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20001 北海道 佐藤　新一 遠軽地区森林組合 20044 長野県 上野　由希菜 栄村森林組合

20002 北海道 高橋　康漠 遠軽地区森林組合 20045 長野県 丸山　椋弥 栄村森林組合

20003 北海道 三好　陽平 陸別町森林組合 20046 長野県 荻窪　善明 大北森林組合

20004 岩手県 関根　雄太 クイック株式会社 20047 長野県 和田　優哉 長野森林組合

20005 宮城県 安部　花太郎 気仙沼市森林組合 20048 長野県 梶田　佳祐 飯伊森林組合

20006 宮城県 小野寺　亮 気仙沼市森林組合 20049 岐阜県 細江　悦子 小坂町森林組合

20007 宮城県 熊谷　正彦 気仙沼市森林組合 20050 岐阜県 良雪　憲雄 中津川市森林組合

20008 宮城県 石川　裕太 宮城十條林産株式会社　飯野川営業所 20051 静岡県 鈴木　容士 株式会社いなずさ林業

20009 宮城県 佐々木　秀義 宮城中央森林組合 20052 静岡県 服部　広葉 御殿場総合サービス株式会社

20010 宮城県 横田　伸知 仙南中央森林組合 20053 愛知県 中川　昴 西垣林業株式会社　豊田事業所

20011 宮城県 阿部　伸祐 川崎町森林組合 20054 三重県 橋口　直樹 伊賀森林組合

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） 20055 滋賀県 山元　洋平 滋賀中央森林組合

20013 秋田県 松岡　優也 仙北東森林組合 20056 滋賀県 田中　絢一 滋賀中央森林組合

20014 秋田県 高橋　光耶 仙北東森林組合 20057 滋賀県 佐田　良太 滋賀北部森林組合

20015 山形県 和泉　祐 合同会社イズミ 20058 京都府 髙﨑　則兎 京丹波森林組合

20016 福島県 安田　真悟 アブクマエコロジー有限会社 20059 京都府 中村　俊彦 丹後地区森林組合

20017 福島県 鈴木　浩幸 アブクマエコロジー有限会社 20060 大阪府 尾﨑　眞人 株式会社　南河内林業

20018 茨城県 堀江　慶佑 ㈱堀江林業 20061 大阪府 松岡　衆志 株式会社南河内林業

20019 茨城県 山﨑　雄紀 高萩市森林組合 20062 大阪府 細見　卓也 大阪府森林組合　南河内支店

20020 栃木県 村里　佳彦 鹿沼市森林組合 20063 兵庫県 勝部　大典 有限会社　勝部重機

20021 栃木県 芳賀　直幸 大田原市森林組合 20064 兵庫県 中尾　悠二 有限会社　清水木材

20022 栃木県 楠　綾香 那須町森林組合 20065 兵庫県 藤澤　伸介 翔真林業株式会社

20023 埼玉県 中山　貴久 木村木材フォレスト株式会社 20066 奈良県 田中　将太 株式会社　田中林業

20024 埼玉県 野地　健一郎 木村木材フォレスト株式会社 20067 奈良県 松本　龍也 原木材株式会社

20025 千葉県 稲垣　篤史 一般社団法人Cure Forest 20068 和歌山県 杉浦　義隆 （株）中川

20026 千葉県 朝倉　樹 株式会社朝倉林業 20069 岡山県 戸川　雅之 株式会社戸川木材

20027 千葉県 石島　大樹 千葉県森林組合 20070 岡山県 福田　賢治 有限会社　志田工房

20028 千葉県 近藤　与士郎 千葉県森林組合安房事業所 20071 徳島県 伊東　大地 株式会社坂本林業

20029 千葉県 見月　正博 千葉県森林組合安房事業所 20072 徳島県 谷口　聡 （公社）徳島森林づくり推進機構

20030 千葉県 相馬　雄太 有限会社プライムブルー 20073 徳島県 平岡　益美 三好西部森林組合

20031 千葉県 唐鎌　稔 有限会社山一園 20074 徳島県 梶元　今日子 三好西部森林組合

20032 神奈川県 新井　雅之 愛川町森林組合 20075 高知県 塩見　武尊 株式会社　林業伊東

20033 神奈川県 湯川　孝光 南足柄市森林組合 20076 高知県 濵渦　努 高知東部森林組合

20034 新潟県 相良　瞬 カネか渡辺建材株式会社 20077 高知県 川﨑　倫央 須崎地区森林組合

20035 新潟県 白鳥　巧 くびき野森林組合 20078 高知県 吉田　昌史 大月町森林組合

20036 新潟県 恩田　正宏 ぬながわ森林組合 20079 高知県 坂本　良徳 中村市森林組合

20037 新潟県 佐久間　田鶴子 奥阿賀林業振興会 20080 高知県 宮川　和樹 中村市森林組合

20038 新潟県 濱口　和孝 十日町地域森林組合 20081 高知県 曽我部　真行 土佐町森林組合

20039 新潟県 八木澤　博 東蒲原郡森林組合 20082 福岡県 大知　拓海 豊築森林組合

20040 新潟県 志太　敬明 南魚沼森林組合 20083 佐賀県 貞島　康二 佐賀東部森林組合

20041 新潟県 早川　英明 南魚沼森林組合 20084 長崎県 佐藤　真人 長崎北部森林組合

20042 新潟県 遠藤　駿 両津東部森林組合 20085 長崎県 福永　恭輔 長崎北部森林組合

20043 山梨県 鈴木　正美 有限会社　天女山 20086 長崎県 滝川　敬　 東彼杵郡森林組合
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20087 長崎県 山内　大樹 平戸市森林組合

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

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

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

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

20105 鹿児島県 山口　敏浩 伊佐愛林有限会社

20106 山形県 難波　伸太郎 温海町森林組合


