
認定森林施業プランナー一覧 令和3年4月1日

認定No. 都道府県 氏名 勤務先
24001 北海道 青木　豪 十勝大雪森林組合
24004 北海道 阿閉　秀行 美幌町森林組合
24005 北海道 石見　重徳 南しりべし森林組合
24006 北海道 伊藤　浩明 上川北部森林組合
24007 北海道 伊藤　悠也 北海道大学
24008 北海道 遠藤　幸夫 美瑛町森林組合
24009 北海道 小倉　誠二郎 三井物産フォレスト株式会社
24010 北海道 片山　篤 はこだて広域森林組合
24011 北海道 木村　徳美 ひだか南森林組合
24012 北海道 工藤　泰孝 北海道ニッタ株式会社
24013 北海道 久保　伸市 清水町森林組合
24014 北海道 後藤　義孝 西十勝森林組合
24015 北海道 近藤　貴彦 旭川市森林組合
24016 北海道 酒井　強如 清水町森林組合
24017 北海道 佐山　正道 近藤木材産業株式会社
24018 北海道 四方　俊成 ようてい森林組合
24019 北海道 杉本　一也 オホーツク中央森林組合
24020 北海道 祐川　守穂 南宗谷森林組合
24021 北海道 鈴木　章記 愛別町森林組合
24022 北海道 鈴木　敏也 はこだて広域森林組合
24023 北海道 鈴木　雄大 北空知森林組合
24024 北海道 十川　拓己 北空知森林組合
24025 北海道 高沢　博 当麻町森林組合
24026 北海道 髙橋　和也 十勝大雪森林組合
24027 北海道 髙橋　孝輔 浦幌町森林組合
24028 北海道 高橋　進一 北空知森林組合
24029 北海道 谷内　篤史 南空知森林組合
24030 北海道 坪　雄介 ひだか南森林組合
24031 北海道 鳴島　隆吉 滝上町森林組合
24032 北海道 林　勝也 幕別町森林組合
24034 北海道 樋口　智朗 ひだか南森林組合
24035 北海道 久村　尚史 北空知森林組合
24036 北海道 村山　崇 村金興業株式会社
24037 北海道 門間　孝厳 鶴居村森林組合
24038 北海道 矢野　順一 株式会社ウッドクリエイト
24039 北海道 余湖　陽一 有限会社館坂事業所
24040 北海道 吉田　英人 北空知森林組合
24042 北海道 渡邉　将幸 幕別町森林組合
24255 北海道 武田　信仁 夕張市役所
13001 北海道 會田　忠行 株式会社　サカマキ
13002 北海道 青山　仁 十勝広域森林組合
13003 北海道 浅海　潤一 石狩市森林組合
13004 北海道 五十嵐　義幸 十勝広域森林組合
13005 北海道 井川　慎吾 石狩市森林組合
13006 北海道 泉　啓太 浦幌町森林組合
13007 北海道 稲森　謙吾 ニセコ町役場
13008 北海道 大渡　誠司 はこだて広域森林組合
13009 北海道 岡田　光弘 北見広域森林組合
13011 北海道 駒形　憲一 十勝広域森林組合
13012 北海道 齋藤　勝弘 更別森林組合
13013 北海道 斉藤　悠太 十勝広域森林組合
13014 北海道 猿渡　貴範 十勝広域森林組合
13015 北海道 澤田　俊彦 くしろ西森林組合
13016 北海道 白石　拓也 西十勝森林組合
13017 北海道 平　恭輔 広尾町森林組合
13018 北海道 高森　淳 三井物産ﾌｫﾚｽﾄ株式会社
13019 北海道 田中　剛 三井物産フォレスト株式会社
13020 北海道 谷口　洋海 十勝大雪森林組合
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13021 北海道 仲澤　純 津別町役場
13022 北海道 西村　悟 足寄町農業協同組合
13023 北海道 西本　裕一 ようてい森林組合
13024 北海道 沼田　浩二 ㈱Ｈ&Ｍ
13025 北海道 春井　祐司 十勝大雪森林組合
13026 北海道 細畑　利典 株式会社細畑林業
13027 北海道 前田　公平 オホーツク中央森林組合
14001 北海道 赤堀　義矩 ひだか南森林組合
14002 北海道 板橋　太郎 下川町森林組合
14003 北海道 上田　幸樹 足寄町森林組合
14004 北海道 上原　昌二 札幌市森林組合
14005 北海道 遠藤　貴文 厚岸町森林組合
14006 北海道 大坪　候介 十勝広域森林組合
14007 北海道 大宮健二 株式会社イワクラ
14008 北海道 小野　　功 美幌町森林組合
14010 北海道 加藤　美広 くしろ西森林組合
14011 北海道 川端　純 沙流川森林組合
14012 北海道 北山　幸平 南しりべし森林組合
14014 北海道 坂　武史 オホーツク中央森林組合
14016 北海道 佐藤　健右 佐藤木材工業株式会社
14018 北海道 佐藤　秀和 南しりべし森林組合・黒松内支所
14019 北海道 芝　顕一郎 美幌町森林組合
14020 北海道 鈴木　壱哉 十勝広域森林組合
14021 北海道 鈴木　洋幸 上川北部森林組合
14022 北海道 薄田　薫 そらち森林組合
14023 北海道 曽根　哲治 美幌町森林組合
14024 北海道 高越　智匡 日高中部森林組合
14026 北海道 田川   薫 新生紀森林組合
14027 北海道 竹内　忠毅 日高中部森林組合
14030 北海道 西　雄三 苫小牧広域森林組合
14031 北海道 西澤　真也 南宗谷森林組合
14032 北海道 野村　聡 稚内市森林組合
14033 北海道 濱出　健 ひだか南森林組合
14034 北海道 平田　亘 中頓別・浜頓別町森林組合
14036 北海道 藤原謠邦 石狩市森林組合
14038 北海道  前端　雅弘 豊富猿払森林組合
14039 北海道 松尾　忠司 大雪林業株式会社
14040 北海道 松本　祐輔 美幌町森林組合
14091 北海道 木村　良太 株式会社　イワクラ
27001 北海道 相川　栄行 胆振西部森林組合
27002 北海道 北村　真也 美瑛町森林組合
27003 北海道 久保田　太郎 株式会社グリーン滝上
27004 北海道 小島　有斗 美幌町森林組合
27005 北海道 斉藤　誠 網走地区森林組合
27006 北海道 佐藤　英男 オホーツク中央森林組合
27007 北海道 佐藤　秀和 株式会社美咲興業
27008 北海道 柴田　亮 新生紀森林組合
27009 北海道 渋谷　正之 留萌南部森林組合
27010 北海道 杉本　哲也 胆振西部森林組合
27011 北海道 髙橋　政和 くしろ西森林組合
27012 北海道 武田　祐児 そらち森林組合
27013 北海道 田中　一平 網走地区森林組合
27015 北海道 田村　和也 遠別初山別森林組合
27017 北海道 長島　功太郎 網走地区森林組合
27018 北海道 成田　健太郎 日高東部森林組合
27019 北海道 新田　勝規 滝上町森林組合
27020 北海道 平林　申伍 北空知森林組合
27021 北海道 藤井　圭太 今金町
27022 北海道 本間　大丞 株式会社美咲興業
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27023 北海道 真鍋　篤 美幌町森林組合
16001 北海道 宇山　昌一郎 千歳市森林組合
16002 北海道 遠藤　聖也 苫小牧広域森林組合
16003 北海道 尾形　俊和 士別地区森林組合
16004 北海道 岡本　慎也
16005 北海道 小木　卓也 新生紀森林組合
16006 北海道 茅野　裕哉 足寄町森林組合
16007 北海道 菊谷　翔 遠別初山別森林組合
16008 北海道 佐藤　宏昭 美幌町森林組合
16009 北海道 田所　塁 豊富猿払森林組合
16010 北海道 土屋　匡規 苫小牧広域森林組合
16011 北海道 外崎　真也 千歳市森林組合
16014 北海道 彦部　学 留萌南部森林組合
16015 北海道 藤丸　康之 大澤木材株式会社
16016 北海道 松浦　卓也 上川北部森林組合
16017 北海道 水戸部　洋之 今金町森林組合
16018 北海道 山口　翼 今金町森林組合
16019 北海道 山崎　優一郎 留萌中部森林組合
17001 北海道 安藤　栄基 南宗谷森林組合
17002 北海道 金澤　紀彦 南富良野町森林組合
17003 北海道 椛澤　俊介 下川町森林組合
17004 北海道 久保　学 浦幌町森林組合
17005 北海道 栗原　和己 遠別初山別森林組合
17006 北海道 佐藤　大樹 和寒町森林組合
17007 北海道 澤田　巧 浦幌町森林組合
17008 北海道 三瓶　英樹 遠軽地区森林組合
17009 北海道 菅村　秀明 札幌市森林組合
17010 北海道 菅原　和久 南富良野町森林組合
17011 北海道 菅原　しおり 当麻町森林組合
17012 北海道 田口　弘昭 日高東部森林組合
17013 北海道 辻　弘一 胆振西部森林組合
17014 北海道 西　　紀彦 日高中部森林組合
17015 北海道 萩平　翼 北見広域森林組合
17016 北海道 林　龍介 胆振西部森林組合
17017 北海道 堀尾　亮太 鶴居村森林組合
17018 北海道 松井　俊己 旭川市森林組合
17019 北海道 松田　拓矢 日高東部森林組合
17020 北海道 三國　翔渡 はこだて広域森林組合
17021 北海道 山本　浩二 The Great North(ｸﾞﾚｰﾄﾉｰｽ）
19001 北海道 山　裕貴 南富良野町森林組合
19002 北海道 高田　昌延 ひだか南森林組合
19003 北海道 島　憲司 株式会社　森総
19004 北海道 江本　憲史 江本木材産業株式会社
19005 北海道 山本　裕介 江本木材産業株式会社
19006 北海道 赤石　秀輝 富良野地区森林組合
19007 北海道 小田島　尚矢 富良野地区森林組合
19008 北海道 鎌田　健斗 留萌北部森林組合
19009 北海道 岡本　次郎 鶴居村森林組合
19010 北海道 佐川　大知 北空知森林組合
19011 北海道 小林　義信 北空知森林組合
20001 北海道 佐藤　新一 遠軽地区森林組合
20002 北海道 高橋　康漠 遠軽地区森林組合
20003 北海道 三好　陽平 陸別町森林組合
30001 北海道 阿部　省吾 はこだて広域森林組合
30002 北海道 川部　大輔 日高東部森林組合
30003 北海道 髙橋　修司 上川北部森林組合
30004 北海道 森谷　聡 遠軽地区森林組合
30005 北海道 杢師　和宏 中標津町森林組合
30006 北海道 大泉　勝哉 本別町森林組合
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30007 北海道 福田　拓也 本別町森林組合
30008 北海道 石田　知也 山越郡森林組合
30009 北海道 早坂　友宏 南富良野町森林組合
30010 北海道 梅木　聡 留萌南部森林組合
30011 北海道 阿部　啄也 標茶町森林組合
24043 青森県 倉本　拓郎 下北地方森林組合
13029 青森県 清藤　紘律 青森県森林組合連合会
14041 青森県 秋田　貢 青森県森林組合連合会
14042 青森県 大久保　将太 東北町森林組合
14043 青森県 　尾形　浩
14044 青森県 折舘　直 上十三地区森林組合
14045 青森県 佐藤　友洋 つがる森林組合
14046 青森県 沢目　康広 上北森林組合
14047 青森県 嶋川　綾一 東北町森林組合
14048 青森県 神 恒成 つがる森林組合　深浦支所
14049 青森県 鈴木　宣登 つがる森林組合
14050 青森県 本木　明大 三八地方森林組合
14051 青森県 山本　貴一 青森県森林組合連合会
27025 青森県 奥谷　俊成 森林組合あおもり
27026 青森県 坂井　良輔 森林組合あおもり
16021 青森県 岩織　孝幸 三八地方森林組合
16022 青森県 漆坂　政輝 （有）漆坂林業
16023 青森県 京野　考雄 三八地方森林組合
16024 青森県 佐藤　龍太郎 下北地方森林組合
16025 青森県 谷田　憲哉 東北町森林組合
16026 青森県 沼沢　佳哉 三八地方森林組合
17023 青森県 成田　遼輔 青森県森林組合連合会
17024 青森県 川村真兵 青い森國土保全協同組合
17025 青森県 野呂　光彦 青い森國土保全協同組合
19012 青森県 遠藤　克彦 三八地方森林組合
19013 青森県 櫻川　朝陽 三八地方森林組合
19014 青森県 柴田　康平 三八地方森林組合
19015 青森県 外和　勝德 三八地方森林組合
19016 青森県 松尾　友洋 三八地方森林組合
19017 青森県 畑井　寿人 有限会社　名久井林業
27027 青森県 下久保　仁志 有限会社下久保林業
27028 青森県 竹山　尭之 下北地方森林組合
27029 青森県 玉手　孝尚 有限会社十和田協栄林業
27030 青森県 俵山　隼 住友林業フォレストサービス株式会社
27031 青森県 辻村　庄二 森林組合あおもり
27032 青森県 西野　弘二 上十三地区森林組合
27034 青森県 向中野　政和 上十三地区森林組合
27036 青森県 渡邉　喜紀 三八地方森林組合
30012 青森県 小笠原　楽 青森県森林組合連合会
30013 青森県 三国　一穂 東通村森林組合
30014 青森県 中里　隆宏 東通村森林組合
24044 岩手県 阿部　政夫 一関地方森林組合
24045 岩手県 小笠原　康偉 有限会社二和木材
24046 岩手県 川又　正人 有限会社川又林業
24047 岩手県 菊池　修市 遠野地方森林組合
24048 岩手県 北舘　雅樹 浄安森林組合
24049 岩手県 佐々木　健介 釜石地方森林組合
24050 岩手県 高橋　幸男 釜石地方森林組合
13030 岩手県 小泉　信太郎 有限会社川又林業
13031 岩手県 西城　英寿 一関地方森林組合
13033 岩手県 杉田　裕樹 有限会社山一木材
13035 岩手県 千葉　憲一 気仙地方森林組合
13036 岩手県 千葉　直也 陸前高田市森林組合
13037 岩手県 山下　和男 盛岡広域森林組合
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13038 岩手県 渡邊　薫 陸前高田市森林組合
14052 岩手県 伊東　美奈 陸前高田市森林組合
14053 岩手県 遠藤　浩章 気仙地方森林組合
14054 岩手県 小笠原　友彦 釜石地方森林組合
14055 岩手県 菊池　繁輝 遠野地方森林組合
14056 岩手県 河野　文彦 気仙地方森林組合
14058 岩手県 佐藤　俊介 浄安森林組合
14059 岩手県 藤　優太 三木造成
14061 岩手県 松野　豊 陸前高田市森林組合
14062 岩手県  泉山　貢　　　（旧姓　安ヶ平） 浄安森林組合
27037 岩手県 奥　義春 二戸地方森林組合
27038 岩手県 小田原　英俊 北上市森林組合
27039 岩手県 小野寺　秀彰 二戸地方森林組合
27040 岩手県 加賀　洋希 釜石地方森林組合
27041 岩手県 久慈　雄一 釜石地方森林組合
27042 岩手県 工藤　愛知 岩手県森林組合連合会
27043 岩手県 釼吉　敏幸 北上市森林組合
27044 岩手県 小林　康夫 二戸地方森林組合
27045 岩手県 今野　翔平 釜石地方森林組合
27046 岩手県 佐々木　学 宮古地方森林組合
27047 岩手県 佐藤　裕樹 奥州地方森林組合
27048 岩手県 佐藤　雄厚 花巻市森林組合
27049 岩手県 神　大士 岩手県森林組合連合会
27050 岩手県 杉本　基成 葛巻町森林組合
27051 岩手県 鈴木　淳 盛岡広域森林組合
27052 岩手県 高橋　純一 花巻市森林組合
27054 岩手県 田中　貴士 久慈地方森林組合
27055 岩手県 田村　大介 浄安森林組合
27056 岩手県 中村　政博 二戸地方森林組合
27057 岩手県 中村　芳彦 盛岡広域森林組合
27058 岩手県 梨子木　雅輝 久慈地方森林組合
27059 岩手県 野場　覚 久慈地方森林組合
27060 岩手県 福地　幸博 遠野地方森林組合
27061 岩手県 藤原　富 西和賀町森林組合
