
令和4（2022）年12月31日現在

小山市

小山・大谷地区 大谷南地区 間々田地区 生井地区 寒川地区 豊田地区 中地区 穂積地区 桑地区 絹地区

岡安　玩功 池田　義 秋元　安雄 青木　孝夫 青木　喜久 相川　茂 相川　茂 石橋　正考 青柳　健太郎 青柳　健太郎

小川　浩 稲葉　國男 浅見　芳久 青木　正誼 秋葉　忠司 青島　和弘 青山　隆男 猪瀬　重廣 赤荻　稔 石島　一夫

斉藤　正浩 大木　勉 新井　秋良 秋葉　忠司 綾部　欽一 秋元　和重 青山　敏光 海老沼　操 飯島　重雄 五十畑　秀之

末柄　淳 岡本　明 上原　祐一 浅見　照明 飯島　徳雄 麻生　政男 荒川　吾三郎 大島　一彦 五十畑　茂 上野　好徳

鈴木　隆夫 岡安　玩功 大木　勉 池貝　孝雄 五十嵐　芳夫 荒川　元明 荒川　茂 大出　豊 上野　久雄 宇賀持　信一

鈴木　幹應 小川　浩 大橋　秀充 稲葉　正治 池貝　孝雄 荒川　富子 荒川　敏美 大橋　秀行 上野　実 宇賀持　昇

關　幸夫 関　憲司　 岡安　玩功 印出井　義雄 生澤　廣美 飯田　茂雄 荒川　晴紀 岡安　玩功 宇賀持　信一 生沼　陽子

中田　敏 関　靖夫 小川　浩 岩崎　伸一 石川　大・ 五十畑　一郎 石川　浩司 小川　芳久 宇賀持　昇 大熊　隆

中村　初夫 關　幸夫 小澤　周夫 海老沼　勝義 石𣘺　久雄 五十畑　有章 石橋　正考 小野寺　和之 梅山　武 岡安　玩功

信末　清 中村　浩幸 小野寺　紀明 海老沼　操 稲葉　博行 石橋　正考 海老沼　操 小野寺　俊昭 海老原　正彦 川井　保明

松本　榮一 中村　通宏 北島　喜一 大島　信夫 稲葉　正治 石渡　延由 大久保　矩男 片野　久 大山　正吉 神戸　正

望月　和夫 信末　清 黒須　市郎 大橋　貴之 海老沼　操 板橋　幸男 大久保　誠 片柳　信芳 岡安　玩功 坂本　賢一

矢部　照司 福田　長三郎 小曽根　國夫 大橋　秀行 大久保　矩男 市村　一夫 大島　義 岸　武男 神川　清一 下ケ橋　晋介

山中　善一 矢部　照司 佐藤　洋一 岡安　玩功 大久保　誠 伊藤　幸平 大出　純 岸　輝雄 北野　道世 下ヶ橋　三好

山中　悠輔 山中　重雄 椎名　功 小澤　幸一 大橋　貴之 伊藤　周作 大出　豊 岸　信一 小林　宏光 柴山　修一

若菜　稔 山中　善一 椎名　俊裕 尾島　庸夫 大橋　秀行 伊藤　雅章 大橋　秀行 慶野　栄 小谷野　祥宏 仁見　一雄

・谷　元吉 山中　孝雄 篠塚　文夫 落合　孝夫 岡安　玩功 稲葉　茂 大山　正吉 椎名　功 近藤　文二 末柄　淳

本橋　信男 江戸屋農産㈱ 瀬下　浩 小幡　守男 金沢　正喜 稲葉　要 岡安　玩功 椎名　正 坂本　賢一 杉山　三善

江戸屋農産㈱ ナカムラ農園 田口　善太郎 片柳　勇 金澤　正喜 稲葉　良雄 小川　享一 椎名　恒雄 坂本　伸也 杉山　力

ナカムラ農園 ㈱みのりファーム 舘野　廣幸 金澤　守行 岸　利一 上野　次雄 柏﨑　敏弘 椎名　俊裕 ・谷　元吉 鈴木　喜代志

（株）ひじや農園 ㈲リーフリー 田村　健治 川俣　真男 毛塚　渡 大島　一彦 片柳　信芳 椎名　とよ子 下ヶ橋　三好 須藤　正達

㈱みのりファーム 岡本　茂生 知久　守 岸　初美 椎名　功 大島　久志 神山　健司 柴山　孝信 嶋田　和子 須藤　幸男

㈲リーフリー 鈴木　光国 長濵　春男 毛塚　渡 椎名　正 大島　広行 神山　隆 清水　孝一 嶋田　浄也 須藤　喜郎

㈲ＥＣＯ山本　 池田　稔 中村　昭夫 椎名　俊裕 椎名　俊裕 大島　正信 岸　栄一 清水　英紀 末柄　淳 添野　一美

大木　勉 （株）ＧＬ 保坂　健司 鈴木　政美 篠崎　英次 大出　誠治 岸　重彰 鈴木　隆夫 鈴木　喜代志 添野　利光

岡本　茂生 平野　仁志 松本　一男 須田　雄一 篠原　正巳 大出　豊 岸　利一 鈴木　政美 鈴木　弘育 曽雌　和男

安喰　新一亮 小曽根　一宏 谷中　光則 関和　良夫 島田　武也 大出　良男 小林　勝治 高橋　傅吉 添野　光子 髙沼　満

柿木　雄行 （株）グリーンウインド 山本　幸男 高橋　康祐 白井　謙次 大出　和芳 小林　利雄 椿原　一史 髙沼　満 田中　敏弘

橋本　兵光 横山　進 高橋　裕一 白井　正宏 大橋　秀行 椎名　功 戸野塚　和俊 舘野　徳造 田中　正男

武田　猛 吉見　悦雄 舘野　二郎 菅沼　正次 岡泉　徳幸 椎名　正 野澤　好一 中田　徳太郎 田村　真啓

中山　吉則 江戸屋農産㈱ 舘野　廣幸 須田　雄一 岡安　玩功 椎名　俊裕 野澤　良夫 信末　清 塚原　馨司

本橋　兵光 ㈱みのりファーム 田村　健治 斉部　永治 柏瀨　勝彦 島田　和夫 野原　栄一 福田　洋一 直井　亮一

髙谷　博 ㈲リーフリー 田中　潔 田村　健治 片柳　晃 島田　昌英 信末　清 藤本　雅行 信末　清

中村　通宏 稲葉　正治 並木　昭和 田中　潔 片柳　伸三 白石　秀之 速水　寛弥 町田　徹 藤沼  秀男

池田　稔 椎名　晃弘 橋本　武 中島　輝雄 片柳　信芳 須藤　益男 福田　浩一郎 町田　好彦 藤沼　明良
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小山・大谷地区 大谷南地区 間々田地区 生井地区 寒川地区 豊田地区 中地区 穂積地区 桑地区 絹地区

