
令和4（2022）年12月31日現在

高根沢町

上高南部 上高北部 栗ケ島 横田 花岡東部 花岡西部 平田 太田

赤羽　啓一 赤　啓一 加藤　正治 飯山　英男 阿久津　則夫 阿久津　則夫 阿久津　豪男 阿久津　豪男

阿久津　裕史 阿久津　智一 見目　崇 岩原　孝男 飯山　英男 飯山　英男 阿久津　則夫 飯山　英男

加藤　正治 岩原　孝男 齋藤　賢二 小川　享二 石塚　哲夫 石塚　哲夫 飯山　英男 小川　享二

黒﨑　仁志 小川　享二 斎藤　浩実 加藤　正治 磯藤　敏也 岡本　正陰 石塚　哲夫 加藤　功

黒﨑　文雄 加藤　正治 鈴木　悦夫 加藤　功 見目　崇 小島　敬介 大山　孝 加藤　正治

齋藤　佐知子 齋藤　佐知子 古郡　進司 見目　美千夫 小堀　貴己夫 小林　誠 加藤　功 見目　崇

齋藤　房男 齋藤　房男 山崎　毅 見目　崇 小堀　哲郎 小堀　哲郎 木村　一喜 見目　美千夫

鈴木　悦夫 佐藤　永倫 ㈲リーフリー 小堀　まさ子 橋本　恭 小堀　まさ子 見目　崇 小松　清彦

瀧田　昌宏 鈴木　悦夫 鈴木　正夫 櫻井　宏一 本間　稔一 齋藤　弘美 古口　義弘 齋藤　賢二

田中　正雄 瀧田　昌宏 田中　誠司 本間　稔一 村上　忠志 鈴木　弘幸 斎藤　武 櫻井　宏一

綱川　仁一 綱川　仁一 小川　智大 山崎　毅 山崎　毅 永島　信男 櫻井　宏一 髙瀬  恒夫

西形　義雄 本間　稔一 人見　峰洋 山本　健太郎 渡邊　健憲 直井　弘 鈴木　正規 田代　裕紀

山崎　毅 山崎　毅 小川　享二 山本　貴章 ㈱黒内農産 橋本　恭 髙瀬　恒夫 古郡　進司

㈲リーフリー 山本　健太郎 鈴木　利明 山本　好孝 (株)栃の木食品 本間　稔一 高瀬　雅光 山崎　毅

㈱きつれがわファーム ㈲リーフリー （株）グリーンウインド 渡邊　健憲 ㈲リーフリー 村上　忠志 仲山　光弘 渡邊　健憲

（株）関口農産　 永井　良男 ㈲リーフリー 小宅　利政 山崎　毅 橋本　恭 ㈲リーフリー

見目　智史 横田　順一 田中　誠司 村上　尚成 山本　好孝 古郡　進司 田中　誠司

田中　誠司 見目　智史 小川　智大 田中　誠司 渡邊　健憲 山崎　毅 小川　智大

小川　智大 古口　亮 寺渡戸　順一 （株）グリーンウインド ㈱黒内農産 山本　好孝 鈴木　利明

人見　峰洋 田中　誠司 (株)栃の木食品 渡邊　健憲 （株）グリーンウインド

小川　享二 小川　智大 ㈲リーフリー ㈲リーフリー

（株）グリーンウインド 人見　峰洋 齋藤　悦男 鈴木　克利

鈴木　利明 福田　正英 小宅　利政

（株）グリーンウインド 小宅　利政 村上　尚成

直井　義行 田中　誠司

村上　尚成 小川　智大

直井　祐二 荒井　徹夫

鈴木　章弘 小川　享二



令和4（2022）年12月31日現在

上高南部 上高北部 栗ケ島 横田 花岡東部 花岡西部 平田 太田

小川　享二 荒井　芳幸

齋藤　昌彦



令和4（2022）年12月31日現在

桑窪 台新田 柏崎 熟田 大谷 石末北部 石末南部 釜ヶ淵

加藤　正治 岡田　恵一 小林　良久 阿久津　則夫 磯藤　敏也 小川　享二 石塚　茂久 上杉　晴基

加納　文男 古口　利行 鈴木　保夫 石塚　哲夫 上野　貴久 小山　泰男 小川　享二 金枝　宣孔

齋藤　賢二 高瀬　雅光 高瀬  悦雄 石原　和寿 黒内　智治 小池　謙 小池　謙 黒内　智治

鈴木　信久 橋本　恭 橋本　恭 磯藤　敏也 小島　敬介 小島　敬介 小堀　まさ子 小堀　浩之

鈴木　政光 山崎　毅 山崎　毅 古口　義弘 小林　義弘 小堀　まさ子 鈴木　保夫 鈴木　由治

鈴木　秀治 ㈲リーフリー （株）関口農産　 小林　修 齋藤　正行 鈴木　弘幸 瀧田　昌宏 野中　厚

鈴木　保夫 田中　誠司 ㈲リーフリー 小堀　貴己夫 齋藤　芳久 鈴木　保夫 出口　良久 藤田　知光

仲山　光弘 櫻井　秀美 古郡　進司 平石　由貴 鈴木　由治 鈴木　由治 根岸　孝行 真壁　利行

古郡　進司 小川　智大 田中　誠司 村上　仁市 永島　信男 瀧田　昌宏 本間　稔一 山崎　毅

森島　規仁 鈴木　利明 （株）グリーンウインド 山崎　毅 平出　行男 永島　信男 山崎　浩三 ㈲リーフリー

山崎　毅 （株）グリーンウインド 渡邊　健憲 冨士山　純 仲山　光弘 山崎　毅 福田　典均

（株）関口農産　 匠屋㈱ 本間　稔一 根岸　孝行 山本　健太郎 田中　誠司

㈲リーフリー ㈲リーフリー 山崎　毅 本間　稔一 渡邊　健憲 阿久津　行男

田中　誠司 田中　誠司 吉澤　守 山崎　浩三 ㈲リーフリー 小川　享二

小川　智大 （株）グリーンウインド 阿久津　幽樹 山﨑　享 福田　守光 （株）グリーンウインド

小川　享二 山﨑　享 山崎　毅 小宅　利政

鈴木　利明 山口　道仁 山本　健太郎 横田　順一

（株）グリーンウインド ㈱黒内農産 渡邊　健憲 田中　誠司

齋藤　昌彦 ㈲リーフリー ㈲リーフリー 鈴木　章弘

福田　典均 黒内　智治 小川　智大

澤畑　宏之 福田　守光 （株）グリーンウインド

小宅　利政 福田　典均

田中　誠司 小宅　利政

小林　政夫 田中　誠司

（株）グリーンウインド 鈴木　章弘

（株）グリーンウインド
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桑窪 台新田 柏崎 熟田 大谷 石末北部 石末南部 釜ヶ淵