27062 岩手県 前川　貴保 宮古地方森林組合
27063 岩手県 三河　輝夫 宮古地方森林組合
27064 岩手県 向澤　茂 気仙地方森林組合
27065 岩手県 村上　賢太朗 浄安森林組合
27066 岩手県 森岩　達也 久慈地方森林組合
27067 岩手県 谷地　譲 有限会社谷地林業
27068 岩手県 山口　雄 盛岡広域森林組合
27069 岩手県 横澤　孝志 横澤林業株式会社
16027 岩手県 石田　祐喜 ㈱泉山林業
16029 岩手県 菊池　賢 気仙地方森林組合
16030 岩手県 熊原　誠 盛岡広域森林組合
16031 岩手県 坂本　将也 岩手県森林整備協同組合
16032 岩手県 佐藤　茂樹 岩手県森林整備協同組合
16034 岩手県 舘野　政志 岩手県森林整備協同組合
16035 岩手県 間澤　和広 有限会社　丸大県北農林
16036 岩手県 間澤　慎太郎 間澤林業
16038 岩手県 村上　由似 陸前高田市森林組合
16039 岩手県 矢神　光政 NPO法人いわて森林再生研究
16040 岩手県 吉岡　拓真 岩手県森林整備協同組合
17026 岩手県 伊藤　勇樹 横澤林業株式会社
17027 岩手県 伊藤　洋平 岩手県森林整備協同組合
17028 岩手県 金澤優子 岩手県森林整備協同組合
17029 岩手県 菅野編美 岩手県森林整備協同組合
17030 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
19018 岩手県 石塚　勇太 林響舎
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19019 岩手県 前川　長之 田野畑村森林組合
19020 岩手県 石橋　史朗 遠野地方森林組合
19021 岩手県 芳賀　暁洋 宮古地方森林組合
19022 岩手県 中村　有希 西和賀町森林組合
20004 岩手県 関根　雄太 クイック株式会社
30015 岩手県 佐々木　忠行 奥州地方森林組合
30016 岩手県 佐藤　加奈子 奥州地方森林組合
30017 岩手県 佐藤　孝 一関地方森林組合
30018 岩手県 菊池　甚裕 奥州地方森林組合
30019 岩手県 髙橋　信 奥州地方森林組合
30020 岩手県 手塚　さや香 釜石地方森林組合
30021 岩手県 小野寺　博信 一関地方森林組合
30022 岩手県 奥友　悠 遠野地方森林組合
24052 宮城県 佐々木　伸幸 宮城十條林産株式会社
24053 宮城県 杉山　秀行 北星林業株式会社
24054 宮城県 髙橋　茂
13039 宮城県 月岡　正博 栗駒高原森林組合
13040 宮城県 芳賀　裕太 栗駒高原森林組合
14063 宮城県 加藤　渉 川崎町森林組合
14064 宮城県 佐々木　翔太 宮城県森林組合連合会
14065 宮城県 菅原　勝巳 栗駒高原森林組合
14066 宮城県 鈴木　 大地 栗駒高原森林組合
14067 宮城県 髙橋　慶一 白石蔵王森林組合
27070 宮城県 石田　竜也 宮城十條林産株式会社
27071 宮城県 遠藤　孝行 石巻地区森林組合
27072 宮城県 那須野　秋彦 宮城十條林産株式会社
27073 宮城県 日野　洋平 石巻地区森林組合
27074 宮城県 村上　和彦 宮城十條林産株式会社
27075 宮城県 山下　耕一 石巻地区森林組合
27113 宮城県 加藤　浩太 宮城中央森林組合
16041 宮城県 阿部　正勝 石巻地区森林組合
16042 宮城県 菊地　大輔 石巻地区森林組合
16043 宮城県 三浦　利典 石巻地区森林組合
17032 宮城県 石田　将 宮城十條林産（株）
17033 宮城県 遠藤　圭 東和町森林組合
17034 宮城県 佐々木　秀 栗駒高原森林組合
17035 宮城県 里口　敏治 登米町森林組合
17036 宮城県 菅原　陽 栗駒高原森林組合
17040 宮城県 石崎　裕一 株式会社　里山林農元気村
17041 宮城県 遠藤　裕哉 石巻地区森林組合
17042 宮城県 佐藤　勇也 大崎森林組合
17043 宮城県 野村　治 津山町森林組合
19023 宮城県 渡邊　正彦 白石蔵王森林組合
19024 宮城県 今野　陽介 大崎森林組合
19025 宮城県 大沼　好則 坂元植林合資会社
19026 宮城県 髙橋　博俊 石巻地区森林組合
19027 宮城県 只埜　達郎 株式会社松山産業
19028 宮城県 脇坂　茜 栗駒高原森林組合
19029 宮城県 須藤　祐丞 東和町森林組合
20005 宮城県 安部　花太郎 気仙沼市森林組合
20006 宮城県 小野寺　亮 気仙沼市森林組合
20007 宮城県 熊谷　正彦 気仙沼市森林組合
20008 宮城県 石川　裕太 宮城十條林産株式会社　飯野川営業所
20009 宮城県 佐々木　秀義 宮城中央森林組合
20010 宮城県 横田　伸知 仙南中央森林組合
20011 宮城県 阿部　伸祐 川崎町森林組合
30023 宮城県 阿部　康太 石巻地区森林組合
30024 宮城県 髙島　保博 登米町森林組合
30025 宮城県 齋藤　大雅 丸森町森林組合
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30026 宮城県 岸浪　孝博 丸森町森林組合
24055 秋田県 市川　栄彦 北日本索道株式会社
24056 秋田県 小野　勉 五城目森林組合
24057 秋田県 加藤　力 秋田中央森林組合
24058 秋田県 熊谷　竜也 仙北東森林組合
24059 秋田県 佐藤　惣悦 仙北西森林組合
24060 秋田県 佐藤　隆夫 鹿角森林組合
24062 秋田県 佐藤　智信 本荘由利森林組合
24063 秋田県 鈴木　智樹 白神森林組合
24064 秋田県 髙橋　勝也 雄勝広域森林組合
24065 秋田県 長谷川　直生 合資会社　金子ビル開発
24066 秋田県 安田　久生 横手市森林組合
24067 秋田県 由利　茂範 雄勝広域森林組合
13041 秋田県 寺崎　泰平 白神森林組合
13042 秋田県 藤田　健 白神森林組合
14068 秋田県 阿部　昌宏 大館北秋田森林組合
14070 秋田県 遠藤　到 合資会社佐々木林業
14071 秋田県 金谷　文彦 白神森林組合
14072 秋田県 熊谷　知芳 雄勝広域森林組合
14073 秋田県 佐々木　正光 白神森林組合
14074 秋田県 佐々木　満 仙北西森林組合
14075 秋田県 進藤　浩成 仙北西森林組合
14077 秋田県 鈴木　潤一 大館北秋田森林組合
14078 秋田県 高階誠 横手市森林組合
14079 秋田県 髙山　裕矢 横手市森林組合
14080 秋田県 塚本　直史 白神森林組合
14082 秋田県 大和　進也 横手市森林組合
14083 秋田県 米澤　隆光 有限会社　米澤木材
27076 秋田県 秋林　大 白神森林組合
27077 秋田県 伊藤　洋樹 白神森林組合
27078 秋田県 蝦名　久司 白神森林組合
27079 秋田県 大友　洋 男鹿森林組合
27080 秋田県 小沼　勇喜 雄勝広域森林組合
27081 秋田県 門脇　隆 仙北東森林組合
27082 秋田県 菊地　直也 雄勝広域森林組合
27083 秋田県 草彅　数之 株式会社門脇木材
27084 秋田県 工藤　周平 五城目森林組合
27085 秋田県 工藤　英樹 白神森林組合
27087 秋田県 佐藤　真也 白神森林組合
27088 秋田県 佐藤　司 大館北秋田森林組合
27089 秋田県 佐藤　伸行 横手市森林組合
27090 秋田県 佐藤　恒人 白神森林組合
27091 秋田県 柴田　泰範 雄勝広域森林組合
27092 秋田県 新林　誠悦 有限会社新林林業
27093 秋田県 高橋　保 横手市森林組合
27094 秋田県 高橋　泰裕 雄勝広域森林組合
27095 秋田県 武田　進 男鹿森林組合
27096 秋田県 戸松　光二 白神森林組合
27097 秋田県 永田　守 秋田中央森林組合
27100 秋田県 野嵜　健 瀬戸内町森林組合
27101 秋田県 野中　啓太 横手市森林組合
27102 秋田県 畠沢　健志 大館北秋田森林組合
27103 秋田県 藤原　直人 雄勝広域森林組合
27105 秋田県 三船　泰裕 雄勝広域森林組合
27106 秋田県 山田　一成 有限会社山田造材部
16044 秋田県 石田　正幸 白神森林組合
16045 秋田県 小野　巧 株式会社　森林メンテナンスカトウ
16046 秋田県 佐々木　勇也 白神森林組合
16047 秋田県 高橋　一志 雄勝広域森林組合
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16048 秋田県 田中　敬 白神森林組合
16049 秋田県 谷藤　甫 雄勝広域森林組合
16050 秋田県 永田　修 鹿角森林組合
17045 秋田県 桂田　定男 （株）協和土建
17046 秋田県 佐々木　瞬 雄勝広域森林組合
17047 秋田県 佐藤　優衣 雄勝広域森林組合
17049 秋田県 杉澤　和久 白神森林組合
19030 秋田県 富樫　翔 株式会社　堀川林業
19031 秋田県 渡辺　啓太 仙北東森林組合
19032 秋田県 伊藤　良太 有限会社　秋田グリーンサービス
19033 秋田県 小林　政晃 五城目森林組合
19034 秋田県 宮城　大喜 五城目森林組合
19035 秋田県 湯瀬　貴史 鹿角森林組合
19036 秋田県 佐藤　潤一 大館北秋田森林組合
19037 秋田県 小笠原　健 仙北西森林組合
19038 秋田県 髙橋　義輝 仙北西森林組合
19039 秋田県 今　宏斗 仙北西森林組合

20012 秋田県 金井　義博
株式会社大仙バイオマスエナジー

（株式会社タケエイ林業）
20013 秋田県 松岡　優也 仙北東森林組合
20014 秋田県 高橋　光耶 仙北東森林組合
30027 秋田県 藤野　風斗 雄勝広域森林組合
24070 山形県 渋谷　みどり 出羽庄内森林組合
24071 山形県 菅原　吉明 出羽庄内森林組合
24072 山形県 冨岡　正之 米沢地方森林組合
24073 山形県 長岡　和弥 西村山地方森林組合
24074 山形県 長谷川　義晃 温海町森林組合
24075 山形県 松岡　幸一 金山町森林組合
13043 山形県 五十嵐　雅樹 温海町森林組合
14084 山形県 井上　敏行 最上広域森林組合
14085 山形県 小関　孝尚 株式会社佐藤工務
14086 山形県 鈴木　健一 最上広域森林組合
14087 山形県 髙橋　雄一 最上広域森林組合
27108 山形県 石黒　浩司 株式会社森の学校
27109 山形県 和泉　誠七 株式会社旭林業
27110 山形県 伊藤　一裕 北庄内森林組合
27111 山形県 小野　智信 山形県森林組合連合会
27112 山形県 笠原　雄平 最上広域森林組合
27114 山形県 金子　崇 出羽庄内森林組合
27115 山形県 皿谷　義幸 小国町森林組合
27116 山形県 鈴木　孝志 北庄内森林組合
27117 山形県 清野　敬介 東根市森林組合
27118 山形県 清野　友和 株式会社トーセン
27119 山形県 半田　泉 山形地方森林組合
27120 山形県 松澤　強 最上広域森林組合
27121 山形県 横山　顕規 株式会社旭林業
27122 山形県 四柳　徹也 米沢地方森林組合
16051 山形県 阿部　多喜子 金山町森林組合
16052 山形県 沓澤　重泰 最上広域森林組合
16054 山形県 森　義明 有限会社三英クラフト
17050 山形県 小松　孝 有限会社　遠田林産
17051 山形県 高倉　智 金山町森林組合
17052 山形県 高橋　築 有限会社　遠田林産
17053 山形県 忠鉢　春香 温海町森林組合
17054 山形県 平山　直樹 西置賜ふるさと森林組合
19040 山形県 佐藤　良造 株式会社　荒正
19041 山形県 髙橋　孝一 有限会社　高菊林業
19042 山形県 鶴水　忠宏 株式会社北越マテリアル
19043 山形県 古瀬　健 北村山森林組合
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19044 山形県 鈴木　裕樹 東北ウッドカッター株式会社
19045 山形県 下山　邦彦 株式会社もがみ木質エネルギー
19046 山形県 片倉　友亮 ㈱北越マテリアル
19047 山形県 今井　祐太 株式会社　北越マテリアル
20015 山形県 和泉　祐 合同会社イズミ
20106 山形県 難波　伸太郎 温海町森林組合
24068 山形県 狩谷　健一 金山町森林組合
24069 山形県 剱持　喜哉 温海町森林組合
30028 山形県 鈴木　淳 西村山地方森林組合
30029 山形県 渡辺　良輔 西村山地方森林組合
30030 山形県 佐藤　譲 北庄内森林組合
30031 山形県 塩谷　政人 株式会社鳥海フォレスト
30032 山形県 長谷部　剛 株式会社荒正
30033 山形県 奥山　宏太 最上広域森林組合
24076 福島県 磯貝　健 郡山市森林組合
24077 福島県 上田　亜紀 西会津町森林組合
24078 福島県 河原田　信弘 南会津森林組合
24079 福島県 佐瀬　悟 会津若松地方森林組合
24080 福島県 佐藤　博 福島県北森林組合
24081 福島県 佐藤　誠 西会津町森林組合
24082 福島県 鈴木　俊輔 東白川郡森林組合
24083 福島県 坪井　清吾 田村森林組合
24084 福島県 長谷川　留三 西会津町森林組合
24085 福島県 菱川　学 東白川郡森林組合
24087 福島県 山内　基至 ふくしま緑の森づくり公社
13044 福島県 伊藤　篤史 郡山市森林組合
13046 福島県 佐藤　秀一 ふくしま中央森林組合
13047 福島県 鈴木　清人 ふくしま中央森林組合
13048 福島県 中川　貴之 東白川郡森林組合
13049 福島県 長久保　一弥
13050 福島県 渡辺　紳太郎 ふくしま中央森林組合
14088 福島県 阿部　弘 会津北部森林組合
14089 福島県 大松　健一郎 下郷町森林組合
14090 福島県 柏倉　賢治 福島県森林組合連合会
14092 福島県 草野　宏 いわき市森林組合
14093 福島県 熊谷　達也 いわき市森林組合
14094 福島県 齊藤　秀彦 いわき市森林組合
14095 福島県 宍戸　利美 福島県森林組合連合会
14097 福島県 鈴木　元長 いわき市森林組合
14099 福島県 田部　博之 有限会社　田部林業
14100 福島県 中村　寛寿 いわき市森林組合
14101 福島県 橋本　真樹 郡山市森林組合
14102 福島県 早渕　浩 真名畑林業有限会社
14105 福島県 松谷　秀雄 西白河地方森林組合
14106 福島県 皆川広明 南会津森林組合
14107 福島県 矢内　俊助 いわき市森林組合
14108 福島県 渡部　一也 会津森林活用機構株式会社
14109 福島県 渡辺　瞬 郡山市森林組合
27123 福島県 五十嵐　幹哉 只見町森林組合
27124 福島県 猪狩　洋樹 双葉地方森林組合
27125 福島県 磯部　直之 福島県北森林組合
27126 福島県 長田　侑樹 東白川郡森林組合
27127 福島県 佐藤　靖高 下郷町森林組合
27128 福島県 菅波　敏起 株式会社緑樹
27129 福島県 鈴木　邦彦 福島県森林組合連合会
27130 福島県 鈴木　孝明 國生興産有限会社
27131 福島県 鈴木　英樹 東白川郡森林組合
27132 福島県 武田　義一 有限会社武田林産
27133 福島県 藤田　博之 東白川郡森林組合
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27134 福島県 星　祐治 南会津森林組合
27136 福島県 渡辺　翔太 双葉地方森林組合
16055 福島県 浅川　文人 会津若松地方森林組合
16056 福島県 菅家　伸 只見町森林組合
16057 福島県 齋藤　寛之 西会津町森林組合
16058 福島県 鈴木　幸子 只見町森林組合
17056 福島県 岩渕　良太 佐久間建設工業㈱
17057 福島県 富山　隆一 会津北部森林組合
