
第3回日本伐木チャンピオンシップ選手登録者一覧（平成30年4月27日現在）

1 村岡 治信 北海道 井上産業㈱ 36 矢澤 貴司 長野県 ㈲矢守産業

2 小松 雄治 北海道 ㈱矢口産業 37 島田 俊一 富山県 中川工業㈱

3 秋田 貢 青森県 青森県森林組合連合会 38 上野 貴史 富山県 ㈲リバーテクノエンジニアリング

4 千葉 和明 青森県 ㈲下久保林業 39 西嶋 強 石川県 石川県森林組合連合会

5 前田 智広 青森県 ㈲前田林業 40 加藤 一樹 石川県 金沢森林組合

6 先﨑 倫正 青森県 ㈲マル先先﨑林業 41 浅地 重嘉 石川県 ㈱山創

7 本多 公栄 岩手県 - 42 戸田 守 石川県 ㈱山創

8 工藤 健一 岩手県 工藤正工業 43 野作 泰生 福井県 ㈱福井県森林開発センター

9 小原 孝 岩手県 花巻市森林組合 ☆44 山口 祥平 岐阜県 岐阜県立森林文化アカデミー

10 佐藤 昭宏 岩手県 ㈱愛工大興 45 神谷 教司 愛知県 木こりツリーサービス

11 吉田 晃 岩手県 ㈲丸大県北農林 46 西本 成也 愛知県 木こりツリーサービス

12 秋山 健人 福島県 ザフクシマロガース 47 片岡 淳也 三重県 大紀森林組合

13 和田 行泰 栃木県 鹿沼市森林組合 48 中井 一輝 三重県 大紀森林組合

14 小原澤 孝市 栃木県 那須南森林組合 49 西 晋矢 三重県 大紀森林組合

15 富樫 豊 栃木県 那須南森林組合 50 渋谷 菜津子 京都府 小倉銘木店

16 藤井 元延 群馬県 上野村森林組合 51 藤原 真次 京都府 小倉銘木店

17 鈴木 幸宏 群馬県 桐生広域森林組合 52 盛田 直樹 大阪府 創景舎らくだ屋造園

18 星野 智哉 群馬県 桐生広域森林組合 53 志田 大輔 兵庫県 北但西部森林組合

19 喜多 明 群馬県 下仁田町森林組合 54 山下 光太郎 鳥取県 鳥取県中部森林組合

20 中林 悠平 群馬県 下仁田町森林組合 55 栗田 亮 鳥取県 鳥取県東部森林組合

21 今井 陽樹 群馬県 ひのきや 56 清水 勇介 鳥取県 鳥取県東部森林組合

22 平松 譲 群馬県 平松林業 57 塚本 耕司 鳥取県 鳥取県東部森林組合

23 水出 力 群馬県 ㈲楢原愛林 58 向井 康二 鳥取県 八頭中央森林組合

24 鈴木 靖宏 千葉県 ㈱北総フォレスト ☆59 横山 大蔵 岡山県 ㈱岡田林業

25 飛田 京子 東京都 東京大学 60 岩永 大輔 佐賀県 太良町森林組合

26 井上 大輔 東京都 ㈱木林士 61 坂口 学 佐賀県 太良町森林組合

27 齊藤 駿一 東京都 ㈱木林士 62 奈須 隆昭 熊本県 阿蘇林業

28 水出 健二 東京都 ㈱木林士 63 廣末 英治 熊本県 熊本県庁

29 保母 敏巳 長野県 上小林業士会 64 髙野 毅 熊本県 後藤林業

30 辻村 忠幸 長野県 北信州森林組合 65 原田 理 熊本県 水源林研グループ（原田山業）

31 萩原 武彦 長野県 信州上小森林組合 66 田中 聡 熊本県 ㈱泉林業

32 松本 幸一 長野県 信州上小森林組合 67 秋吉 一廣 熊本県 ㈲秋吉林業

☆33 髙山 亮介 長野県 長野県林業大学校 68 山田 祥太郎 熊本県 ㈲秋吉林業

☆34 山嵜 正寛 長野県 長野県林業大学校 ★69 KWANG HUN, LEE 大韓民国 Forestry Technical Training Center

35 松村 祐 長野県 ㈲矢守産業 ★70 SONG GUN, BAE 大韓民国 Forestry Technical Training Center

※1 都道府県番号順、敬称略。／※2 「☆」ジュニアクラス選手／※3「★」 エキシビジョン参加選手
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