関　靖夫 知久　勝衛 光野　昌良 中村　芳子 金井　幸二 高橋　輝 福田　長三郎 松沼　忠一 松山　一夫

加藤　新吉 大橋　茂信 平澤　和子 日髙　文夫 金井　良安 田波　政広 福田　登志夫 松本　榮一 宮田　良夫

鈴木　光国 大槗　孝男 平田　金一郎 福田　浩一郎 熊倉　清一 玉野　邦男 福田　宜裕 本橋　信男 本橋　信男

舘野　強志 大槗　照夫 古川　和義 福田　長三郎 倉持　一男 寺内　真奈生 福田　英喜 本橋　良晃 谷島　一男

（株）蒼水ﾌｧｰﾑ 大槗　昌之 古河　利守 福田　英喜 黒田　陽子 永田　久男 福田　泰政 吉田　和朗 吉田　和朗

舘野　守夫 大橋　信夫 眞瀬　安益 古川　和義 毛塚　信道 中見川　一男 町田　邦昭 渡辺　徳明 渡辺　忠

館野　忍 大橋　成男 松下 一男 増田　信之 慶野　栄 中見川　典男 町田　哲男 （株）五十畑果樹園 江戸屋農産㈱

平野　仁志 大槗　守夫 松本　智 松下 一男 小島　隆 信末　清 町田　利郎 （株）小林菜園 ㈱新日本農業

（株）グリーンウインド 大槗　幸夫 横田　かつ子 森戸　英男 小峰　儀則 福田　浩一郎 町田　裕志 江戸屋農産㈱ ㈱みのりファーム

大槗　尚雄 横田　一雄 山中　哲 佐藤　孝司 前田　勝 町田　昌一 ㈱みのりファーム ㈲リーフリー

澤田　整之 横田　喜久 江戸屋農産㈱ 佐藤　弘一 松本　和己 町田　ミサ ㈲リーフリー 寺田　仁一

小野寺　一江 江戸屋農産㈱ ㈱ファーム太陽 椎名　恒雄 山中　昇 松波　一夫 舘野　茂 落合　誠

小野寺　正満 (農)カミナマイ ㈱みのりファーム 清水　孝一 山野井　隆也 山﨑　甚治 上野　昇 柿木　雄行

小野寺　初江 ㈱みのりファーム ㈲リーフリー 清水　英紀 湯本　幸宏 山﨑　信雄 柿木　雄行 須藤　修一

川中子　朗 ㈲リーフリー ㈱Ｆ・わたなべ 鈴木　恵子 横塚　豪 横塚　清 小貫　英一 松山　崇

山中　康輔 ㈱Ｆ・わたなべ 小野寺　俊昭 須藤　孝夫 渡辺　一之 横塚　豪 増山　光功 柿木　芳里

澤田　達也 池田　浩 椎名　晃弘 須藤　益男 渡邊　清治 渡邊　清治 （株）青山羊オーガニック 柿木　光則

澤田　英男 知久　守 板垣　哲夫 関　寿雄 ㈱いちごの里ファーム 江戸屋農産㈱ 鈴木　利男 増田　稔

澤田　浩昭 黒須　幸夫 青木　竜二 高瀬　幾夫 江戸屋農産㈱ (農)ファームこうつか 篠﨑　和己 須藤　正一

澤田　正史 黒須　良一 菅沼　正治 高瀬　孝明 （株）サイトウ農場 ㈱みのりファーム 大槻　政巳 平野　仁志

塩田　幸男 横田　芳昭 （株）ＧＬ 髙橋　由美子 ㈱みのりファーム ㈲リーフリー 増田　稔 小口　俊男

鈴木　良弘 青木　竜二 渡邊　浩光 高山　一美 ㈲リーフリー 黒須　幸夫 平野　仁志 曽雌　康一

鈴木　健介 並木　将司 平野　仁志 舘野　徳造 椎名　晃弘 黒須　良一 （株）グリーンウインド （株）グリーンウインド

澤田　シヅ子 山口　隆一 相川　祥男 田中　裕 福田　正典 多賀谷　孝男

中村　光子 （株）ＧＬ 松井　久剛 田波　哲也 片野　正男 藤沼　一裕