17058 福島県 渡部　典高 株式会社ヤマイシ
19048 福島県 松本　孔明 会津若松地方森林組合
19049 福島県 松浦　陽一 吾妻造林有限会社
19050 福島県 豊田　寛之 相馬地方森林組合
19051 福島県 加藤　学治 株式会社サンライフ
20016 福島県 安田　真悟 アブクマエコロジー有限会社
20017 福島県 鈴木　浩幸 アブクマエコロジー有限会社
30034 福島県 西　恭平 佐久間建設工業株式会社
30035 福島県 小松　孝太 有限会社平子商店
30036 福島県 渡會　礁 いわき市森林組合
30037 福島県 渡部　駿介 郡山市森林組合
30038 福島県 古市　高弘 いわき市森林組合
30039 福島県 大波　公克 郡山市森林組合
30040 福島県 及川　誠也 いわき市森林組合
30041 福島県 阿部　光 いわき市森林組合
24088 茨城県 藤田　友晴 FITJAPAN合同会社
13051 茨城県 嘉成　真一 大子町森林組合
13053 茨城県 荷見　靖 株式会社　堀江林業
14110 茨城県 石井　崇博 大子町森林組合
14111 茨城県 石田　秀幸 有限会社石田木材
14113 茨城県 大久保　昭人 常陸太田市森林組合
14114 茨城県 大森　豊 美和木材協同組合
14115 茨城県 佐川　学 常陸太田市森林組合
14116 茨城県 清水　雅宏 つくばね森林組合
14118 茨城県 中村　憲司 株式会社　本多林業
14119 茨城県 中野　修 常陸太田市森林組合
14120 茨城県 樋本　鶴雄 大北産業株式会社
14121 茨城県 松浦　晃 株式会社つくば林業
27137 茨城県 大部　栄 高萩市森林組合
16059 茨城県 大図　直輝 つくばね森林組合
16060 茨城県 大図　泰広 つくばね森林組合
16061 茨城県 鈴木　翔吾 有限会社　鈴木木材
17059 茨城県 中島　優作 株式会社ヨシナリ林業
17060 茨城県 室井　良介 常陸太田市森林組合
19052 茨城県 三浦　広和 株式会社北越マテリアル
19053 茨城県 伊藤　正孝 つくばね森林組合
19054 茨城県 石上　真紀 つくばね森林組合
20018 茨城県 堀江　慶佑 ㈱堀江林業
20019 茨城県 山﨑　雄紀 高萩市森林組合
30042 茨城県 鈴木　清司 笠間西茨城森林組合
30043 茨城県 菊池　皓斗 常陸太田市森林組合
24089 栃木県 大金　聡 大田原市森林組合
24090 栃木県 白石　盛人 高原林産企業組合
24091 栃木県 関口　弘 株式会社栃毛木材工業
24092 栃木県 中村　光明 日光市森林組合
24093 栃木県 村山　博充 たかはら森林組合
24094 栃木県 吉田　哲彦 那須南森林組合
13054 栃木県 小川　智士 たかはら森林組合
13055 栃木県 角田　有司 たかはら森林組合
13056 栃木県 笹沼　孝行 たかはら森林組合
13057 栃木県 菅野　哲也 たかはら森林組合
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13058 栃木県 手塚　康文 たかはら森林組合
14122 栃木県 大貫　裕司 日光市森林組合
14123 栃木県 大森　孝裕 那須南森林組合
14124 栃木県 大森　健史 大田原市森林組合
14125 栃木県 岡田　淳 株式会社　栃毛木材工業
14126 栃木県 岡部　真一 鹿沼市森林組合
14127 栃木県 鏑木　拓美 那須町森林組合
14128 栃木県 亀田　昭宏 みかも森林組合
14129 栃木県 酒見　翔太 日光市森林組合
14130 栃木県 杉田　英二 鹿沼市森林組合
14131 栃木県 樋山　智大 大田原市森林組合
14133 栃木県 星　　充 那須南森林組合
14134 栃木県 和地　浩幸 大田原市森林組合
27139 栃木県 大橋　克光 那須南森林組合
27140 栃木県 小曽戸　庸忠 粟野森林組合
27141 栃木県 小林　保久 宇都宮市森林組合
27142 栃木県 齋藤　朱里 大田原市森林組合
27143 栃木県 武石　史人 粟野森林組合
27144 栃木県 仲畑　力 宇都宮市森林組合
16062 栃木県 岩瀬　孝史 那須町森林組合
16063 栃木県 大栁　勝俊 鹿沼市森林組合
16064 栃木県 奥山　智洋 那須町森林組合
16065 栃木県 角田　仁寿 宇都宮市森林組合
16066 栃木県 齋藤　充 有限会社　高見林業
16067 栃木県 富田　和守 芳賀地区森林組合
16068 栃木県 増子　達介 那須町森林組合
17061 栃木県 大塚　賢太郎 粟野森林組合
17062 栃木県 鈴木　勝博 有限会社鈴木材木店
17063 栃木県 関口　啓 株式会社　栃毛木材
17064 栃木県 細谷　新太郎 株式会社　栃毛木材工業
17065 栃木県 石下　宏和 日光市森林組合
17066 栃木県 青木　洋一 みかも森林組合
17067 栃木県 上野　晋五 たかはら森林組合
17068 栃木県 大﨑　健太郎 那須南森林組合
17069 栃木県 小林　秀史 みかも森林組合
17070 栃木県 相馬　義孝 たかはら森林組合
17071 栃木県 新堀　司 有限会社　高見林業
19055 栃木県 福田　美樹 日光市森林組合
19056 栃木県 金子　優也 粟野森林組合
19057 栃木県 大川　正浩 西垣林業株式会社
19058 栃木県 櫻井　晋 日光市森林組合
20020 栃木県 村里　佳彦 鹿沼市森林組合
20021 栃木県 芳賀　直幸 大田原市森林組合
20022 栃木県 楠　綾香 那須町森林組合
30044 栃木県 米澤　圭亮 株式会社ヨネザワ・フォレスト
30045 栃木県 飯村　康隆 芳賀地区森林組合
30046 栃木県 坂和　郁明 那須塩原市森林組合
30047 栃木県 齋藤　裕貴 有限会社高見林業
30048 栃木県 長谷川　一成 鹿沼市森林組合
30049 栃木県 小林　正和 鹿沼市森林組合
24095 群馬県 新井　悠大 桐生広域森林組合
24096 群馬県 石塚　征人 赤城南麓森林組合
24097 群馬県 浦部　秀一郎 多野東部森林組合
24098 群馬県 熊谷　晃 一般財団法人　群馬県森林・緑整備基金
13059 群馬県 池澤　鉄平 神流川森林組合
13060 群馬県 内山　総太郎 有限会社内山林業
13061 群馬県 小林　弘典 鏑川東部森林組合
14135 群馬県 入澤　富雄 吾妻森林組合
14136 群馬県 神澤　義栄 下仁田町森林組合
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14137 群馬県 小菅　昇 有限会社　利根緑化
14139 群馬県 長谷川　英律 吾妻森林組合
27145 群馬県 飯野　実 上野村森林組合
27146 群馬県 井上　浩一 利根沼田森林組合
27147 群馬県 今井　舞 上野村森林組合
27148 群馬県 河合　英治 利根沼田森林組合
27149 群馬県 下山　智章 桐生広域森林組合
27150 群馬県 春原　淳也 吾妻森林組合
27151 群馬県 藤田　高広 上野村森林組合
27152 群馬県 星野　昇 ホシノ木材
27153 群馬県 本間　真司 南牧村森林組合
16053 群馬県 小室　晃一 神流川森林組合
16069 群馬県 有坂　俊樹 下仁田町森林組合
16070 群馬県 木村　博史 下仁田町森林組合
16071 群馬県 小板橋　優紀 吾妻森林組合
16072 群馬県 小林　恵介 わたらせ森林組合
16073 群馬県 小林　光 株式会社　清水インダストリー
16074 群馬県 髙橋　哲平 烏川流域森林組合
16075 群馬県 布施　博則 わたらせ森林組合
16076 群馬県 水谷　昌一 吾妻森林組合
17072 群馬県 小金澤　奨 南牧村森林組合
17073 群馬県 茂木　祐太 南牧村森林組合
17074 群馬県 沼田直人 桐生広域森林組合
30050 群馬県 太田　琢磨 多野東部森林組合
30051 群馬県 川辺　徹寛 多野東部森林組合
30052 群馬県 武藤　大介 下仁田町森林組合
30053 群馬県 喜多　明 下仁田町森林組合
24102 埼玉県 小池　央訓 木村木材フォレスト株式会社
24105 埼玉県 宮沢　庸郎 飯能市役所
24106 埼玉県 山口　芳正 株式会社ウッディーコイケ
13062 埼玉県 畑　俊充 埼玉県中央部森林組合
14140 埼玉県 新井　敢 秩父広域森林組合
14141 埼玉県 門平　宗久 秩父広域森林組合
14143 埼玉県 黒沢　達也 秩父広域森林組合
14144 埼玉県 髙田　仁 株式会社　山口組
27154 埼玉県 栗原　大輝 秩父広域森林組合
27155 埼玉県 森田　芳樹 埼玉県中央部森林組合
16077 埼玉県 篠塚　順子 秩父広域森林組合
17075 埼玉県 茂木　魁都 株式会社フォレスト萩原
19059 埼玉県 奥野　宏幸 木村木材フォレスト株式会社
20023 埼玉県 中山　貴久 木村木材フォレスト株式会社
20024 埼玉県 野地　健一郎 木村木材フォレスト株式会社
30054 埼玉県 栗原　直美 秩父広域森林組合
14145 千葉県 山下　豊 (株)マルトシ
27156 千葉県 小川　茂義 株式会社丸正木材工業
27157 千葉県 齋藤　正博 千葉県森林組合
27158 千葉県 澤　匡章 千葉県森林組合
27159 千葉県 白川　寛晃 企業組合千葉県森林整備協会
16079 千葉県 加島　伊織 千葉県森林組合北総事業所
16080 千葉県 芝山　洋基 千葉県森林組合
16081 千葉県 中野　修平 千葉県森林組合北部支所
16082 千葉県 那須　章人 千葉県森林組合
17076 千葉県 島津　諭 千葉県森林組合　北部支所
17077 千葉県 竹ノ内　和嗣 千葉県森林組合
19061 千葉県 加藤　旬一 企業組合千葉県森林整備協会
19062 千葉県 夏目　裕之 企業組合　千葉県森林整備協会
19160 千葉県 守井　朗 河内林業
20025 千葉県 稲垣　篤史 一般社団法人Cure Forest
20026 千葉県 朝倉　樹 株式会社朝倉林業
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20027 千葉県 石島　大樹 千葉県森林組合
20028 千葉県 近藤　与士郎 千葉県森林組合安房事業所
20029 千葉県 見月　正博 千葉県森林組合安房事業所
20030 千葉県 相馬　雄太 有限会社プライムブルー
20031 千葉県 唐鎌　稔 有限会社山一園
30055 千葉県 中島　嘉彦 株式会社こだま
30056 千葉県 竹田　康則 企業組合千葉県森林整備協会
30057 千葉県 刈込　賢太 有限会社プライムブルー
30058 千葉県 二羽　俊之 有限会社二羽林業
30059 千葉県 髙野　哲寿 千葉県森林組合
30060 千葉県 大浦　大輔 千葉県森林組合
30061 千葉県 河内　雅寛 河内林業
24107 東京都 竹内　希美重 東京都森林組合
17078 東京都 鶴巻　潔 東京都森林組合
19063 東京都 畑中　勝也 東京都森林組合
19064 東京都 髙城　玲奈 F2エナジー株式会社
19065 東京都 佐田　周平 株式会社　東京チェンソーズ
30062 東京都 宇田　尚史 東京都森林組合
24108 神奈川県 岡田　孝彦 伊勢原市森林組合
24109 神奈川県 鈴木　研太 秦野市森林組合
24110 神奈川県 鈴木　尚芳 山北町森林組合
24111 神奈川県 廣田　宜晃 清川村森林組合
13063 神奈川県 岡﨑　篤 秦野市森林組合
13064 神奈川県 渡邊　一雄 厚木市森林組合
14146 神奈川県 飯田　正行 有限会社イイダ
14148 神奈川県 岩田　宏 津久井郡森林組合
14149 神奈川県 露木　清重 神奈川県森林組合連合会
14150 神奈川県 細野　潤 厚木市森林組合
14438 神奈川県 佐藤　伸幸 フォレストマネジメント合同会社
27160 神奈川県 柿澤　直喜 津久井郡森林組合
27161 神奈川県 木村　聖 有限会社相馬造林
27162 神奈川県 佐藤　健 小田原市森林組合
16084 神奈川県 大野　晋作 愛川町森林組合
16095 神奈川県 中村　麻美
17079 神奈川県 齊藤　将志 有限会社　相馬造林
20032 神奈川県 新井　雅之 愛川町森林組合
20033 神奈川県 湯川　孝光 南足柄市森林組合
30063 神奈川県 杉本　貴広 有限会社杉本林業
30064 神奈川県 齊藤　理沙 有限会社相馬造林
30065 神奈川県 池田　智 南足柄市森林組合
24112 新潟県 本間　郁朗 有限会社丸実
13065 新潟県 木南　拓也 ゆきぐに森林組合
13066 新潟県 戸田　ひろみ 株式会社　戸 田 組
13067 新潟県 若月　智美 柏崎地域森林組合
14151 新潟県 今井　良樹 新潟県森林組合連合会
14152 新潟県 浦東　義徳 柏崎地域森林組合
14153 新潟県 岡田　勇一 頸南森林組合
14154 新潟県 桐生　要一 中蒲みどり森林組合
14155 新潟県 佐藤　正佳 中越よつば森林組合
14156 新潟県 広山　誠一 南蒲原森林組合
27163 新潟県 伊藤　博昭 ぬながわ森林組合
27164 新潟県 岩内　陽 柏崎地域森林組合
27165 新潟県 宇田川　慶治 中越よつば森林組合
27166 新潟県 片山　圭介 ぬながわ森林組合
27167 新潟県 加藤　大樹 さくら森林組合
27168 新潟県 櫻澤　優一 中越よつば森林組合
27169 新潟県 高橋　孝生 魚沼市森林組合
27170 新潟県 内藤　雅彦 くびき野森林組合
27171 新潟県 星　哲生 湯之谷地域森林組合
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27172 新潟県 本間　広志 両津東部森林組合
27173 新潟県 森山　洋平 株式会社マルユー
27174 新潟県 山本　達哉 南佐渡森林組合
27175 新潟県 渡辺　友樹 いわふね森林組合
16086 新潟県 菅原　史裕 村上市森林組合
16087 新潟県 長谷川　信理 株式会社　マルワイ
16088 新潟県 平田　澄人 関川村森林組合
16089 新潟県 山田　雄二 津南町森林組合
16090 新潟県 吉光　信幸 村上市森林組合
17080 新潟県 田巻　和敏 有限会社阿部林業工務店
17081 新潟県 板垣　忠次 高根生産森林組合
17082 新潟県 笠原　元子 中越よつば森林組合
17083 新潟県 佐藤　剛 株式会社　中嶋木材
17084 新潟県 仲川　芳和 新穂森林組合
17085 新潟県 仲澤　敏 十日町市地域森林組合
17086 新潟県 濁川　富代 中越よつば森林組合
17087 新潟県 長谷川　義之 さくら森林組合
17088 新潟県 松永　忠徳 中越よつば森林組合
17089 新潟県 渡辺　勝芳 南佐渡森林組合
17090 新潟県 渡辺　生美 南佐渡森林組合
19066 新潟県 今井　里子 十日町地域森林組合
19067 新潟県 植木　洋一 柏崎地域森林組合
19068 新潟県 飯田　佑司 さくら森林組合
19069 新潟県 小池　将和 くびき野森林組合
19070 新潟県 梨本　雅子 くびき野森林組合
19071 新潟県 吉楽　裕也 津南町森林組合
19072 新潟県 赤塚　滋 株式会社フォレストメイク
19073 新潟県 高橋　忍 ㈲スーパージャングル
19074 新潟県 坪谷　悦也 南蒲原森林組合
20034 新潟県 相良　瞬 カネか渡辺建材株式会社
20035 新潟県 白鳥　巧 くびき野森林組合
20036 新潟県 恩田　正宏 ぬながわ森林組合
20037 新潟県 佐久間　田鶴子 奥阿賀林業振興会
20038 新潟県 濱口　和孝 十日町地域森林組合
20039 新潟県 八木澤　博 東蒲原郡森林組合
20040 新潟県 志太　敬明 南魚沼森林組合
20041 新潟県 早川　英明 南魚沼森林組合
20042 新潟県 遠藤　駿 両津東部森林組合
30066 新潟県 江口　里江子 くびき野森林組合
30067 新潟県 大桃　健汰 頸南森林組合
