
平成29年度 森林インストラクター資格試験合格者名簿

1 石原 徹 北海道 31 板倉 完次 千葉 61 岡部 桂子 神奈川 91 坂上 優子 三重
2 能登 淳子 北海道 32 稲田 晃 千葉 62 片桐 和彦 神奈川 92 福原 雄太 滋賀
3 山方 隆寛 北海道 33 鈴⽊ 晴美 千葉 63 河岡 裕 神奈川 93 岡 かおる 京都
4 山本 恭大 北海道 34 ⻑嶺 勝 千葉 64 桐生 眞明 神奈川 94 小山 直美 京都
5 藤田 裕史 ⻘森 35 二宮 豊 千葉 65 酒井 忠司 神奈川 95 ⽵⾒ 公仁子 京都
6 山田 優志 ⻘森 36 三井 研一 千葉 66 坂本 勝彦 神奈川 96 増田 雅信 京都
7 工藤 公也 岩手 37 山口 博史 千葉 67 佐藤 克典 神奈川 97 松井 千代栄 京都
8 佐藤 佐和子 岩手 38 阿部 敏章 東京 68 佐藤 千尋 神奈川 98 児玉 寛治 大阪
9 鈴⽊ 研介 岩手 39 飯島 雅⺒ 東京 69 白濱 真友 神奈川 99 坪井 松三良 大阪

10 渡邊 篤 岩手 40 飯塚 義則 東京 70 花田 勝美 神奈川 100 松岡 洋 大阪
11 大内 環 宮城 41 五⼗嵐 知宏 東京 71 松並 実洋 神奈川 101 山田 満代 大阪
12 叶 芳雄 宮城 42 大輪 安信 東京 72 山内 良一 神奈川 102 和田 孝史 大阪
13 吉田 有作 秋田 43 ⿅⽑ 紗記 東京 73 横山 俊輔 神奈川 103 内田 喜枝子 兵庫
14 櫛田 博郎 山形 44 加藤 勝康 東京 74 米山 美和 神奈川 104 梅村 典克 兵庫
15 鈴⽊ 拓也 山形 45 小出 仁志 東京 75 向井 康之 富山 105 久保 順正 兵庫
16 赤池 正文 茨城 46 白子 健太郎 東京 76 佐藤 駿一 山梨 106 濱ノ上 史子 兵庫
17 林 喬 茨城 47 武 恭子 東京 77 鈴⽊ 智晴 山梨 107 藤本 幸一 兵庫
18 藤原 綸子 茨城 48 丹野 修 東京 78 中山 孝志 山梨 108 赤地 喜久子 奈良
19 宇都⽊ 宏之 栃⽊ 49 鶴岡 厚夫 東京 79 平山 美由紀 山梨 109 矢野 学 奈良
20 ⻑ 岳史 栃⽊ 50 中川原 昭久 東京 80 藤原 祐喜 山梨 110 岡崎 芳樹 和歌山
21 中村 剛 栃⽊ 51 永野 修 東京 81 赤羽 和春 ⻑野 111 岸本 勇樹 和歌山
22 松本 有幸 栃⽊ 52 ⻄村 周太郎 東京 82 岩波 博文 ⻑野 112 井上 達也 島根
23 吉田 春彦 栃⽊ 53 樋津 勝弘  東京 83 大石 政弘 ⻑野 113 松岡 憲吾 広島
24 ⻘山 孝雄 群馬 54 三ツ本 香織 東京 84 東澤 春菜 ⻑野 114 野村 匠 山口
25 井出 やよい 埼玉 55 南 雅之 東京 85 坪田 守泰 岐阜 115 井手 ⿇理枝 福岡
26 岡登 伸一 埼玉 56 三輪 佳子 東京 86 松本 類志 岐阜 116 島山 昌二 福岡
27 善宝 俊文 埼玉 57 横井 ⾏男 東京 87 佐野 雅道 静岡 117 手嶌 裕⾏ 福岡
28 服部 保典 埼玉 58 相原 基⾏ 神奈川 88 菅原 悠希 静岡 118 松崎 裕美 福岡
29 本田 和彦 埼玉 59 石川 洋一 神奈川 89 鈴⽊ 華実 愛知 119 都 賢太郎 ⻑崎
30 石松 成子 千葉 60 大槻 哲夫 神奈川 90 森脇 重光 愛知
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