

29092 富山県 瀬川　瑠衣子 富山県西部森林組合 29142 兵庫県 山本　竜矢 株式会社山本木材

29093 富山県 山崎　拓也 富山県西部森林組合 29143 兵庫県 仲才　勝弘 北但東部森林組合

29094 石川県 岡本　純 能登森林組合 29144 兵庫県 名城　直樹 北但東部森林組合

29095 石川県 坪坂　竜弥 金沢森林組合 29145 兵庫県 西村　貴志 日本土地山林株式会社

29096 石川県 道心　雅幸 金沢森林組合 29146 和歌山県 苅屋　安志 那智勝浦町森林組合

29097 石川県 三山　翔大 金沢森林組合 29147 和歌山県 冨田　賢 平岡林業

29098 福井県 中西　一夫 丹生郡森林組合 29148 和歌山県 絵戸　聡一郎 森林組合こうや

29099 福井県 増田　直人 九頭竜森林組合 29149 鳥取県 田中　優一 鳥取県東部森林組合

29100 福井県 松田　恭昇 美山町森林組合 29150 鳥取県 福原　史彦 八頭中央森林組合

29101 福井県 若杉　彦貴 美山町森林組合 29151 鳥取県 前田　剛志 八頭中央森林組合

29103 福井県 吉田　裕孝 坂井森林組合 29152 鳥取県 村本　晃一 鳥取県中部森林組合

29104 福井県 平城　博之 れいなん森林組合 29153 島根県 桐田　亘 高津川森林組合

29105 山梨県 長田　仁志 峡東森林組合 29154 島根県 髙尾　洋一 飯石森林組合

29106 長野県 浅沼　勇也 南佐久中部森林組合 29155 島根県 深田　正彦 飯石森林組合

29107 長野県 清水　直幸 松本広域森林組合 29156 島根県 増岡　伸一 飯石森林組合

29108 長野県 山岡　正人 松本広域森林組合 29157 岡山県 入澤　章紀 真庭森林組合

29109 長野県 池田　貴幸 飯伊森林組合 29158 岡山県 黒田　能弘 株式会社杣

29110 長野県 河野　透 北信州森林組合 29159 岡山県 坂手　祐紀 作州かがみの森林組合

29111 長野県 栁澤　美幸 佐久森林組合 29160 岡山県 松尾　光治 作州かがみの森林組合

29112 長野県 和田　峻輝 長野森林組合 29161 広島県 中屋　利基 尾三地方森林組合

29114 岐阜県 水口　寛之 飛騨高山森林組合 29162 広島県 前友　郁保 尾三地方森林組合

29115 岐阜県 黒沢　実 中津川市森林組合 29163 山口県 河野　徹也 光大和森林組合

29116 静岡県 青島　伸幸 いなずさ林業 29164 徳島県 谷脇　克利 海部森林組合

29117 静岡県 鹿子嶋　光 静岡市森林組合 29165 徳島県 田村　文生 海部森林組合

29118 静岡県 狩野　豊 静岡市森林組合 29166 愛媛県 井門　孝三郎 越智今治森林組合

29119 静岡県 神谷　誠司 静岡市森林組合 29167 愛媛県 菊地　英太郎 キクチ観光株式会社

29120 静岡県 窪田　怜 静岡市森林組合 29168 愛媛県 松﨑　修平 愛媛県森林組合連合会

29121 静岡県 瀧　圭佑 静岡市森林組合 29169 愛媛県 松本　和也 愛媛県森林組合連合会

29122 静岡県 三好　真広 静岡市森林組合 29170 愛媛県 二宮　亮平 愛媛県森林組合連合会

29123 静岡県 村岡　新一 有限会社落合製材所 29172 愛媛県 石丸　一行 久万広域森林組合

29124 静岡県 飯塚　雄紀 株式会社天城農林 29173 愛媛県 和田　秀典 久万広域森林組合

29125 静岡県 久保田　誠 株式会社天城農林 29174 高知県 片岡　博一 株式会社明神林業

29126 静岡県 宮城島　正人 株式会社天城農林 29175 高知県 笹岡　洋一 物部森林組合

29127 静岡県 松永　大和 森町森林組合 29176 高知県 吉松　真吾 株式会社明神林業

29128 愛知県 粕谷　健太郎 豊田森林組合 29177 福岡県 池田　洋輔 福岡県広域森林組合

29129 愛知県 豊重　陵広 豊田森林組合 29178 福岡県 住田　健一郎 福岡県広域森林組合

29130 愛知県 原田　充 東栄町森林組合 29179 福岡県 中島　圭一 福岡県広域森林組合

29131 三重県 木下　直弥 中勢森林組合 29180 福岡県 松村　角朗 福岡県広域森林組合

29132 三重県 中須　真史 宮川森林組合 29181 佐賀県 秋光　慎介 太良町森林組合

29133 三重県 東浦　徹 宮川森林組合 29182 佐賀県 木戸　修耶 富士大和森林組合

29134 三重県 村田　昌弘 大紀森林組合 29183 佐賀県 松尾　新二 株式会社西部林業

29135 三重県 木原　聖吾 田中林業株式会社 29184 佐賀県 山岸　直 富士大和森林組合

29137 京都府 山段　浩次 福知山地方森林組合 29185 佐賀県 山下　裕之 伊万里西松浦森林組合

29139 兵庫県 一野　佑磨 有限会社杉下木材 29186 佐賀県 三宅　宣博 株式会社伊万里木材市場

29140 兵庫県 勝部　正章 株式会社田中林業 29187 長崎県 冨田　英利 東彼杵郡森林組合



29190 長崎県 久保川　秀樹 松浦市森林組合

29191 熊本県 秋月　啓助 菊池森林組合

29192 熊本県 今田　博貴 くま中央森林組合

29193 熊本県 越猪　直樹 菊池森林組合

29194 熊本県 大岩　翼 球磨村森林組合

29195 熊本県 北本　晋 菊池森林組合

29196 熊本県 久保田　一生 五木村森林組合

29197 熊本県 森口　貴之 五木村森林組合

29198 熊本県 小城　健揮 阿蘇森林組合

29199 大分県 小川　拓哉 ワタミファーム＆エナジー(株)

29200 宮崎県 瀬尾　朋行 都城森林組合

29201 宮崎県 椿　好久 耳川広域森林組合

29205 宮崎県 甲斐　崇志 西臼杵森林組合

29206 鹿児島県 川野　憂也 伊佐森林組合

29207 鹿児島県 坂元　伸太郎 伊佐森林組合

29208 鹿児島県 羽子田　佐弥紀 株式会社はなぶさ