30068 新潟県 八橋　一樹 頸南森林組合
30069 新潟県 吉井　エリ 十日町地域森林組合
30070 新潟県 岸本　一夫 有限会社丸実
30071 新潟県 梅田　雄一 中蒲みどり森林組合
30072 新潟県 小田　清広 カネか渡辺建材株式会社
24113 富山県 稲生　満 立山山麓森林組合
24114 富山県 川井　滋 立山山麓森林組合
24115 富山県 佐竹　謙二 新川森林組合
24116 富山県 高井　康浩 婦負森林組合
24117 富山県 得永　真史 富山県西部森林組合
24118 富山県 土佐　貴信 富山県西部森林組合
24119 富山県 西島　智和 新川森林組合
24120 富山県 藤井　秀治 富山県西部森林組合
24121 富山県 藤井　寛樹 新川森林組合
24122 富山県 本多　一郎 立山山麓森林組合
13068 富山県 河村　隆志 新川森林組合
13069 富山県 栗林　義規 富山県西部森林組合
13070 富山県 古井　康典 富山県西部森林組合
13072 富山県 松本　稔 立山山麓森林組合
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13073 富山県 水井　敬三 立山山麓森林組合
14157 富山県 石川　義隆 富山県西部森林組合
14159 富山県 江尻　裕 一般社団法人moribio森の暮らし研究所
14160 富山県 江田　岳志 富山県西部森林組合
14161 富山県 小塚昌毅 婦負森林組合
14162 富山県 中村　行秀 富山県西部森林組合
27176 富山県 加茂　隆樹 富山興業株式会社
27177 富山県 島田　優平 株式会社島田木材
27178 富山県 得能　将平 富山県西部森林組合
16091 富山県 島谷　哲史 富山県西部森林組合
16092 富山県 山下　貴生 婦負森林組合
17091 富山県 大谷　侑太郎 富山県西部森林組合
17092 富山県 瀬川　瑠衣子 富山県西部森林組合
17093 富山県 山崎　拓也 富山県西部森林組合砺波支所
19075 富山県 岡本　賢治 立山山麓森林組合
19076 富山県 高林　美沙 富山県西部森林組合
30073 富山県 山田　欣生 立山山麓森林組合
30074 富山県 辻井　晃平 富山県西部森林組合
30075 富山県 前本　祥吾 富山県西部森林組合
30076 富山県 鴋澤　克彦 富山県西部森林組合
24124 石川県 岩佐　彰 金沢森林組合
24125 石川県 金田　真弘 中能登森林組合
24126 石川県 河崎　仁志 金沢森林組合
24127 石川県 川端　達也 中能登森林組合
24128 石川県 坂井　亨 石川県森林組合連合会
24129 石川県 坂本　博秋 能登森林組合
24130 石川県 佐竹　善樹 中能登森林組合
24131 石川県 髙野　恭一 金沢森林組合
24132 石川県 谷　昌俊 能登森林組合
24133 石川県 谷口　敏晴 中能登森林組合
24134 石川県 辻　智之 かが森林組合
24135 石川県 辻橋　義信 かが森林組合
24136 石川県 寺田　喜好 中能登森林組合
24137 石川県 中　俊裕 能登森林組合
24138 石川県 新田　洋平 金沢森林組合
24139 石川県 馬場　裕幸 かが森林組合
24140 石川県 春木　正司 能登森林組合
24141 石川県 古坊　勝利 能登森林組合
24142 石川県 松本　拓也 金沢森林組合
24143 石川県 三野　春雄 中能登森林組合
24145 石川県 森本　修 かが森林組合
24147 石川県 山口　直樹 金沢森林組合
13074 石川県 家村　達弥 金沢森林組合　森本事業所
13075 石川県 上田　雅樹 かが森林組合　白山支所
13076 石川県 江端　辰男 能登森林組合
13077 石川県 奥村　一真 かが森林組合　加賀支所
13078 石川県 紙谷　拡志 金沢森林組合
13079 石川県 槻　繁治 能登森林組合
13080 石川県 橋爪　孝学 中能登森林組合
13081 石川県 山崎　浩伸 能登森林組合
13082 石川県 山本　竜二 金沢森林組合
14163 石川県 石川　裕弥 能登森林組合
14164 石川県 泉　健一 能登森林組合
14165 石川県 一花　卓 中能登森林組合
14166 石川県 北村　里外史 かが森林組合
14168 石川県 竹内　大輔 金沢森林組合　森本事業所
14169 石川県 田中　智紀 中能登森林組合
14170 石川県 出口　光広 能登森林組合
14171 石川県 名竹　和規 能登森林組合
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14172 石川県 藤村　真行 能登森林組合
14173 石川県 南　謙吾 かが森林組合
27180 石川県 石村　峻進 かが森林組合
27182 石川県 笹本　義信 金沢森林組合
16094 石川県 竹田　正平 能登森林組合
17094 石川県 岡本　純 能登森林組合
17095 石川県 坪坂　竜弥 金沢森林組合森本事業所
17097 石川県 三山　翔大 金沢森林組合
30077 石川県 砂山　亜紀子 株式会社中野
24148 福井県 石田　洋介 九頭竜森林組合
24149 福井県 長田　弘幸 南条郡森林組合
24150 福井県 越　徹 南条郡森林組合
24151 福井県 小林　裕一 美山町森林組合
24152 福井県 佐々木　裕司 美山町森林組合
24153 福井県 島川　佳隆 福井森林組合
24154 福井県 関　史朋 丹生郡森林組合
24155 福井県 玉村　俊智 武生森林組合
24156 福井県 手塚　国之 九頭竜森林組合
24157 福井県 中出　勲 福井森林組合
24158 福井県 中屋　亮 坂井森林組合
24160 福井県 本所　稔基 れいなん森林組合
14174 福井県 山田　真司 福井森林組合
14175 福井県 山中　公人 れいなん森林組合
27183 福井県 上田　季井 南越森林組合
27184 福井県 河原　大輔 坂井森林組合
27185 福井県 齊藤　正実 坂井森林組合
27186 福井県 清水　紀親 南越森林組合
27187 福井県 関谷　哲 ㈱ふもっとぱら
27188 福井県 多野　永剛 美山町森林組合
27189 福井県 仲保　元典 美山町森林組合
17098 福井県 中西　一夫 丹生郡森林組合
17099 福井県 増田　直人 九頭竜森林組合
17100 福井県 松田　恭昇 美山町森林組合
17101 福井県 若杉　彦貴 美山町森林組合
17102 福井県 西宮　徹 丹生郡森林組合
17103 福井県 吉田　裕孝 坂井森林組合
17104 福井県 平城　博之 れいなん森林組合
19077 福井県 田口　朋広 池田町森林組合
19078 福井県 宮本　康博 池田町森林組合
19079 福井県 三久保　亮佑 れいなん森林組合
19080 福井県 山口　雄幸 れいなん森林組合
19081 福井県 森　逸 坂井森林組合
19082 福井県 笹田　一夫 （株）光潤
19083 福井県 宮川　慈舟 （株）光潤
19084 福井県 山本　真吾 株式会社ロガーズ
19085 福井県 中野　敦 れいなん森林組合
19086 福井県 竹内　淳 株式会社ツリーエー
19087 福井県 大泉　雅人 株式会社大義林研
30078 福井県 東　佑吾 九頭竜森林組合
30079 福井県 山本　崇博 九頭竜森林組合
24161 山梨県 遠藤　和茂 身延町森林組合
24162 山梨県 小野寺　浩二 富士北麓森林組合
24163 山梨県 川口　直人 峡東森林組合
24164 山梨県 小林　昭仁 大月市森林組合
24165 山梨県 中村　聡 有限会社藤原造林
24166 山梨県 古矢　茂 中央森林組合
24167 山梨県 溝口　芳文 峡南森林組合
24168 山梨県 村松　良太 南部町森林組合
13083 山梨県 原　二士夫 有限会社　原林業
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13084 山梨県 持田　真一郎 持田林業
14176 山梨県 矢崎　秀和 峡北森林組合
14177 山梨県 坂倉　剛史 身延町森林組合
27190 山梨県 小泉　健二 有限会社藤原造林
27192 山梨県 長嶋　啓貴 有限会社天女山
27193 山梨県 藤原　正志 有限会社藤原造林
27194 山梨県 矢﨑　剛男 中央森林組合
20043 山梨県 鈴木　正美 有限会社　天女山
24169 長野県 浅井　孝太 根羽村森林組合
24171 長野県 瀧澤　一登 飯伊森林組合
24172 長野県 立花　康一 企業組合山仕事創造舎
24173 長野県 田中　憲一郎 信州上小森林組合
24174 長野県 土屋　耕司 信州上小森林組合
24175 長野県 寺尾　真一 蓼科高原農場有限会社
24176 長野県 中村　武志 信州上小森林組合
24177 長野県 名取　勝彦 長野森林組合
24178 長野県 堀澤　正彦 北信州森林組合
24179 長野県 横山　繁樹 YForestry
13085 長野県 唐木　信彦 上伊那森林組合
13088 長野県 堀籠　雄一 佐久森林組合
14178 長野県 荒井　俊作 飯伊森林組合
14179 長野県 石崎　隆 企業組合 山仕事創造舎
14180 長野県 牛山　寛人 飯伊森林組合
14181 長野県 太田　俊之 飯伊森林組合
14182 長野県 尾淵　義輝 北信州森林組合
14183 長野県 柿澤　肇 諏訪森林組合
14184 長野県 川上　勝彦 木曽森林組合
14185 長野県 北島佑治 長野森林組合
14186 長野県 熊谷　裕 阿智村役場
14188 長野県 小坂　真 信州上小森林組合
14189 長野県 猿谷　稔 諏訪森林組合
14191 長野県 谷川　正樹 佐久森林組合
14192 長野県 土橋　敬造 南佐久中部森林組合
14193 長野県 長岡　功 木曽南部森林組合
14194 長野県 中山　尚士 北信州森林組合
14195 長野県 西沢　亮太 長野森林組合
14196 長野県 林　豊晃 飯伊森林組合
14198 長野県 古谷　武仁 木曽森林組合
14201 長野県 益山　勝人 飯伊森林組合
14202 長野県 宮澤　潤 信州上小森林組合
14203 長野県 宮下　貴弘 飯伊森林組合
14204 長野県 山崎　恭平 信州上小森林組合
14205 長野県 山下　貴之 信州上小森林組合
14206 長野県 吉池　和 信州上小森林組合
14207 長野県 吉澤　一平 南佐久南部森林組合
14208 長野県 渡辺　寛 企業組合 山仕事創造舎
14209 長野県 渡辺　正美 南佐久南部森林組合
27195 長野県 幾島　秀明 飯伊森林組合
27196 長野県 伊坪　清隆 飯伊森林組合
27197 長野県 伊東　大介 長野森林組合
27198 長野県 勝山　崇史 松本広域森林組合
27199 長野県 鎌倉　悠作 飯伊森林組合
27200 長野県 亀割　均 飯伊森林組合
27201 長野県 北原　将 南木曽町森林組合
27202 長野県 北山　慎也 長野森林組合
27203 長野県 木下　孝一郎 飯伊森林組合
27204 長野県 久保田　一守 飯伊森林組合
27206 長野県 後藤　輝明 信州上小森林組合
27208 長野県 塚原　哲夫 信州上小森林組合
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27209 長野県 中村　豊 木曽森林組合
27210 長野県 南都　寛 北信州森林組合
27211 長野県 根橋　謙一 上伊那森林組合
27212 長野県 秦　和哉 飯伊森林組合
27213 長野県 日向　健二 南佐久北部森林組合
27214 長野県 丸茂　博朗 諏訪森林組合
27215 長野県 宮澤　遥 宮澤木材産業株式会社
27216 長野県 山田　和幸 南佐久中部森林組合
27217 長野県 横森　康晴 南佐久中部森林組合
16096 長野県 雨宮　一志 諏訪森林組合
16097 長野県 井出　大二郎 南佐久中部森林組合
16098 長野県 北川 聖司（旧姓：岸田） 信州上小森林組合
16099 長野県 切石　英治 飯伊森林組合
16101 長野県 関　真一 北信州森林組合
16103 長野県 中澤　幹 飯伊森林組合
16104 長野県 松下　和也 飯伊森林組合　
16105 長野県 森川　大 栄村森林組合
16106 長野県 矢島　幸治 諏訪森林組合
16108 長野県 吉野　一幸 飯伊森林組合
17106 長野県 浅沼　勇也 南佐久中部森組合
17107 長野県 清水　直幸 松本広域森林組合
17108 長野県 山岡　正人 松本広域森林組合
17109 長野県 池田　貴幸 飯伊森林組合
17110 長野県 河野　透 北信州森林組合
17111 長野県 栁澤　美幸 長野県長野地域振興局
17112 長野県 和田　峻輝 株式会社　和田組
19088 長野県 中村　健人 南佐久北部森林組合
19089 長野県 野本　浩幸 南佐久中部森林組合
19090 長野県 奥野　真基 木曽南部森林組合
19091 長野県 松田　晃治 飯伊森林組合
19092 長野県 百瀬　晶子 特定非営利活動法人森林環境
19093 長野県 百瀬　太郎 特定非営利活動法人森林環境
19094 長野県 林　裕介 南佐久南部森林組合
19095 長野県 井出　匠 南佐久南部森林組合
19096 長野県 藤澤　良太 株式会社　柳沢林業
19097 長野県 桐生　悦朗 飯伊森林組合
19098 長野県 宮﨑　則明 北信州森林組合
20044 長野県 上野　由希菜 栄村森林組合
20045 長野県 丸山　椋弥 栄村森林組合
20046 長野県 荻窪　善明 大北森林組合
20047 長野県 和田　優哉 長野森林組合
20048 長野県 梶田　佳祐 飯伊森林組合
30080 長野県 石井　睦太郎 信州上小森林組合
30081 長野県 丸山　幸裕 北信州森林組合
30082 長野県 丸山　貴弘 松本広域森林組合
30083 長野県 上野　伸一郎 松本広域森林組合
24180 岐阜県 釜部　尚倫 飛騨市森林組合
24181 岐阜県 小林　太朗 ＮＰＯ法人奥矢作森林塾
24182 岐阜県 澤田　卓朗 白川町森林組合
24183 岐阜県 谷　寿智 飛騨高山森林組合
13089 岐阜県 竹内　寛 中津川市森林組合
13090 岐阜県 中村　禎宏 中濃森林組合
14210 岐阜県 足立　健二 恵那市森林組合
14211 岐阜県 上崎　強 飛騨市森林組合
14212 岐阜県 後藤　秀人 揖斐郡森林組合
14213 岐阜県 柴田　誉 飛騨高山森林組合
14214 岐阜県 鈴木　章 特定非営利活動法人　杣の杜学舎
14215 岐阜県 寺田　菜穂子 岐阜県森林公社
14216 岐阜県 中田　広之 飛騨高山森林組合
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14217 岐阜県 西部　伸也 中濃森林組合
14218 岐阜県 長谷川　一行 恵南森林組合
14219 岐阜県 平戸　伸洋 飛騨高山森林組合
14220 岐阜県 藤田　典久 恵那市森林組合
14221 岐阜県 松葉　悠二 飛騨高山森林組合
14222 岐阜県 松本　康司 たかやま林業・建設業協同組合
27218 岐阜県 岩佐　耕平 協業組合H・C建設
27219 岐阜県 上野　隆文 協業組合H・C建設
27220 岐阜県 高嶋　和正 飛騨市森林組合
27221 岐阜県 寺田　啓起 揖斐郡森林組合
27222 岐阜県 西川　正純 株式会社清水建設
27223 岐阜県 新田　克之 飛騨市森林組合
27224 岐阜県 山本　茂樹 岐阜県森林組合連合会
16109 岐阜県 舘林　正孝 株式会社舘林林業
16110 岐阜県 武藤　一太 郡上森林組合
17113 岐阜県 青山　健 陶都森林組合
17114 岐阜県 水口　寛之 飛騨高山森林組合
17115 岐阜県 黒沢　実 中津川市森林組合
19099 岐阜県 中島　隆夫 飛騨高山森林組合
19100 岐阜県 八賀　光弘 飛騨高山森林組合
20049 岐阜県 細江　悦子 小坂町森林組合
