
令和4（2022）年12月31日現在

大田原市

大田原地区 金田地区 親園地区 野崎地区 佐久山地区 湯津上地区 黒羽地区 川西地区 両郷地区 須賀川地区

阿久津　栄 朝野　涼 阿久津　栄 印南　一矢 阿久津　栄 阿久津　栄 朝野　涼 阿久津　英寿 朝野　涼 川嶋　隆夫

幾田　孝行 荒井　一夫 新江　芳章 印南　進 新江　芳章 阿久津　英寿 阿見　学 朝野　涼 新江　芳章 (有)旬菜ファーム

石原　真一 荒井　正明 磯　泰雄 印南　雅史 石﨑　昭二 朝野　涼 新江　芳章 新江　和平 稲沢　裕二 (有)瑞穂農場

稲見　正徳 新江　和平 伊藤　望 印南　正彦 石﨑　智久 阿見　学 井川　泰文 新江　芳章 大森　清五 ㈱JAなすのアグリサポート

薄井　厚子 新江　洋 伊藤 秀男 大田原　清貴 印南　一矢 新江　芳章 磯　信一 井川　泰文 小澤　紀義 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ

岡本　幸吉 飯島　芳正 稲見　正徳 小川　正憲 印南　雅史 井川　泰文 植竹　英夫 磯　愛雄 加藤　宏康 田中　誠司

奥田　克巳 磯　愛雄 岩城　善広 小野崎　猛 江連　勝 市村　進 岡本　健一 稲沢　裕二 田代　保

河崎　隆雄 礒飛　則男 江面　徳一 金沢 亮一 及川　康男 伊藤　俊夫 小澤　紀義 岡本　健一 益子　正一

澁江　頼夫 印南　久雄 及川　康男 河崎　隆雄 奥田　克巳 植竹　英夫 加藤　宏康 加藤　宏康 (有)旬菜ファーム

鈴木　啓重 印南　英樹 大田原　清貴 佐々木　満 金澤　健一 遠藤　次男 川上　清 木村　一也 ㈱蓮實牧場

仙波　憲幸 印南　義之 奥田　克巳 佐藤　喜久男 河崎　隆雄 奥田　克巳 川嶋　雅彦 後藤　啓介 (有)瑞穂農場

蓮実　重博 大河原　良孝 金沢 亮一 鈴木 啓重 澁江　頼夫 尾畑　範雄 小室　徳宝 佐藤　貞男 ㈱JAなすのアグリサポート

蓮実　伸也 大嶋　正文 河崎　隆雄 長嶋　美枝子 白井　慶二 川上　清 助川  昇 澤　稔 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ

