
令和２年度　森林インストラクター資格試験合格者名簿（都道府県別）

氏　　名 居住地 氏　　名 居住地 氏　　名 居住地 氏　　名 居住地 氏　　名 居住地

1 川田　祐介 北海道 28 小川　睦雄 千葉県 55 矢野　昇宏 東京都 82 棚橋　耕治 岐阜県 109 井上　範子 兵庫県

2 外崎　幸大 北海道 29 北　白亜 千葉県 56 薮田　卓哉 東京都 83 土岐　学 岐阜県 110 白川　公彦 兵庫県

3 妻鳥　洋年 北海道 30 渕上　和宏 千葉県 57 山口　義夫 東京都 84 齊藤　雅子 静岡県 111 成田　洋一 兵庫県

4 原田　憲佑 北海道 31 宮下　洋平 千葉県 58 足立　正一 神奈川県 85 鈴木　裕美子 静岡県 112 礒﨑　愛永 奈良県

5 平野　祐也 北海道 32 山崎　岳志 千葉県 59 足立　千恵 神奈川県 86 大坪　幸治 愛知県 113 田中　邦幸 奈良県

6 森田　信道 北海道 33 石井　由美子 東京都 60 荒井　優紀子 神奈川県 87 栗田　悟 愛知県 114 辻本　奏美 奈良県

7 菅原　成至 宮城県 34 榎本　衛 東京都 61 有光　麻子 神奈川県 88 平田　文興 愛知県 115 藤井　繁 奈良県

8 半澤　研一 宮城県 35 小野　末吉 東京都 62 大友　博道 神奈川県 89 山本　啓一朗 愛知県 116 丸山　健一郎 奈良県

9 三浦　康 山形県 36 葛西　宗紀 東京都 63 鈴木　淳 神奈川県 90 渡邉　隼人 愛知県 117 安崎　沙耶香 奈良県

10 伊藤　正博 福島県 37 金森　康夫 東京都 64 髙橋　利宏 神奈川県 91 神名　清文 三重県 118 山本　雄二朗 奈良県

11 田部　大輔 福島県 38 川畑　浩大 東京都 65 豊川　真奈 神奈川県 92 寺倉　正利 三重県 119 矢倉　寛之 和歌山県

12 長田　雅一 福島県 39 齋藤　裕子 東京都 66 仲手川　茂 神奈川県 93 長崎　博人 三重県 120 島田　祥智 島根県

13 新井　翠 群馬県 40 柴田　嘉子 東京都 67 中山　茂樹 神奈川県 94 前田　康弘 滋賀県 121 高田　隼輔 島根県

14 飯塚　利明 群馬県 41 菅原　修 東京都 68 羽田　直也 神奈川県 95 森上　記子 滋賀県 122 乃美　一成 広島県

15 小林　千絵子 群馬県 42 菅原　耕 東京都 69 福田　充広 神奈川県 96 井口　惠介 京都府 123 松本　竹生 徳島県

16 松野　直輝 群馬県 43 諏訪　知子 東京都 70 藤本　知可 神奈川県 97 矢放　七海 京都府 124 土手　美恵 香川県

17 片岡　里美 埼玉県 44 田中　清子 東京都 71 水井　英茉 神奈川県 98 石原　容子 大阪府 125 道原　大貴 高知県

18 小林　玉江 埼玉県 45 鳥淵　匠見 東京都 72 三好　浩幸 神奈川県 99 今西　秀樹 大阪府 126 井上　美保 福岡県

19 酒巻　夏弥 埼玉県 46 長谷川　篤 東京都 73 矢野　武征 神奈川県 100 内野　真理 大阪府 127 坂本　雄司 福岡県

20 篠原　ゆり子 埼玉県 47 福田　由里子 東京都 74 石尾　真穂 新潟県 101 大屋　仁 大阪府 128 園田　善之 福岡県

21 関口　萌子 埼玉県 48 福山　容子 東京都 75 江花　一実 新潟県 102 奥山　佳一 大阪府 129 千田　弘 福岡県

22 田﨑　泰生 埼玉県 49 藤竹　賢一郎 東京都 76 植本　裕 長野県 103 角谷　由美子　 大阪府 130 丸山　由紀子 福岡県

23 濱田　明彦 埼玉県 50 丸山　英二 東京都 77 木下　恵美子 長野県 104 寺田　和弘 大阪府 131 岩松　昂佑 大分県

24 室伏　憲治 埼玉県 51 三井　大造 東京都 78 津村　直樹 長野県 105 永浜　久美恵 大阪府 132 定賀　亜里沙 大分県

25 若林　知伸 埼玉県 52 三宅　能彦 東京都 79 梅村　早友里 岐阜県 106 中藤　敦 大阪府 133 渡邉　環樹 大分県

26 飯島　章 千葉県 53 森　　正 東京都 80 甲斐　浩史 岐阜県 107 東野　忠雄 大阪府 134 田中　靖政 鹿児島県

27 生田　伸一郎 千葉県 54 森谷　和彦 東京都 81 葛西　一太 岐阜県 108 藤原　英司 大阪府