20050 岐阜県 良雪　憲雄 中津川市森林組合
30084 岐阜県 山内　喜康 郡上森林組合
30085 岐阜県 田中　智也 飛騨市森林組合
24185 静岡県 浅沼　憲太 富士森林組合
24186 静岡県 飯島　吉貴 天竜森林組合
24187 静岡県 大島　慶之 富士市森林組合
24188 静岡県 北里　英昭 富士森林組合
24189 静岡県 笹本　藤也 伊豆森林組合
24190 静岡県 鈴木　啓史 森町森林組合
24191 静岡県 永嶋　幹士 森林組合おおいがわ
24193 静岡県 福島　則夫 株式会社天城農林
24194 静岡県 堀井　正典 株式会社天城農林
24195 静岡県 宮内　貴志 掛川市森林組合
24196 静岡県 森　広志 株式会社いしい林業
24197 静岡県 渡邊　定賢 株式会社白糸植物園
13091 静岡県 遠藤　直樹 株式会社　マルエ
13092 静岡県 澤木　俊哉
13093 静岡県 土屋　勉 株式会社天城農林
13094 静岡県 山下　健次 株式会社いしい林業
14223 静岡県 石川　真理 富士森林組合
14224 静岡県 石川　正和 富士森林組合
14226 静岡県 窪田　任浩 富士森林組合
14227 静岡県 萩原　康 萩原林業株式会社
14228 静岡県 湯口　正大 株式会社富士森林サービス
27225 静岡県 遠藤　泰久 愛鷹山森林組合
27226 静岡県 小河　立二 裾野市森林組合
27227 静岡県 尾崎　友昭 掛川市森林組合
27228 静岡県 勝又　俊和 富士市森林組合
27229 静岡県 佐野　充英 株式会社特種東海フォレスト
27230 静岡県 澤本　和也 森林組合おおいがわ
27231 静岡県 清水　匠 森林組合おおいがわ
27232 静岡県 杉山　武史 株式会社天城農林
27233 静岡県 鈴木　清之 森町森林組合
27234 静岡県 花房　実津留 愛鷹山森林組合
27235 静岡県 村山　英人 森町森林組合
16111 静岡県 今橋　真人 掛川市森林組合
16113 静岡県 岡本　和久 不二総合コンサルタント株式会社
16114 静岡県 奥田　未来 天竜森林組合
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16115 静岡県 落合　大樹 有限会社　落合製材所
16116 静岡県 組谷　康司 伊豆森林組合
16117 静岡県 嶋田　康稔 水窪町森林組合
16118 静岡県 土門 謙太郎 春野森林組合
16119 静岡県 原木　克司 森林組合おおいがわ
16120 静岡県 藤本　裕樹 株式会社いしい林業
16121 静岡県 望月　英光 望月木材
16122 静岡県 山田　真弓 森さぽ
17116 静岡県 青島　伸幸 株式会社いなずさ林業
17118 静岡県 狩野　豊 静岡市森林組合
17119 静岡県 神谷　誠司 静岡市森林組合
17120 静岡県 窪田　怜 静岡市森林組合
17122 静岡県 三好　真広 伊豆森林組合
17123 静岡県 村岡　新一 有限会社落合製材所
17124 静岡県 飯塚　雄紀 株式会社天城農林
17125 静岡県 久保田　誠 株式会社天城農林
17126 静岡県 宮城島　正人 株式会社天城農林
17127 静岡県 松永　大和 森町森林組合
19101 静岡県 高嶋　真士 龍山森林組合
19102 静岡県 若林　仁 森林組合おおいがわ　北部森林センター
19103 静岡県 兵庫　泉 株式会社　兵庫親林開発
19104 静岡県 林　耕生 有限会社天竜フォレスター
19105 静岡県 寺田　敬亮 天竜森林組合
20051 静岡県 鈴木　容士 株式会社いなずさ林業
20052 静岡県 服部　広葉 御殿場総合サービス株式会社
30086 静岡県 吉田　佳史 森林組合おおいがわ
30087 静岡県 天野　岳 春野森林組合
30088 静岡県 田中　満久 静岡中部林産事業協同組合
30089 静岡県 横山　憲 有限会社天竜フォレスター
30090 静岡県 本多　利斉 富士市森林組合
30091 静岡県 平松　孝基 田方森林組合
30092 静岡県 鷲巣　皓次朗 掛川市森林組合
30093 静岡県 須藤　翠 掛川市森林組合
30094 静岡県 杉村　智美 田方森林組合
30095 静岡県 髙橋　良佑 田方森林組合
30096 静岡県 鈴木　雅史 田方森林組合
24198 愛知県 浅美　豊博 新城森林組合
24199 愛知県 池田　敏 岡崎森林組合
24200 愛知県 大山　博章 豊田森林組合
24201 愛知県 松崎　淳 設楽森林組合
13095 愛知県 伊藤　浩二 豊田森林組合
13096 愛知県 尾﨑　幸 豊田森林組合
13098 愛知県 後藤　芳文 豊田森林組合
13099 愛知県 鈴木　実句 豊田森林組合
13100 愛知県 中垣　伸哉 豊田森林組合
14229 愛知県 太田　周衛 豊田森林組合
14232 愛知県 鈴木　敬介 豊田森林組合
27236 愛知県 阿部　晃久 豊田森林組合
27238 愛知県 臼井　康裕 株式会社佐合木材
27239 愛知県 小木曽　由弥 豊田森林組合
27240 愛知県 門脇　隆宏 岡崎森林組合
27241 愛知県 清川　弘直 豊根森林組合
27242 愛知県 熊谷　直也 豊根森林組合
27243 愛知県 豊田　拓郎 新城森林組合
27244 愛知県 中尾　充洋 新城森林組合
27245 愛知県 中根　一志 新城森林組合
27246 愛知県 林　雄一朗 株式会社佐合木材
27247 愛知県 藤澤　祐作 豊田森林組合
27248 愛知県 水口　恭平 新城森林組合



認定森林施業プランナー一覧 令和3年4月1日

27249 愛知県 森田　仁志 設楽森林組合
27250 愛知県 渡邊　大輔 豊田森林組合
16123 愛知県 鈴木　和寛 豊田森林組合
16124 愛知県 古井　昌広 豊田森林組合
17128 愛知県 粕谷　健太郎 豊田森林組合
17129 愛知県 豊重　陵広 豊田森林組合
17130 愛知県 原田　充 東栄町森林組合
19106 愛知県 胡桃　康太郎 東栄町森林組合
19107 愛知県 中村　健太 岡崎森林組合
19108 愛知県 栗山　裕規 岡崎森林組合
20053 愛知県 中川　昴 西垣林業株式会社　豊田事業所
30097 愛知県 金田　安弘 豊田森林組合
30098 愛知県 大竹　啓晃 豊田森林組合
30099 愛知県 濵島　彰寛 豊田森林組合
24202 三重県 飯村　利幸 三重くまの森林組合
24203 三重県 上川　裕也 松阪飯南森林組合
24204 三重県 鵜飼　隆之 鈴鹿森林組合
24205 三重県 遠藤　忠裕 伊賀森林組合
24206 三重県 大西　大輔 松阪飯南森林組合
24207 三重県 岡田　勝幸 松阪飯南森林組合
24208 三重県 小林　稔 宮川森林組合
24211 三重県 辻　達夫 松阪飯南森林組合
24212 三重県 土井　亮二 松阪飯南森林組合
24213 三重県 仲　宜孝 三重くまの森林組合
24214 三重県 藤本　直樹 大紀森林組合
24215 三重県 山口　修 いせしま森林組合
24217 三重県 山田　史 中勢森林組合
24218 三重県 渡辺　守康 松阪飯南森林組合
13102 三重県 赤野　充典 中勢森林組合
13103 三重県 井上　和明 中勢森林組合
13104 三重県 井上　潔 中勢森林組合
13105 三重県 松浦　敏人 中勢森林組合
14234 三重県 太田　秀明 大紀森林組合
14235 三重県 木下　徹 中勢森林組合
14236 三重県 木本　幸宏 いせしま森林組合
27251 三重県 井澤　俊彦 株式会社フォレストファイターズ
27252 三重県 稲垣　康二 中勢森林組合
27253 三重県 小原　賢介 伊賀森林組合
27254 三重県 川端　将文 森林組合おわせ
27255 三重県 黒田　恭 森林組合おわせ
27257 三重県 堤　崇 未定
27258 三重県 中嶋　浩喜 中勢森林組合
27259 三重県 前田　恭兵 伊賀森林組合
27260 三重県 三浦　妃己郎 三浦林商
27261 三重県 宮原　司 宮川森林組合
27262 三重県 村田　遼 鈴鹿森林組合
27263 三重県 和田　幸一 材惣木材株式会社
16125 三重県 千種　要道 三重県森林組合連合会
16126 三重県 橋爪　弘樹 宮川森林組合
16127 三重県 早川　隆幸 いせしま森林組合
17131 三重県 木下　直弥 中勢森林組合
17132 三重県 中須　真史 宮川森林組合
17134 三重県 村田　昌弘 大紀森林組合
17135 三重県 木原　聖吾 田中林業株式会社
19109 三重県 谷上　浩一 鈴鹿森林組合
19110 三重県 川口　洋美 中勢森林組合
19111 三重県 小西　健太郎 中勢森林組合
19165 三重県 浅尾　太一 松阪飯南森林組合
19166 三重県 中里　宰健 松阪飯南森林組合
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20054 三重県 橋口　直樹 伊賀森林組合
30100 三重県 中村　太祐 松阪飯南森林組合
30101 三重県 堀木　寛人 松阪飯南森林組合
30102 三重県 長崎　翼 中勢森林組合
30103 三重県 赤津　孟 中勢森林組合
30104 三重県 山田　真大 鈴鹿森林組合
24219 滋賀県 落部　弘紀 東近江市永源寺森林組合
24220 滋賀県 高橋　市衛 長浜市伊香森林組合
24221 滋賀県 田川　篤史 有限会社坂東林業
24222 滋賀県 矢田　昌也 滋賀中央森林組合
14239 滋賀県 上田　剛 在原造林
14240 滋賀県 太田　新吾 滋賀中央森林組合
14242 滋賀県 柴田　義幸 滋賀北部森林組合　浅井事業所
14243 滋賀県 坪倉　卓也 東近江市永源寺森林組合
14244 滋賀県 寺嶋　正朋 びわこ東部森林組合
14245 滋賀県 畠中　友里奈 滋賀中央森林組合
14247 滋賀県 藤村　健 有限会社　坂東林業
14248 滋賀県 古川　　祐次 滋賀中央森林組合
14249 滋賀県 西川　晶子 滋賀北部森林組合　浅井事業所
14250 滋賀県 山本　林 長浜市伊香森林組合
27264 滋賀県 大道　洋平
27265 滋賀県 桂田　孝太 高島市森林組合
27266 滋賀県 清原　猛史 高島市森林組合
27267 滋賀県 中本　隆之 中本林業
27268 滋賀県 西川　宏詩 東近江市永源寺森林組合
27269 滋賀県 藤澤　哲夫 滋賀中央森林組合
27270 滋賀県 松井　靖典 滋賀北部森林組合
16128 滋賀県 尾上　晴彦 滋賀中央森林組合
17136 滋賀県 小西　健大 滋賀中央森林組合
19112 滋賀県 谷口　譲一 長浜市伊香森林組合
20055 滋賀県 山元　洋平 滋賀中央森林組合
20056 滋賀県 田中　絢一 滋賀中央森林組合
20057 滋賀県 佐田　良太 滋賀北部森林組合
30105 滋賀県 松尾　扶美 東近江市永源寺森林組合
24225 京都府 内海　美沙 森林トータルデザイン
24226 京都府 小林　耕二郎 日吉町森林組合
24227 京都府 小原　昭雄 美山町森林組合
24228 京都府 竹内　俊行 京丹波森林組合
24231 京都府 福岡　俊嗣 園部町森林組合
24234 京都府 吉岡　紀之 園部町森林組合
24235 京都府 米津　雅貴 京都市森林組合
13107 京都府 塩谷　匡崇 福知山地方森林組合
13108 京都府 渋谷　菜津子 園部町森林組合
13110 京都府 西田　顕識 京都市森林組合
13111 京都府 畑　育利 亀岡市森林組合
14251 京都府 芦田竜一 株式会社　あしだ
14252 京都府 大西　研介 和束町森林組合
14253 京都府 岡野　誠 京丹波森林組合
14254 京都府 柿村　貴則 柿村機関
14257 京都府 白田　誠 舞鶴市森林組合
14259 京都府 武田　穣二 福知山地方森林組合
14260 京都府 角山　伸 綾部市森林組合
14261 京都府 永尾　光司 京都府森林組合連合会
14263 京都府 古橋　信介 宮津地方森林組合
14264 京都府 松本　誓司 八木町森林組合
14265 京都府 見木　豊 綾部市森林組合
14266 京都府 南　靖弘 京都府森林組合連合会
14268 京都府 吉田　学 京丹波森林組合
27272 京都府 四方　祐造 綾部市森林組合
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27273 京都府 田窪　絵里子 京都市森林組合
27274 京都府 楯　正史 舞鶴市森林組合
27275 京都府 爲國　佑哉 綾部市森林組合
27276 京都府 内藤　寛 舞鶴市森林組合
27277 京都府 鳴海　将希 舞鶴市森林組合
27278 京都府 吉田　善昭 京都市森林組合
16130 京都府 瀬野　佳英 京丹波森林組合
16131 京都府 谷　祥汰 京都市森林組合
16132 京都府 鍋倉　慎平 福知山地方森林組合
16133 京都府 米嶋　昌史 米嶋銘木
17137 京都府 山段　浩次 福知山地方森林組合
17138 京都府 森下　裕司 綾部市森林組合
19113 京都府 松本　良博 福知山地方森林組合
19114 京都府 稲石　匡高 宇治田原町森林組合
19115 京都府 外賀　道朗 福知山地方森林組合
19116 京都府 久保　健二 京丹波森林組合
19117 京都府 東　典明 京丹波森林組合
20058 京都府 髙﨑　則兎 京丹波森林組合
20059 京都府 中村　俊彦 丹後地区森林組合
30106 京都府 池田　視世 日吉町森林組合
30107 京都府 堀田　暢 日吉町森林組合
30108 京都府 宇敷　彩花 園部町森林組合
30109 京都府 下仲　修平 美山町森林組合
30110 京都府 西田　和志 京丹波森林組合
30111 京都府 藤本　和麿 京丹波森林組合
30112 京都府 堀元　淳志 京丹波森林組合
30113 京都府 松下　信之 京丹波森林組合
14269 大阪府 木下　茂雄 大阪府森林組合
14270 大阪府 武山　一夫 大阪府森林組合
14271 大阪府 中村　孝 大阪府森林組合
14272 大阪府 山田　一成 大阪府森林組合
20060 大阪府 尾﨑　眞人 株式会社　南河内林業
20061 大阪府 松岡　衆志 株式会社南河内林業
20062 大阪府 細見　卓也 大阪府森林組合　南河内支店
24236 兵庫県 足立　鉄平 丹波市森林組合
24237 兵庫県 足立　良忠 養父市森林組合
24239 兵庫県 岸　保行 豊岡森林
24240 兵庫県 西岡　優 北但西部森林組合
24241 兵庫県 藤田　和則 北はりま森林組合
24242 兵庫県 宮本　利一 協同組合兵庫木材センター
24243 兵庫県 村上　典昭 養父市森林組合
13114 兵庫県 岸田　典大 中はりま森林組合
13115 兵庫県 金髙　健作 北はりま森林組合
13116 兵庫県 瀧本　貴之 インフォレスト株式会社
13117 兵庫県 日和　隆 日和堂
14273 兵庫県 足立　勝 生野町森林組合
14274 兵庫県 片岡　直美 モラブ阪神工業株式会社
14275 兵庫県 杉下　勇己 有限会社　杉下木材
14276 兵庫県 田中　重紀 たつの森林組合
14277 兵庫県 宗接　誉司 chibi-kicori(ちびーきこり）
14278 兵庫県 吉井　輝和 NPO法人バイオマス丹波篠山
27280 兵庫県 板谷　正人 (株)森のわ
27281 兵庫県 北山　直樹 丹波市森林組合
27282 兵庫県 木山　葉野人 株式会社樹林業
27283 兵庫県 田中　伸欣 北但西部森林組合
27284 兵庫県 田中　博章 中はりま森林組合
27285 兵庫県 西村　力 北但西部森林組合
27286 兵庫県 細川　貴朗
27287 兵庫県 松田　俊也 愛林興業株式会社
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27288 兵庫県 松本　和樹 丹波市森林組合
27289 兵庫県 宮辻　弘学 株式会社宮辻造林
27290 兵庫県 安井　洋文 生野町森林組合