伴　晃一 岡本　健一 小林　奨 伴　晃一 鈴木 啓重 郡司　裕一 鈴木 啓重 菅生　賢治 田中　誠司

伴　高伸 岡本　幸吉 佐藤　喜久男 吹上　好夫 高橋　伸 小林　奨 鈴木　幸夫 鈴木　幸夫

藤田　進 奥田　克巳 澁江　頼夫 藤田　健一 戸村　能光 坂主　豊 仙波　憲幸 髙尾　嘉彦

古谷　慶一 小山田　耕平 鈴木 啓重 藤田　貞三 伴　晃一 佐藤　和徳 手塚　文男 田代　保

細岡　盛 小山田　悟史 関谷　裕昭 森　浩一 藤田　貞三 澁江　頼夫 成澤　正人 野﨑　安彦

本澤　健二 木村　一也 高橋　伸 八木澤　寛一 古谷　慶一 鈴木　信隆 蓮実　重博 蓮実　重博

前田　正一 久留生　孝直 伴　晃一 八木沢　操 増渕　正則 墨谷　誠 蓮実　伸也 蓮実　伸也

山本　弘明 五江淵　理 伴　高伸 若目田　稔 山口　修 仙波　憲幸 古内　大司 藤田　トキ

和氣　弘明 小林　奨 吹上　好夫 和氣　弘明 (有)旬菜ファーム 野﨑　安彦 古内　正昭 古内　正昭

㈱アグリタカノ 齋藤　一男 藤田　進 渡辺　賢治 (有)瑞穂農場 蓮実　重博 益子　正一 松本　茂

(株)熊田ファーム 齋藤　茂 藤田　貞三 ㈱大島カルチファーム ㈱蓮實牧場 蓮実　伸也 村井　昌行 松本　信生

(有)末広 坂内　義信 古田　茂 (農)グリーンリーフのざき ㈲リーフリー 蜂巣　耕平 ㈱秋本農園 松本　信吉

(有)旬菜ファーム 佐藤　貞男 古谷　慶一 ㈱さとうふぁーむ ㈱JAなすのアグリサポート 花塚　堯史 ㈱イソシンファーム 松本　満男

(有)瑞穂農場 白井　勝美 細岡　盛 (有)旬菜ファーム (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ 深澤　邦道 (有)旬菜ファーム 山口　勉

㈲リーフリー 助川　昇 前田　正一 (有)瑞穂農場 石﨑　倫巳 古内　正昭 ㈱蓮實牧場 ㈱イソシンファーム

㈱JAなすのアグリサポート 鈴木　和幸 増渕　直哉 ㈲リーフリー 諏訪　幸夫 古谷　慶一 (有)瑞穂農場 (有)旬菜ファーム

(有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ 鈴木 啓重 増渕　正則 ㈱JAなすのアグリサポート ㈱アグリタカノ 古内　大司 ㈱JAなすのアグリサポート ㈱蓮實牧場

和泉　諭史 仙波　憲幸 室井　弘 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ 宇田　真 村井　文市 NDファーム㈲ (有)瑞穂農場

石井　良幸 相馬　健二 森　泉 和泉　諭史 田中　誠司 村井　昌行 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ ㈱JAなすのアグリサポート

田中　誠司 髙尾　嘉彦 森　浩一 飯沼　理伯 天鷹ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｧｰﾑ（株） 吉成　邦和 土橋　正義 NDファーム㈲

礒　充倫 髙秀　富雄 八木沢　操 ㈱李慶　 笹沼　優喜 渡邊　厚司 松本　信生 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ

星　光男 田代　保 ㈱アグリタカノ 田中　誠司 渡邉　信行 田中　誠司 本澤　正行

天鷹ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｧｰﾑ（株） 津久井　勝之 伊藤農産㈱ 笹沼　優喜 ㈱秋本農園 松本　祐樹 土橋　正義

手塚　文男 ㈱大島カルチファーム ㈱アグリタカノ 天鷹ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｧｰﾑ（株） 田中　誠司

永山　悦男 (株)熊田ファーム (株)熊田ファーム 松本　祐樹

成澤　正人 ㈱さとうふぁーむ (有)旬菜ファーム

野﨑　安彦 (有)旬菜ファーム (有)那須緑地



令和4（2022）年12月31日現在

大田原地区 金田地区 親園地区 野崎地区 佐久山地区 湯津上地区 黒羽地区 川西地区 両郷地区 須賀川地区

蓮実　重博 ㈲那須野農産 (農)ふたわ

蓮実　伸也 (有)瑞穂農場 (有)瑞穂農場

花塚　堯史 ㈲リーフリー ㈱JAなすのアグリサポート

福田　謙一 ㈱JAなすのアグリサポート (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ

藤田　トキ 阿久津　正德 遅沢　陽

古内　正昭 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ 髙桑　恒夫

本澤　敬央 和泉　諭史 吉成　一夫

松本　光正 秋元　輝重 花塚　歩美

三浦　雅之 増渕　弘枝 石井　良幸

村上　勝則 田村　勝美 松本　信生

室井　智 小林　愼一 小林　愼一

山口　勉 田中　誠司 蛭田　勝博

渡邉　和之 礒　充倫 阿久津　清久

渡邉　信行 伴　教弘 古森　幸男

渡辺　正章 遠藤　昌宏

(株)熊田ファーム 川上　偉功

(有)旬菜ファーム 田中　誠司

㈲那須野農産 礒　充倫

(有)那須緑地 天鷹ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｧｰﾑ（株）

㈱蓮實牧場

㈱前田牧場

(有)瑞穂農場

㈱JAなすのアグリサポート

阿久津　正德

(有)ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ

大武　孝一

㈱アグリタカノ

松本　信生

小林　愼一

渡邉　一浩

田中　誠司

茂田　和子

礒　充倫

星　光男

後藤　勝

五月女　文哉


