
平成28年度　海・川の名人　一覧

番号 都道府県 市町村 部門 生業等 氏名 年齢 性別

1 北海道 えりも町 海の手技 船大工、コンブ竿製作 岡部　隆盛 81 男

2 北海道 天塩町 海の恵み 漁師（サケ定置網漁、シジミ漁等） 菅井　好文 67 男

3 青森県 むつ市
海の恵み/
文化伝承

漁師（小型定置・底建網漁、
イワシ焼干し加工） 櫛引　理三郎 86 男

4 岩手県 大船渡市 海の手技 漁具鍛冶・野鍛冶 熊谷　松太郎 87 男

5 岩手県 大船渡市 海の手技 漁具鍛冶・野鍛冶 熊谷　鈴男 71 男

6 岩手県 宮古市 海の手技 漁具鍛冶・野鍛冶 新沼　勝男 73 男

7 岩手県 宮古市 海の手技 漁具鍛冶・野鍛冶 佐々木　博史 66 男

8 岩手県 陸前高田市 海の手技 漁具鍛冶・野鍛冶 細谷　郁次 72 男

9 岩手県 宮古市 海の手技 櫓櫂大工 三浦　勝廣 73 男

10 千葉県 白子町 海の恵み 漁師（貝桁網、曳縄等） 齋藤　房雄 63 男

11 新潟県 村上市
海の恵み/
自然再生

漁師（ヒラメ中間育成） 小林　一郎 80 男

12 静岡県 湖西市 海の恵み 漁師（弁天流し釣り（一本釣り）） 古橋　辰郎 64 男

13 静岡県 浜松市 海の恵み 漁師（タキヤ漁、採貝藻漁） 宮崎　晴彦 61 男

14 大阪府 大阪市 海の恵み 漁師（ウナギタンポ漁、シジミ漁等） 松浦　萬治 80 男

15 兵庫県 南あわじ市 海の恵み 漁師（ハモ延縄漁） 安達　豊和 73 男

16 山口県 山陽小野田市 海の恵み 漁師（小型機船底曳網漁） 大﨑　進 83 男

17 山口県 宇部市 海の恵み
漁師（一本釣り、カイガラアマノリ養殖）、

アサリ保護活動 縄田　百合夫 63 男

18 福岡県 宗像市 海の恵み 海女 北川　千里 75 女

19 福岡県 宗像市 海の恵み 海女 松尾　美智代 62 女

20 佐賀県 白石町 海の恵み 漁師（干潟漁） 久野　官一 80 男

21 長崎県 長与町
海の恵み/
自然再生

漁師（マガキ養殖、小型定置網、
小型底曳網、カゴ漁）、ナマコ加工 川口　泉 79 男

22 長崎県 長崎市 海の恵み 漁師（以西底曳網漁） 土内　正人 73 男

23 長崎県 対馬市 海の恵み 漁師（アコヤ貝・真珠貝養殖） 平井　善正 72 男

24 長崎県 西海市 海の恵み
漁師（ナマコ引掛漁、

刺網・サヨリ２艘曳網漁） 山内　和博 42 男

25 長崎県 平戸市 海の恵み 漁師（定置網漁、トビウオ２艘曳網漁） 吉田　熊夫 80 男

26 熊本県 津奈木町 海の恵み 漁師（吾智網漁） 福田　三継 64 男

27 鹿児島県 和泊町 海の恵み
漁師（ほこ突き漁、

敷網（追込網）漁、旗流し漁） 山田　輝夫 63 男

番号 都道府県 市町村 部門 生業等 氏名 年齢 性別

28 岩手県 宮古市 川の恵み 川漁師（瀬づくり、川魚加工） 袰野　正一 72 男

29 秋田県 由利本荘市 川の恵み 川漁師、漁具製作 今野　久栄 75 男

30 茨城県 潮来市 川の手技 船大工 荒原　勇 83 男

31 茨城県 かすみがうら市 川の手技 網大工 高橋　吉勝 72 男

32 茨城県 常陸大宮市 川の手技 船大工 峯岸　進 84 男

33 千葉県 富津市 川の恵み 川漁師（シロウオ漁） 椎熊　邦広 76 男

34 新潟県 村上市 川の恵み 川漁師（コド漁） 本間　仲良 78 男

35 和歌山県 かつらぎ町 川の恵み 川漁師（小鷹網漁等、紀の川茜屋流） 小西　誓也 79 男

36 島根県 益田市 川の恵み 川漁師（丈高漁、繰込漁等） 高森　実 74 男

37 島根県 出雲市 川の恵み 川漁師（アユ四つ手網漁等） 成相　友弥 73 男

38 高知県 四万十市 川の恵み
川漁師（のぼり落としうえ漁、

コロバシ漁、延縄漁等） 大木　正行 68 男

【海部門】

【川部門】