16134 兵庫県 芦谷　直記 株式会社　グリーン興産
16135 兵庫県 足立　健浩 北はりま森林組合
16136 兵庫県 井上　宜治 井上木材
16137 兵庫県 木津　一郎 株式会社　グリーン興産
16138 兵庫県 中路　充彦 株式会社　グリーン興産
16139 兵庫県 縄手　政樹 株式会社　グリーン興産
16140 兵庫県 蒐場　昭人 しそう森林組合
16141 兵庫県 畑尾　大輔 しそう森林組合
16143 兵庫県 丸本　雄士 株式会社　グリーン興産
16144 兵庫県 宮崎　敏和 北はりま森林組合
17140 兵庫県 勝部　正章 環　栄
17141 兵庫県 三辻　正俊 (株)知福木材
17142 兵庫県 山本　竜矢 株式会社　山本木材
17143 兵庫県 仲才　勝弘 北但東部森林組合
17144 兵庫県 名城　直樹 北但東部森林組合
17145 兵庫県 西村　貴志 日本土地山林株式会社
19118 兵庫県 吉本　塁 日本土地山林株式会社
20063 兵庫県 勝部　大典 有限会社　勝部重機
20064 兵庫県 中尾　悠二 有限会社　清水木材
20065 兵庫県 藤澤　伸介 翔真林業株式会社
30114 兵庫県 村上　沙織 株式会社知福木材
30115 兵庫県 勝部　翔太 翔真林業株式会社
30116 兵庫県 藤井　和道 丹波ひかみ森林組合
30117 兵庫県 山本　雄二 株式会社田中林業
24244 奈良県 前田　駿介 谷林業株式会社
24245 奈良県 森本　利典 清光林業株式会社
24302 奈良県 岸本　光樹 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林
14279 奈良県 小山　晃弘 奈良市森林組合
14280 奈良県 中井　章太 中神木材
14281 奈良県 福本　博明 福本林業
27291 奈良県 中村　高明 吉野きたやま森林組合
27292 奈良県 松本　好史 松本林業
16145 奈良県 髙安　輝彦 野迫川村森林組合
16146 奈良県 玉置　信之 十津川村森林組合
16147 奈良県 中岸　敏行 十津川村森林組合
20066 奈良県 田中　将太 株式会社　田中林業
20067 奈良県 松本　龍也 原木材株式会社
30118 奈良県 森本　定雄 森庄銘木産業株式会社
24247 和歌山県 大垣内　喬也 有限会社　龍和興業
24248 和歌山県 嶝口　聖 南紀森林組合
24249 和歌山県 芝崎　圭 那智勝浦町森林組合
24250 和歌山県 髙橋　慎司 NPO法人熊野の森をつくる会
24251 和歌山県 中川　雅也 株式会社中川
24252 和歌山県 真砂　俊哉 西牟婁森林組合
24253 和歌山県 保坂　友也 清水森林組合
13118 和歌山県 汲原　運也 和海紀森林組合
27293 和歌山県 近藤　真功 清水森林組合
27294 和歌山県 中本　毅 紀中森林組合
27295 和歌山県 西川　竜太 紀中森林組合
27296 和歌山県 畑中　亮 清水森林組合
27297 和歌山県 山口　大輔 紀中森林組合
16148 和歌山県 浦西　大樹 マルカ林業株式会社
16149 和歌山県 杉谷　篤史 紀中森林組合
16151 和歌山県 山口　浩 清水森林組合
17146 和歌山県 苅屋　安志 那智勝浦町森林組合
17147 和歌山県 冨田　賢 平岡林業
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17148 和歌山県 絵戸　聡一郎 森林組合こうや
20068 和歌山県 杉浦　義隆 （株）中川
30119 和歌山県 杉本　裕希 西牟婁森林組合
30120 和歌山県 杉本　和紀 西牟婁森林組合
24254 鳥取県 神崎　剛 鳥取日野森林組合
24256 鳥取県 濱本　弘暢 鳥取県中部森林組合
24257 鳥取県 増田　隆洋 日南町森林組合
13119 鳥取県 林　政宏 鳥取県東部森林組合
14282 鳥取県 安藤　幸喜 八頭中央森林組合
14283 鳥取県 加賀田　優 八頭中央森林組合
14285 鳥取県 後藤　　岳史 鳥取県東部森林組合
14286 鳥取県 白岩　義宏 智頭町森林組合
14287 鳥取県 竹内　貴裕 鳥取県東部森林組合
14288 鳥取県 西尾　文伴 智頭町森林組合
14289 鳥取県 藤井　祐介 鳥取県中部森林組合
14290 鳥取県 藤原　孝志 日南町森林組合
14291 鳥取県 山上　明徳 八頭中央森林組合
14292 鳥取県 山野　元 八頭中央森林組合
27298 鳥取県 内田　敦郎 株式会社神戸上農林
27299 鳥取県 小椋　昭彦 鳥取県中部森林組合
27300 鳥取県 川上　吉嗣 鳥取日野森林組合
27301 鳥取県 古礒　資晴 舩越産業有限会社
27302 鳥取県 小谷　順万 鳥取日野森林組合
27303 鳥取県 後藤　直樹 鳥取県西部森林組合
27304 鳥取県 長石　淳 鳥取県中部森林組合
27305 鳥取県 長岡　達也 鳥取日野森林組合
27306 鳥取県 布廣　将樹 鳥取県中部森林組合
27307 鳥取県 古川　晶朗 鳥取県東部森林組合
27308 鳥取県 矢田貝　大志 日南町森林組合
16152 鳥取県 林　好貴 八頭中央森林組合
16153 鳥取県 高力　直 八頭中央森林組合
17149 鳥取県 田中　優一 鳥取県東部森林組合
17150 鳥取県 福原　史彦 八頭中央森林組合
17152 鳥取県 村本　晃一 鳥取県中部森林組合
19119 鳥取県 澤田　一仁 株式会社　赤松産業
19120 鳥取県 西山　宏人 鳥取県東部森林組合
19121 鳥取県 森　賢太 鳥取県東部森林組合
19122 鳥取県 佐々木　淳 大山森林組合
19123 鳥取県 石賀　匡和 鳥取県西部森林組合
19124 鳥取県 加藤　貴志 鳥取県西部森林組合
19125 鳥取県 松原　享志 鳥取県西部森林組合
19126 鳥取県 足井　洋 鳥取県西部森林組合
19127 鳥取県 毛利　裕嗣 日南町森林組合
19128 鳥取県 蔵求　雄三 鳥取県中部森林組合
19129 鳥取県 前田　圭偉 鳥取県中部森林組合
19130 鳥取県 吉田　将大 鳥取県中部森林組合
19131 鳥取県 西永　憲司 智頭町森林組合
19132 鳥取県 東田　光明 智頭町森林組合
29151 鳥取県 前田　剛志 八頭中央森林組合
30121 鳥取県 山本　文也 鳥取県東部森林組合
30122 鳥取県 石川　孝志 日南町森林組合
30123 鳥取県 河上　洋生 日南町森林組合
30124 鳥取県 木村　実次 日南町森林組合
30125 鳥取県 松浦　昌司 日南町森林組合
30126 鳥取県 山根　隆男 日南町森林組合
30127 鳥取県 西村　孝幸 鳥取県東部森林組合
30128 鳥取県 田中　康男 用瀬運送有限会社
30129 鳥取県 三橋　章弘 株式会社樹林業
30130 鳥取県 木下　正啓 日南町森林組合
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30131 鳥取県 木村　康治 鳥取日野森林組合
30132 鳥取県 大塚　卓也 日南町森林組合
30133 鳥取県 田中　耕平 鳥取日野森林組合
24258 島根県 日野原　淳 邑智郡森林組合
24259 島根県 藤本　信也 大田市森林組合
24260 島根県 山田　秀幸 石央森林組合
13120 島根県 岡　真樹 石央森林組合
13121 島根県 瀧　隆志 飯石森林組合
13122 島根県 和久利　佳生 飯石森林組合
14293 島根県 光田　明裕 邑智郡森林組合
27309 島根県 石川　隼也 有限会社酒井材木店
27310 島根県 石川　弾 出雲地区森林組合
27311 島根県 井上　英治 松江市役所
27312 島根県 嘉戸　直樹 江津市森林組合
27313 島根県 北村　憲紘 出雲地区森林組合
27315 島根県 原　求 江津市森林組合
27316 島根県 宮地　公久 松江森林組合
27317 島根県 若林　貴章 隠岐島後森林組合
16154 島根県 青木　芳雄 高津川森林組合
16155 島根県 石田　弥 江津市森林組合
16156 島根県 伊藤　一昌 大田市森林組合
16157 島根県 今岡　光生 出雲地区森林組合
16160 島根県 竹﨑　翔平 邑智郡森林組合
16161 島根県 田中　幸昌 大田市森林組合
16162 島根県 林　一兵 日新林業株式会社
16163 島根県 牧田　洋平 邑智郡森林組合
16164 島根県 三上　純 邑智郡森林組合
16165 島根県 光田　大輔 邑智郡森林組合
16166 島根県 山本　孝和 江津市森林組合
17153 島根県 桐田　亘 高津川森林組合
17154 島根県 髙尾　洋一 飯石森林組合
17155 島根県 深田　正彦 飯石森林組合
17156 島根県 増岡　伸一 飯石森林組合
19133 島根県 中間　俊彦 大田市森林組合
19134 島根県 矢田　勇介 大田市森林組合
19135 島根県 辻村　修一 大田市森林組合
19136 島根県 武田　真二 江津市森林組合
19137 島根県 岡本　茂 石央森林組合
30134 島根県 石津　惇 石央森林組合
30135 島根県 稗田　孝幸 大田市森林組合
30136 島根県 河本　智人 松江森林組合
30137 島根県 藤間　成実 松江森林組合
24261 岡山県 池田　政宏 久米郡森林組合
24262 岡山県 板坂　秀人
24264 岡山県 溝上　宏治 新見市森林組合
13123 岡山県 木下　滋 新見市森林組合
13124 岡山県 西森　隼人 美作東備森林組合
14294 岡山県 小嶋　康彦 久米郡森林組合
14296 岡山県 藤原　敏文 新見市森林組合
14297 岡山県 松下　和弘 真庭森林組合
27318 岡山県 大植　栄治 真庭森林組合
27319 岡山県 團野　靖子 有限会社森岩木材
16167 岡山県 岸本　秀樹 岡山森林組合
16168 岡山県 下山　正晃 津山市森林組合
16169 岡山県 松岡　洋平 津山市森林組合
17157 岡山県 入澤　章紀 真庭森林組合
17158 岡山県 黒田　能弘 株式会社　杣
17159 岡山県 坂手　祐紀 作州かがみの森林組合
17160 岡山県 松尾　光治 作州かがみの森林組合
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19138 岡山県 熊瀬　友太 新見市森林組合
20069 岡山県 戸川　雅之 株式会社戸川木材
20070 岡山県 福田　賢治 有限会社　志田工房
30138 岡山県 奥田　浩基 真庭森林組合
30139 岡山県 岩佐　浩典 真庭森林組合
24266 広島県 阿部　康典 佐伯森林組合
24270 広島県 岸本　勇示 安芸北森林組合
24271 広島県 貞廣　和則 三次地方森林組合
24272 広島県 妹尾　明 東城町森林組合
24273 広島県 反田　伸吾 広島市森林組合
24274 広島県 高原　賢一 西城町森林組合
24275 広島県 積山　武司 備北森林組合
24276 広島県 銕山　幸二 安芸北森林組合
24277 広島県 中野　伸悟 甲奴郡森林組合
24278 広島県 滑　勇輝 西城町森林組合
24279 広島県 新見　文章 三次地方森林組合
24281 広島県 宮本　克己 三次地方森林組合
24282 広島県 宮本　貴昌 三次地方森林組合
24284 広島県 湯川　明広 三次地方森林組合
24285 広島県 横山　明好 神石郡森林組合
13125 広島県 内田　一樹 甲奴郡森林組合
13126 広島県 野口　清貴 東城町森林組合
14298 広島県 飯島　晴二 備北森林組合
14299 広島県 新谷　直也 甲奴郡森林組合
14300 広島県 段田　知宏 東城町森林組合
14302 広島県 森安　慶彦 三次地方森林組合
27321 広島県 中越　岳士 有限会社中越木材
27322 広島県 向井　久宣 世羅郡森林組合
17161 広島県 中屋　利基 尾三地方森林組合
17162 広島県 前友　郁保 尾三地方森林組合
19139 広島県 竹内　奨 尾三地方森林組合
19140 広島県 宮本　裕次 尾三地方森林組合
19141 広島県 児玉　真彬 尾三地方森林組合
30140 広島県 升本　浩史 三次地方森林組合
30141 広島県 田坂　正樹 賀茂地方森林組合
24287 山口県 赤祢　将司 周南森林組合
24288 山口県 阿部　靖彦 山口県森林組合連合会
24289 山口県 岩本　幸生 山口県西部森林組合
24290 山口県 木村　琢寛 山口県東部森林組合
24291 山口県 髙須　修三 カルスト森林組合
24292 山口県 藤岡　周志 カルスト森林組合
14303 山口県 坂倉　薫 カルスト森林組合
14304 山口県 末岡　英典 カルスト森林組合
14305 山口県 高瀬　雅弘 吉川林産興業株式会社
14306 山口県 　高橋　慶輔 山口県西部森林組合
14307 山口県 原川　敬司 カルスト森林組合
14308 山口県 　福冨　潤一 山口県西部森林組合
14309 山口県 藤岡　和昭 山口県西部森林組合
14310 山口県 藤田　康寛 阿武萩森林組合
14311 山口県 山中　貴洋 カルスト森林組合
14312 山口県 和田　哲周 山口県東部森林組合
14313 山口県 渡邊　博記 山口県西部森林組合
27323 山口県 大屋　竜一 阿武萩森林組合
27324 山口県 小田　拓磨 山口県西部森林組合
27325 山口県 佐々木　憲生 阿武萩森林組合
27326 山口県 田中　雄二 カルスト森林組合
27328 山口県 藤谷　悟 山口県西部森林組合
27329 山口県 村田　整昭 山口中央森林組合
16170 山口県 木村　義人 光大和森林組合
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16171 山口県 竹下　周志 山口県東部森林組合
16172 山口県 田島　健一 阿武萩森林組合
16173 山口県 水木　啓介 山口県東部森林組合
17163 山口県 河野　徹也 光大和森林組合
30142 山口県 藤田　啓 山口阿東森林組合
24294 徳島県 能登　誠二 木頭森林組合
14314 徳島県 大西　正貢 木頭森林組合
14315 徳島県 笠井　高志 木頭森林組合
14316 徳島県 株田　一 公益社団法人徳島森林づくり推進機構
14317 徳島県 西　正人 美馬森林組合
14319 徳島県 若松　伸治 美馬森林組合
27314 徳島県 出合　元明 （株）フジみらい　国土交通省　徳島河川国道事務所内徳島河川PPPチーム

27330 徳島県 天田　香 株式会社ウッドピア
27331 徳島県 井本　徹 やましごと工房
27332 徳島県 大西　太 三好西部森林組合
27333 徳島県 小林　敬三 三好東部森林組合
27334 徳島県 坂本　登 株式会社坂本林業
27336 徳島県 高井　勉 三好東部森林組合
27338 徳島県 谷本　邦夫 三好西部森林組合
27339 徳島県 中平　弘満 丸和林業株式会社
17164 徳島県 谷脇　克利 海部森林組合
17165 徳島県 田村　文生 海部森林組合
19142 徳島県 喜多　貴之 三好西部森林組合
19143 徳島県 西浦　寿和 三好西部森林組合
20071 徳島県 伊東　大地 株式会社坂本林業
20072 徳島県 谷口　聡 （公社）徳島森林づくり推進機構
20073 徳島県 平岡　益美 三好西部森林組合
20074 徳島県 梶元　今日子 三好西部森林組合
30143 徳島県 亀井　貴志 公益社団法人徳島森林づくり推進機構
30144 徳島県 秋山　尚毅 三好西部森林組合
30145 徳島県 横岡　真一 三好西部森林組合
30146 徳島県 安藝　逸郎 公益社団法人徳島森林づくり推進機構
30147 徳島県 喜多　酉輔 三好西部森林組合
30148 徳島県 田村　誠 三好西部森林組合
30149 徳島県 工藤　大和 公益社団法人徳島森林づくり推進機構
30150 徳島県 石川　博 三好西部森林組合
14320 香川県 大塚　健二 株式会社 四航コンサルタント
14322 香川県 椎木　拓 土庄町森林組合