石川　啓之 小川　友義 渡部　恭史 田村　孝一 青木　勝 椎名　晃弘

塩田　容子 石川　正喜 池澤　和雄 田村　貞雄 大島　広行 舘野　茂

小野寺　作夫 大島　茂男 （株）グリーンウインド 長　圭一 Monkeyfarm（株） 松本　茂男

（株）ＧＬ 平野　仁志 長　政勝 増田　信之 小林　輝唯

鈴木　英介 武井　安夫 塚原　常雄 塩田　正典 松本　智弘

知久　六丸 田中　米男 土谷　正則 五十嵐　賢志 猪瀬　進

平野　仁志 中野　文雄 椿原　一史 大出　康昭 高科　正清

鈴木　洋和 清水　利男 鶴見　和彦 小倉　勇治 平野　仁志

加藤　康雄 川俣　正吉 鶴見　泰男 玉野　辰夫 大和　一夫

（株）グリーンウインド （株）グリーンウインド 　 寺内　真奈生 小野寺　俊昭 野口　成則

中島　信行 （株）ＧＬ 猪瀬　祐嗣

中田　征完 大嶋　治郎 岸　民雄
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小山・大谷地区 大谷南地区 間々田地区 生井地区 寒川地区 豊田地区 中地区 穂積地区 桑地区 絹地区

名渕　和市 髙橋　進 戸野塚　茂樹

生井 啓光 平野　仁志 塚田　善十郎

野口　和男 見目　守 小島　孝夫

野口　稔 大出　豊光 （株）グリーンウインド

橋本　和雄 岸　則男

橋本　充司 猪瀬　進

橋本　正一 岡本　榮二

橋本　政昭 渡部　恭史

福田　輝明 （株）グリーンウインド

福田　英喜

福田　雅章

増山　光男

松沼　昭雄

松沼　亨

松沼　道雄

松沼　基安

松沼　康友

松本  明全

松本　昭男

松本　清

松本　俊彦

松本　智宏

松本　光夫

松本　芳一

山口　明男

山口　勇

山口　誠之

山口　実

横塚　豪

江戸屋農産㈱

㈱グリーンファームしもつけ

舘野　福蔵

（株）サイトウ農場

㈱みのりファーム

㈲リーフリー

佐藤　秀彦

上野　清
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小山・大谷地区 大谷南地区 間々田地区 生井地区 寒川地区 豊田地区 中地区 穂積地区 桑地区 絹地区

名渕　正男

伊藤　重成

内堀　雅司

多賀谷　孝男

板橋　恵美

五月女　友一

野口　道雄

増山　光功

橋本　雅佳

倉持　喜治

平間　好一

塚原　久美子

野口　喜市

田波かつえ

小島　久子

大島　三千男

小峰　賢一

中田　勝健

青柳　竹市

Monkeyfarm（株）

福田　正光

野口　喜平

塚原　俊市

髙科　正清

鶴見　喜敬

（株）ＧＬ

板橋　秀行

大塚　卓

稲葉　雅章

鶴見　信一郎

平野　仁志

橋本　明子

倉持　利宏

橋本　保雄

荒川　博行

松本　守男

岡泉　靖
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篠原　眞一

橋本　宣夫

中田　孝幸

名渕　忠治

神原　武夫

（株）グリーンウインド