14323 香川県 泉保　創 香川県森林組合連合会
14325 香川県 十川　智宏 塩江町森林組合
14326 香川県 友森　克幸 香川東部森林組合
14327 香川県 長町　一徳 香川東部森林組合
14328 香川県 西山　茂樹 香川県森林組合連合会
14329 香川県 平井　佑典 香川西部森林組合
14330 香川県 藤岡　希 香川西部森林組合
14331 香川県 平宅　淑真 香川東部森林組合
14333 香川県 三野　和哉 香川西部森林組合
27342 香川県 木村　一栄 香川東部森林組合
27343 香川県 國重　武 仲南町森林組合
27344 香川県 小山　悦寛 仲南町森林組合
27345 香川県 藤岡　新 香川東部森林組合
27346 香川県 吉見　祐城 香川東部森林組合
19144 香川県 西山　裕貴 香川西部森林組合
24296 愛媛県 伊藤　康幸 いしづち森林組合
24297 愛媛県 稲田　達也 愛媛森連産業株式会社
24298 愛媛県 井上　琢也 大洲市森林組合
24305 愛媛県 菰田　文城 宇摩森林組合
24306 愛媛県 重見　渉 久万広域森林組合
24307 愛媛県 玉置　康文 いしづち森林組合
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24308 愛媛県 中家　淳次 久万広域森林組合
24309 愛媛県 仲原　和也 愛媛県
24313 愛媛県 宮城　正明 住友林業株式会社
24315 愛媛県 山内　周 いしづち森林組合
24316 愛媛県 横田　和志 愛媛県森林組合連合会
13127 愛媛県 伊藤　孝二 いしづち森林組合
13128 愛媛県 伊藤　允洋 いしづち森林組合
13129 愛媛県 十亀　匡史 いしづち森林組合
13132 愛媛県 松本　義夫 いしづち森林組合
13133 愛媛県 村上　知和 いしづち森林組合
13136 愛媛県 山下　翔平 いしづち森林組合
14334 愛媛県 稲田　裕隆 株式会社さんえい
14335 愛媛県 苅田　耕一 宇摩森林組合
27347 愛媛県 馬木　雄司 南予森林組合
27348 愛媛県 大内　一馬 久万広域森林組合
27349 愛媛県 岡山　将也 株式会社エフシー
27350 愛媛県 奥村　友紀人 久万広域森林組合
27351 愛媛県 金子　大輔 株式会社エフシー
27352 愛媛県 鎌倉　真澄 四国加工株式会社
27354 愛媛県 中脇　伸哉 南予森林組合
27355 愛媛県 畠山　剛 南予森林組合
27356 愛媛県 兵頭　敬一郎 内子町森林組合
27357 愛媛県 藤田　徹 内子町森林組合
27358 愛媛県 増田　勇樹 内子町森林組合
16174 愛媛県 竹内　良介 いしづち森林組合
16175 愛媛県 坪田　裕希 いしづち森林組合
16176 愛媛県 成田　壮摩 久万広域森林組合
16177 愛媛県 藤田　康平 いしづち森林組合
16178 愛媛県 山内　翔平 株式会社　日吉農林公社
17166 愛媛県 井門　孝三郎 越智今治森林組合
17167 愛媛県 菊地　英太郎 キクチ観光株式会社
17168 愛媛県 松﨑　修平 愛媛県森林組合連合会
17169 愛媛県 松本　和也 愛媛県森林組合連合会
17170 愛媛県 二宮　亮平 愛媛県森林組合連合会
17171 愛媛県 兵藤　充祥 愛媛県森林組合連合会
17172 愛媛県 石丸　一行 久万広域森林組合
17173 愛媛県 和田　秀典 久万広域森林組合
30151 愛媛県 山下　敬太 西予市森林組合
30152 愛媛県 堀　茂徳 大洲市森林組合
30153 愛媛県 岡﨑　勇介 愛媛県森林組合連合会
30154 愛媛県 平田　智之 大洲市森林組合
30155 愛媛県 矢野　勝也 愛媛県森林組合連合会
30156 愛媛県 八島　龍祥 大洲市森林組合
30157 愛媛県 山下　直樹 宇摩森林組合
30158 愛媛県 伊藤　文博 宇摩森林組合
30159 愛媛県 妻鳥　正孝 宇摩森林組合
30160 愛媛県 山内　尚之 久万広域森林組合
30161 愛媛県 西山　雄太 久万広域森林組合
30162 愛媛県 髙橋　大輔 久万広域森林組合
24317 高知県 有光　新五 高知東部森林組合
24318 高知県 大滝　誠 高知市森林組合
24319 高知県 窪田　真一 溝渕林業株式会社
24320 高知県 濱﨑　康子 株式会社はまさき
24321 高知県 三谷　幸寛 香美森林組合
24322 高知県 森本　正延 香美森林組合
13137 高知県 西森　功 株式会社　木こり屋
14338 高知県 石垣　久志 株式会社とされいほく
14339 高知県 伊藤　達彦 本山町森林組合
14341 高知県 小笠原　徳孝 小笠原林業
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14343 高知県 岡林　栄臣 株式会社木こり屋
14344 高知県 尾﨑　直人 有限会社　杉原建設
14345 高知県 河添　千加 高知市森林組合
14348 高知県 坂本　真吾 中村市森林組合
14349 高知県 佐竹　寛太 明星建設有限会社
14350 高知県 武政　純也 四万十町森林組合
14351 高知県 竹村　洋宣 須崎地区森林組合
14352 高知県 立石　憲生 中村市森林組合
14353 高知県 遠山　順也 株式会社遠山産業
14354 高知県 仲本　健児 大豊町森林組合
14355 高知県 西　勝己 幡東森林組合
14356 高知県 西川　良二 高知中央森林組合
14357 高知県 橋田　直尚 須崎地区森林組合
14358 高知県 林田　政士 高知中央森林組合
14359 高知県 藤原　健一 仁淀川森林組合
14360 高知県 本山　博文 石川産業有限会社
14361 高知県 山本　京司 四万十町森林組合
27359 高知県 青木　孝広 幡東森林組合
27360 高知県 石川　達也 石川産業有限会社
27361 高知県 上田　祥司 株式会社とされいほく
27362 高知県 片岡　直裕 梼原町森林組合
27364 高知県 汲田　和史 仁淀川森林組合
27365 高知県 黒岩　弘志 土佐清水市森林組合
27366 高知県 坂本　欣久 宿毛市森林組合
27367 高知県 芝澤　英治 香美森林組合
27369 高知県 高橋　洋策 合同会社フォレストアーツ
27370 高知県 武村　侑幸 須崎地区森林組合
27371 高知県 鶴井　博晶 株式会社仁淀川開発
27372 高知県 濵田　明洋 つのやま林業
27374 高知県 明神　譲 仁淀川森林組合
27375 高知県 吉村　浩一 宿毛市森林組合
16179 高知県 石川　一郎 石川産業有限会社
16180 高知県 石濵　直樹 高知中央森林組合
16181 高知県 伊藤　義人 有限会社伊藤林業
16182 高知県 小笠原　康太 大豊町森林組合
16183 高知県 沢田　丈昌 高知市森林組合
16184 高知県 嶋﨑　伸之 須崎地区森林組合
16185 高知県 田邉　博朗 香美森林組合
16186 高知県 田村　敏彦 幡東森林組合
16187 高知県 徳増　秀敏 香美森林組合
16188 高知県 鳥山　太郎 土佐町森林組合
16189 高知県 中越　正知 梼原町森林組合
16191 高知県 宮崎　雅幸 香美森林組合
16192 高知県 宮本　祐輔 宿毛市森林組合
16193 高知県 森山　学 梼原町森林組合
16194 高知県 山﨑　昭旺 香美森林組合
16195 高知県 和田　ひろみ 高知中央森林組合
17174 高知県 片岡　博一 株式会社明神林業
17176 高知県 吉松　真吾 株式会社明神林業
19145 高知県 十倉　天 西垣林業株式会社
20075 高知県 塩見　武尊 株式会社　林業伊東
20076 高知県 濵渦　努 高知東部森林組合
20077 高知県 川﨑　倫央 須崎地区森林組合
20078 高知県 吉田　昌史 大月町森林組合
20079 高知県 坂本　良徳 中村市森林組合
20080 高知県 宮川　和樹 中村市森林組合
20081 高知県 曽我部　真行 土佐町森林組合
30163 高知県 橋詰　久幸 梼原町森林組合
30164 高知県 重谷　篤頼 清水産業株式会社
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30165 高知県 井本　憲仁 物部森林組合
30166 高知県 石川　龍生 池川林産企業組合
30167 高知県 稲垣　慎也 土佐町森林組合
30168 高知県 小原　那人 土佐町森林組合
30169 高知県 田尻　学 香美森林組合
30170 高知県 濵田　和博 溝渕林業株式会社
30171 高知県 才原　勝敏 溝渕林業株式会社
30172 高知県 阿部　淳也 株式会社あすなろ四国支社
30173 高知県 曽我部　文雄 有限会社式地林業
24323 福岡県 井上　昌信 朝倉森林組合
24324 福岡県 沖永　征一郎 京都森林組合
24325 福岡県 片江　文雄 福岡県広域森林組合
24326 福岡県 立花　哲 京都森林組合
24327 福岡県 鶴田　勝美 福岡県八女森林組合
24328 福岡県 永末　敬典 福岡県広域森林組合
24329 福岡県 宮崎　正嗣 浮羽森林組合
24330 福岡県 安田　誠 福岡県八女森林組合
14362 福岡県 石井　実 浮羽森林組合
14363 福岡県 古賀　慶一郎 浮羽森林組合
14365 福岡県 坂本　光多朗 浮羽森林組合
14366 福岡県 佐々木　浩昭 福岡県広域森林組合
14367 福岡県 角　安希子 九州木材工業株式会社
14368 福岡県 谷山　洸 豊築森林組合
14369 福岡県 樋口　圭 福岡県広域森林組合
14370 福岡県 森　英之
14371 福岡県 森下　徳是 浮羽森林組合
27377 福岡県 潮　敦仁 福岡県広域森林組合
27378 福岡県 牛島　勲 福岡県八女森林組合
27379 福岡県 岡本　幸一 添田町森林組合
27380 福岡県 奥　豊英 京都森林組合
27381 福岡県 尾塚　卓司 福岡県広域森林組合
27382 福岡県 加嶋　真 添田町森林組合
27383 福岡県 金崎　慎司 豊築森林組合
27384 福岡県 川口　努 福岡県広域森林組合
27385 福岡県 窪山　拓司 朝倉森林組合
27386 福岡県 栗田　徹 豊築森林組合
27387 福岡県 栗原　誠一 福岡県八女森林組合
27388 福岡県 栗原　直宏 福岡県八女森林組合
27389 福岡県 合原　隆一 朝倉森林組合
27390 福岡県 品原　早希 福岡県広域森林組合
27391 福岡県 進藤　大樹 添田町森林組合
27392 福岡県 田中　耕平 京都森林組合
27394 福岡県 成清　良輔 福岡県広域森林組合
27395 福岡県 西尾　聡司 福岡県八女森林組合
27396 福岡県 野中　憲二郎 福岡県広域森林組合
27398 福岡県 姫野　聡 福岡県広域森林組合
27399 福岡県 松尾　宗明 福岡森林開発有限会社
27400 福岡県 守田　和幸 京都森林組合
27401 福岡県 山口　弘史 豊築森林組合
27402 福岡県 山田　久能 福岡県広域森林組合
27403 福岡県 吉岡　亮平 有限会社米良運輸
16196 福岡県 石原　真男 福岡県広域森林組合
16197 福岡県 猪又　好浩 福岡県広域森林組合　
16198 福岡県 内田　守 福岡県広域森林組合　糟屋支店
16199 福岡県 緒方　幸雄 福岡県八女森林組合八女
16200 福岡県 倉員　明弘 福岡県八女森林組合
16201 福岡県 栗秋　貴博 福岡県八女森林組合
16202 福岡県 佐々木　絢子 福岡県広域森林組合　福岡西支店
16203 福岡県 田中　啓嗣 福岡県広域森林組合
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16204 福岡県 中村　太一 福岡県八女森林組合
16205 福岡県 新野　倫之 添田町森林組合
16206 福岡県 林　覧仁 添田町森林組合
16207 福岡県 堀江　信 福岡県広域森林組合
17177 福岡県 池田　洋輔 福岡県広域森林組合
17178 福岡県 住田　健一郎 福岡県広域森林組合　福岡西支店
17179 福岡県 中島圭一 福岡県広域森林組合　福岡南支店
17180 福岡県 松村　角朗 福岡県広域森林組合
19146 福岡県 有吉　勇貴 添田町森林組合
19147 福岡県 上半　太郎 添田町森林組合
20082 福岡県 大知　拓海 豊築森林組合
30174 福岡県 木戸　孝 添田町森林組合
24331 佐賀県 川原　稔晃 自然体験塾ECOIST
13138 佐賀県 栗原　大次郎 東部林業株式会社
13139 佐賀県 佐藤　美和子 株式会社佐藤木材
13140 佐賀県 佐藤　和歌子 株式会社佐藤木材
13141 佐賀県 堤　豊子 東部林業株式会社
14372 佐賀県 　池田　大輔 太良町森林組合
14373 佐賀県 江中　孝 まつら森林組合
14375 佐賀県 進藤　博貴 まつら森林組合
14376 佐賀県 竹岸　勝 太良町森林組合
14378 佐賀県 手島　裕介 まつら森林組合
14379 佐賀県 古川　弘忠 武雄杵島森林組合
14380 佐賀県 眞崎　直之 東部林業株式会社
14381 佐賀県 松浦　正樹 伊万里西松浦森林組合
27404 佐賀県 金井田　太樹 まつら森林組合
27405 佐賀県 筒井　淳 鹿島嬉野森林組合
27406 佐賀県 原　貴司 佐賀中部森林組合
27407 佐賀県 松田　秀人 富士大和森林組合
27408 佐賀県 宮﨑　純一 鹿島嬉野森林組合
27409 佐賀県 三好　栄二 まつら森林組合
16208 佐賀県 大野　秋人 株式会社佐藤木材
16209 佐賀県 鬼木　敬 ウッド・エコー産業株式会社
16210 佐賀県 福島　浩哲 株式会社　伊万里木材市場
16211 佐賀県 前田　和幸 株式会社　伊万里木材市場
16212 佐賀県 山下　和秀 武雄杵島森林組合
17044 佐賀県 東　香織 株式会社伊万里木材市場
17181 佐賀県 秋光　慎介 太良町森林組合
17182 佐賀県 木戸　修耶 富士大和森林組合
17183 佐賀県 松尾　新二 株式会社　西部林業
17184 佐賀県 山岸　直 富士大和森林組合
17186 佐賀県 三宅　宣博 株式会社　伊万里木材市場
19148 佐賀県 島村　航 佐賀東部森林組合
19149 佐賀県 木塚　淳也 ウッド・エコー産業株式会社
19150 佐賀県 平田　佑樹 武雄杵島森林組合
20083 佐賀県 貞島　康二 佐賀東部森林組合
30175 佐賀県 森田　友美 佐賀東部森林組合
24333 長崎県 園田　茂 対馬森林組合
24334 長崎県 鶴田　敏幸 長崎南部森林組合
24335 長崎県 野口　三男 長崎南部森林組合
13142 長崎県 梅野　明正 対馬森林組合
14382 長崎県 新井　宏和 五島森林組合　上五島支所
14384 長崎県 磯田　禎二 平戸市森林組合
14385 長崎県 小田　多一 対馬森林組合
14386 長崎県 狩倉　健滋 栗田林業
14387 長崎県 川上　輝和 株式会社　昭大建設
14388 長崎県 木下　哲也 (株)野副建設
14390 長崎県 竹野　弘 長崎南部森林組合
14391 長崎県 野副保寿 雲仙森林組合
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14392 長崎県 深川　伸次 長崎南部森林組合長崎支所
14393 長崎県 松永　貴俊 壱岐市森林組合
14394 長崎県 山口　猛 長崎南部森林組合　
14395 長崎県 米倉　薫 平戸市森林組合
14396 長崎県 米村　拓郎 長崎北部森林組合
16214 長崎県 柄本　司 長崎南部森林組合
16215 長崎県 小宮　伸之 株式会社　昭大建設
16216 長崎県 福本　恭平 長崎南部森林組合
17187 長崎県 冨田　英利 東彼杵郡森林組合
17188 長崎県 湯川　紀之 五島森林組合　上五島支所
17189 長崎県 植松　和也 長崎南部森林組合
17190 長崎県 久保川　秀樹 長崎北部森林組合
19151 長崎県 栄田　徹 雲仙森林組合
19152 長崎県 吉村　健一 長崎南部森林組合
19153 長崎県 末吉　祥士 五島森林組合
19154 長崎県 佐々木　亮 対馬森林組合
19155 長崎県 瀬崎　克喜 対馬森林組合
19156 長崎県 鳥羽　涼介 対馬森林組合
20084 長崎県 佐藤　真人 長崎北部森林組合
20085 長崎県 福永　恭輔 長崎北部森林組合
20086 長崎県 滝川　敬　 東彼杵郡森林組合
20087 長崎県 山内　大樹 平戸市森林組合
24336 熊本県 井手　拓郎 上球磨森林組合
24337 熊本県 上原　敦 球磨村森林組合
24338 熊本県 牛嶋　志朗 相良村森林組合
24339 熊本県 梅木　孝浩 小国町森林組合
24340 熊本県 浦中　伸 天草地域森林組合
24341 熊本県 大石　敏 上球磨森林組合
24342 熊本県 梶原　健次郎 株式会社カジワラ
24343 熊本県 北原　和智 鹿本森林組合
24344 熊本県 佐藤　英博 菊池森林組合
24345 熊本県 佐藤　志哉 阿蘇森林組合
24346 熊本県 椎葉　博則 上球磨森林組合
24347 熊本県 白石　邦治 八代森林組合
24348 熊本県 谷口　浩幸 天草地域森林組合
24349 熊本県 土屋　慶一 上球磨森林組合
24350 熊本県 堤　菊男 上球磨森林組合
24351 熊本県 冨田　賢治 株式会社カジワラ
24352 熊本県 冨永　光幸 天草地域森林組合
24353 熊本県 永井　賢吾 上球磨森林組合
24354 熊本県 中村　龍二 上球磨森林組合
24355 熊本県 楢木野　真也 阿蘇森林組合
24356 熊本県 原　拓也 熊本県森林組合連合会
24357 熊本県 平田　秀弘 九州横井林業株式会社
24358 熊本県 宮崎　修 菊池森林組合
24359 熊本県 宮本　昌明 木場木材工業株式会社
24360 熊本県 森山　力男 有義林業
24363 熊本県 山部　一志 阿蘇森林組合
24364 熊本県 山辺　誠 一般社団法人未来創造あまくさ
24365 熊本県 由本　仁士 天草地域森林組合
24366 熊本県 米丸　一也 天草地域森林組合
13146 熊本県 宇都宮　勝幸 阿蘇森林組合
13148 熊本県 川谷　賢正 小国町森林組合
13149 熊本県 黒田　博明 水俣芦北森林組合
13150 熊本県 佐藤　雅裕 阿蘇森林組合
13151 熊本県 佐藤　祐治 阿蘇森林組合　南小国支所
13152 熊本県 島川　英輔 阿蘇森林組合高森支所
13154 熊本県 髙山　雅之 玉名森林組合
13156 熊本県 土肥　洋 相良村森林組合
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13157 熊本県 德永　浩文 阿蘇森林組合
13158 熊本県 奈須　隆昭 株式会社　豊誠産業
13159 熊本県 板東　博暁 ＮＰＯ法人ふるさと創生
13160 熊本県 藤井　信輔 水俣芦北森林組合
13161 熊本県 古澤　茂幸 阿蘇森林組合
13162 熊本県 鞭馬　博幸 阿蘇森林組合　南小国支所
14397 熊本県 荒木　圭一 相良村森林組合
14400 熊本県 有働　一信 阿蘇森林組合　蘇陽支所
14401 熊本県 岡﨑　和彦 天草地域森林組合
14402 熊本県 河﨑　雄太 菊池森林組合
14403 熊本県 川邊　一徳 相良村森林組合
14404 熊本県 興梠　雅史 阿蘇森林組合　阿蘇支所
14405 熊本県 小菅　憲平 天草地域森林組合
14406 熊本県 小谷　広喜 天草地域森林組合
14407 熊本県 後藤　秀士 阿蘇森林組合　本所
14408 熊本県 迫口　隆幸 芦北町役場
14409 熊本県 佐藤　武弘 阿蘇森林組合　本所
14410 熊本県 島津　達也 くま中央森林組合
14411 熊本県 白竹　陽一 くま中央森林組合
14412 熊本県 杉谷　孝治 鹿本森林組合
14414 熊本県 　曽我部　梢 球磨村森林組合
14417 熊本県 中村　哲志 阿蘇森林組合　阿蘇支所
14418 熊本県 西山　浩二 菊池森林組合
14420 熊本県 馬場　清文 鹿本森林組合
14421 熊本県 馬場　剛 球磨村森林組合
14422 熊本県 平生　佑太 水俣芦北森林組合
14423 熊本県 藤本　茂樹 阿蘇森林組合　蘇陽支所
14424 熊本県 松野　雄貴 球磨村森林組合
14426 熊本県 眞鍋　豊宏 くま中央森林組合
14427 熊本県 宮下　智浩 緑川森林組合
14431 熊本県 山尾祐治 五木村森林組合
14432 熊本県 山下　浩一 天草地域森林組合
14433 熊本県 横谷　憲俊 くま中央森林組合
14434 熊本県 吉本　幸市 水俣芦北森林組合
27411 熊本県 浅尾　隆太 阿蘇森林組合
27413 熊本県 石田　伸一郎 小国町森林組合
27414 熊本県 岩﨑　一郎 五木村森林組合
27417 熊本県 亀井　崇 阿蘇森林組合
27418 熊本県 栗永　武明 緑川森林組合
27419 熊本県 坂本　輝広 阿蘇森林組合
27420 熊本県 髙橋　朗 阿蘇森林組合
27421 熊本県 田代　亨 地域経済経営研究所有限会社
27422 熊本県 田中　博毅 鹿本森林組合
27424 熊本県 遠坂　卓也 上球磨森林組合
27425 熊本県 冨永　安弘 阿蘇森林組合
27427 熊本県 中野　重実 五木村森林組合
27429 熊本県 橋本　正浩 緑川森林組合
27430 熊本県 原山　尊吉 小国町森林組合
27431 熊本県 毎床　幸俊 球磨村森林組合
27432 熊本県 松崎　敬志郎 多良木町森林組合
27433 熊本県 松野　辰已 球磨村森林組合
27434 熊本県 松本　泰貴 緑川森林組合
27435 熊本県 村上　真人 八代森林組合
27436 熊本県 村田　勝也 八代森林組合
27437 熊本県 山口　和孝 八代森林組合
27438 熊本県 山中　博之 ㈱有義林業
16217 熊本県 大田　亨 有限会社　大川林業
16218 熊本県 小野　一広 八代森林組合
16219 熊本県 佐々木　隆 小国町森林組合
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16220 熊本県 塩坂　祐弥 八代森林組合
16221 熊本県 豊原　利仁 五木村森林組合
16223 熊本県 古川　育美 相良村森林組合
16224 熊本県 樅木　和義 くま中央森林組合
16225 熊本県 柳川　真一 多良木町森林組合
17191 熊本県 秋月　啓助 菊池森林組合
17192 熊本県 今田　博貴 くま中央森林組合
17193 熊本県 越猪　直樹 菊池森林組合
17194 熊本県 大岩　翼 球磨村森林組合
17195 熊本県 北本　晋 菊池森林組合
17197 熊本県 森口　貴之 五木村森林組合
17198 熊本県 小城　健揮 阿蘇森林組合　高森支所
19157 熊本県 濱﨑　桜子 一般社団法人未来創造あまくさ
19158 熊本県 小野木　辰 はなぶさ特殊伐採
19159 熊本県 小貫　和泉 緑川森林組合
20088 熊本県 佐藤　大二郎 NPO法人ふるさと創生
20089 熊本県 高田　美穂 阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会
20090 熊本県 江口　飛鳥 合同会社Wood one
30176 熊本県 田代　秀一郎 玉名地域森林施業集約化促進協議会
30177 熊本県 三浦　了 玉名森林組合
30178 熊本県 大槻　雅美 球磨村森林組合
30179 熊本県 水篠　敏幸 球磨村森林組合
30180 熊本県 松井　郁弥 八代森林組合
30181 熊本県 井上　真治 八代森林組合
30182 熊本県 谷川　広晃 八代森林組合
30183 熊本県 緒方　幹雄 山林不動産
24367 大分県 栗原　正英 東国東郡森林組合
24368 大分県 緒方　万貴 マルマタ林業株式会社
24370 大分県 玉田　和幸 大野郡森林組合
24371 大分県 飛弾　龍太 アットホームひだ株式会社
24372 大分県 日野　雅仁 玖珠郡森林組合
13163 大分県 甲斐　美穂 株式会社伊万里木材市場　大分営業所
13164 大分県 田嶋　隆行 大野郡森林組合
14435 大分県 小野　光洋 竹田市森林組合
14436 大分県 工藤　慎也 大野郡森林組合
14437 大分県 後藤　裕輔 有限会社うすき林業
14439 大分県 冨田　和則 大野郡森林組合
27439 大分県 赤嶺　直樹 ㈱朝日コーポレーション
27440 大分県 酒井　辰也 日田市森林組合
27441 大分県 酒井　宏 九州林産株式会社
27442 大分県 首藤　剛 ㈱伊万里木材市場
27443 大分県 野田　敏昭 九州林産株式会社
16226 大分県 黒木　利典 日田市森林組合
16227 大分県 黒木　康貴 東国東郡森林組合
16228 大分県 塩月　裕章 佐伯広域森林組合
16229 大分県 豊田　庸介 別杵速見森林組合
16230 大分県 野平　幸一 宇佐地区森林組合
16231 大分県 波多野　剛也 大成木材株式会社
19160 大分県 芝田　恭二 臼杵市役所
20091 大分県 工藤　伸吾 (株)堀木材
20092 大分県 峰　謙仁 おおいた森林組合
20093 大分県 財津　大輔 おおいた森林組合
20094 大分県 渡邉　尊希 宇佐地区森林組合
20095 大分県 倉原　勉 臼津関森林組合
20096 大分県 志賀　和美 株式会社　堀木材
20097 大分県 渡邉　環樹 九州林産株式会社
20098 大分県 菅　亜希良 玖珠郡森林組合
20099 大分県 佐藤　彰人 竹田市森林組合
20100 大分県 田北　久士 竹田市森林組合
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20101 大分県 生地　教意 東国東郡森林組合
20102 大分県 白地　正幸 日田郡森林組合
30184 大分県 鵜戸　幹人 佐伯広域森林組合
30185 大分県 橋本　圭太 佐伯広域森林組合
30186 大分県 簀戸　克則 佐伯広域森林組合
30187 大分県 後藤　静吾 佐伯広域森林組合
30188 大分県 髙橋　浩二 佐伯広域森林組合
30189 大分県 小笹原　健司 佐伯広域森林組合
30190 大分県 小野　昌樹 佐伯広域森林組合
30191 大分県 軸丸　巧理 佐伯広域森林組合
30192 大分県 佐藤　洋幸 佐伯広域森林組合
24373 宮崎県 阿部　和弘 南那珂森林組合
24374 宮崎県 井川　彰 井上林産株式会社
24375 宮崎県 上杉　源太 都城森林組合
24376 宮崎県 奥村　泉 南那珂森林組合
24377 宮崎県 河野　壽也 南那珂森林組合
24378 宮崎県 河野　通貴 南那珂森林組合
24379 宮崎県 坂本　秀男 西臼杵森林組合
24380 宮崎県 清水　賢次 南那珂森林組合
24381 宮崎県 関屋　克年 宮崎中央森林組合
24382 宮崎県 築地　優 西諸地区森林組合
24384 宮崎県 那須　浩 児湯広域森林組合
24385 宮崎県 松岡　明彦 株式会社松岡林産
24386 宮崎県 柳田　光一 延岡地区森林組合
13167 宮崎県 片平　樹 耳川広域森林組合
13168 宮崎県 佐藤　健誠 西臼杵森林組合
13169 宮崎県 篠村　文彦 西臼杵森林組合
13170 宮崎県 清水　学 清水林業株式会社
13171 宮崎県 須﨑　優 西諸地区森林組合
13172 宮崎県 勢井　雅貴 児湯広域森林組合
13173 宮崎県 中川　琢也 都城森林組合
13174 宮崎県 中原　高二 清水林業株式会社
14440 宮崎県 池田　剛 児湯広域森林組合
14441 宮崎県 石川　晃広 西諸地区森林組合
14442 宮崎県 岩城　智夫 宮崎中央森林組合
14443 宮崎県 小野川　彰太 児湯広域森林組合
14445 宮崎県 黒木　桂樹 児湯広域森林組合
14446 宮崎県 近藤　貴洋 児湯広域森林組合
14448 宮崎県 釋迦堂　隆 西諸地区森林組合
14449 宮崎県 中石　健二 有限会社中石林業
14451 宮崎県 西田　秀明 耳川広域森林組合
14452 宮崎県 本田　智光 宮崎中央森林組合
14453 宮崎県 三浦　賢治 南那珂森林組合
14454 宮崎県 宮脇　史 都城森林組合
27444 宮崎県 伊東　洋一 延岡地区森林組合
27446 宮崎県 黒木　靖博 児湯広域森林組合
27447 宮崎県 田島　克亮 延岡地区森林組合
27448 宮崎県 野村　英樹 西諸地区森林組合
27449 宮崎県 濵砂　和之 児湯広域森林組合
27450 宮崎県 半渡　智康 児湯広域森林組合
16232 宮崎県 飯田　圭亮 西諸地区森林組合
16233 宮崎県 尾崎　智洋 協栄木材株式会社
16234 宮崎県 河野　路 耳川広域森林組合
16235 宮崎県 仁田　要 耳川広域森林組合
16236 宮崎県 福留　栄 西諸地区森林組合
16237 宮崎県 渡邉　洋三 協栄木材株式会社
17200 宮崎県 瀨尾　朋行 都城森林組合
17201 宮崎県 椿　好久 耳川広域森林組合
17202 宮崎県 奈須　隆男 宮崎中央森林組合
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17203 宮崎県 橋本　修二 宮崎中央森林組合
17204 宮崎県 長谷川　貴彦 ㈱山崎林業
17205 宮崎県 甲斐　崇志 西臼杵森林組合
19161 宮崎県 甲斐　新悟 西臼杵森林組合
19162 宮崎県 安藤　正純 延岡市循環型林業推進協議会　延岡市林務課内
20103 宮崎県 渡邊　勇 宮崎中央森林組合
20104 宮崎県 森山　高吉 宮崎中央森林組合
30193 宮崎県 山口　慶大 延岡地区森林組合
30194 宮崎県 須百　拓也 南那珂森林組合
30195 宮崎県 坂元　貴寛 西諸地区森林組合
30196 宮崎県 中薗　正駿 宮崎中央森林組合
30197 宮崎県 甲斐　純一 西臼杵森林組合
30198 宮崎県 甲斐　宏昭 耳川広域森林組合
30199 宮崎県 小田原　樹 宮崎中央森林組合
24310 鹿児島県 牧野　耕輔 鹿児島大学
24387 鹿児島県 今吉　信一 株式会社永田林業
24389 鹿児島県 重田　行洋 上野物産株式会社
24390 鹿児島県 宗　誠 株式会社宗
24391 鹿児島県 田代　繁喜 吉野木材有限会社
24392 鹿児島県 田中　佑樹 有限会社田中林業
24393 鹿児島県 溝下　新一 みぞりん株式会社
14456 鹿児島県 坂元　成康 鹿児島県森林組合連合会
27451 鹿児島県 木場　康介 かごしま森林組合
27452 鹿児島県 小林　圭太 小林林産
27453 鹿児島県 坂上　勝美 伊佐愛林有限会社
27454 鹿児島県 寺田　久志 屋久島森林組合
27455 鹿児島県 橋口　眞砂子 有限会社橋口木材加工センター
27456 鹿児島県 松本　洋祐 北姶良森林組合
27457 鹿児島県 山之内　隆宏 伊佐森林組合
27458 鹿児島県 山本　幸弘 北姶良森林組合
16238 鹿児島県 有水　大吾 （有）有水製材所
16239 鹿児島県 時　寛之 屋久島森林組合
16240 鹿児島県 平田　美樹 株式会社伊万里木材市場　南九州営業所
16241 鹿児島県 福川　哲 出水愛林有限会社
16242 鹿児島県 本鍋田　和平 有限会社田中林業
17117 鹿児島県 鹿子嶋　光 国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林整備センター　鹿児島水源林整備事務所

17206 鹿児島県 川野　憂也 伊佐森林組合
17207 鹿児島県 坂元　伸太郎 伊佐森林組合
17208 鹿児島県 羽子田　佐弥紀 株式会社　はなぶさ
19163 鹿児島県 西　佳介 株式会社伊万里木材市場　南九州営業所
19164 鹿児島県 山田　成人 北姶良森林組合
20105 鹿児島県 山口　敏浩 伊佐愛林有限会社
30200 鹿児島県 貴島　英慈 特定非営利活動法人四季の会
14457 沖縄県 當山　賢 沖縄北部森林組合
14458 沖縄県 松田　啓三 沖縄北部森林組合


