
令和4（2022）年12月31日現在

那須塩原市

黒磯地区 鍋掛地区 東那須野地区 高林地区 西那須野地区 狩野地区 塩原地区 箒根地区

荒井　宏幸 朝野　涼 荒井　正明 池田　伝 井川　泰文 市村　和則 久保　市郎 臼井　修一

井川　泰文 荒井 静雄 井川　泰文 磯　收 幾田　孝行 井上　純一 相馬　正明 臼井　美智夫

磯　清 荒井　宏幸 磯　繁子 市村　和則 磯　庄吉 薄井　厚子 古谷　慶一 江連　康夫

磯　繁 井川　泰文 磯　繁 榎本　洋平 稲垣　正巳 薄井　照行 和田　泰 大島　裕久

磯　庄吉 石塚　政友 磯　庄吉 大田原　和志 井上　純一 江連　紀佳 ㈱大島カルチファーム 大貫　誠

磯　宗秋 磯　繁 市村　和則 大田原　誠一 印南　一矢 大嶋　勝美 ㈱菊地農場 小川　正憲

薄井　大和 磯　宗秋 大島　成 菊地　功 印南　尚和 大谷津　浩 ㈱さとうふぁーむ 小野崎　猛

薄井　正行 伊藤　勉 大森　安紀 菊地　清一 印南　雅史 遅沢　喜則 (有)旬菜ファーム 菊池　宏

大森　安紀 稲沢　裕二 岡本　幸吉 君島　章 薄井　厚子 鏑木　久信 (有)瑞穂農場 木澤　裕明

岡本　幸吉 薄井　大和 遅沢　喜則 木村　一也 薄井　伸明 菊地　啓介 ㈱JAなすのアグリサポート 木村　文仁

木村　一也 薄井　正行 加藤　拓央 郡司　勝典 内野　利雄 菊地　則夫 大島　義夫 郡司　和夫

古磯　克浩 大森　安紀 木村　一也 小沼　力 江連　紀佳 木澤　裕明 アーデルファーム(株) 郡司　勝典

小林　正敬 岡本　健一 久留生　孝直 小林　正敬 榎本　建司 久保　市郎 田中　誠司 小林　勉

佐藤　友幸 岡本　幸吉 古磯　克浩 佐藤　勝利 大谷津　浩 久留生　孝直 （株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ 齋藤　勲

澤　稔 木村　一也 小林　正敬 佐藤　友幸 小野崎　猛 郡司　長雄 笹沼　優喜 髙塩　久

澤田　浩孝 後藤　一正 齊藤　正吉 仙波　憲幸 神藤　芳定 小林　勉 田中　靖紀

塩井　宏 小林　正敬 佐藤　友幸 相馬　義樹 菊地　啓介 齋藤　勲 槌江　栄作

渋江　和彦 佐藤　友幸 関谷　竜生 相馬　健二 菊地　則夫 齊藤　正吉 土橋　正男

関谷　竜生 澤　稔 仙波　憲幸 相馬　幸治 木澤　裕明 佐藤　友幸 平山　岳夫

仙波　憲幸 澤田　浩孝 相馬　健二 高根沢　隆史 木村　一也 島田　俊哉 深谷　正伸

相馬　健二 関谷　竜生 相馬　孝一郎 田代 明 久保　市郎 相馬　正明 藤田　巌

高久　文博 仙波　憲幸 高秀　隆伸 田代　和一 久保田　和弘 相馬　祐一 藤田　健一

月井　喜美郎 相馬　健二 髙秀　富雄 田中　靖紀 久留生　孝直 相馬　幸男 藤田　貞三

永井　憲一 大宮司　功一 月井　喜美郎 月井　喜美郎 郡司　長雄 槌江　栄作 藤田　雅文

永森　洋一 高久　文博 永井　憲一 月井　晃一 古磯　克浩 土橋　正男 松本　良則

蓮実　重博 髙久　良一 永森　洋一 月井　順一 小瀧　信幸 豊田　勝保 吉田　広満

蓮実　伸也 髙梨　達也 二ノ宮　康弘 永井　憲一 小林　勉 長浜　金一郎 和氣　弘明

人見　孝子 高根澤　啓市 蓮実　重博 二ノ宮　康弘 小林　正敬 永山　恭子 和田　泰

人見　孝允 田中　忠 蓮実　伸也 野澤　信也 齋藤　勲 永山　惠一 薄井牧場(有）



令和4（2022）年12月31日現在

黒磯地区 鍋掛地区 東那須野地区 高林地区 西那須野地区 狩野地区 塩原地区 箒根地区

平山　貴典 常盤　好一 人見　一也 野澤　信之 齊藤　正吉 藤田　健一 ㈱さとうふぁーむ

星野　直樹 永井　憲一 人見　優 蓮実　重博 佐々木　満 古谷　慶一 （有）竹内牧場

益子　栄一 蓮実　重博 藤田　健一 蓮実　伸也 佐藤　友幸 本澤　敬央 (有)旬菜ファーム

益子　美好 蓮実　伸也 星野　一雄 人見　一也 篠江　薫 松原　勝則 (有)瑞穂農場

松倉　民幸 人見　勇一 本澤　敬央 人見　孝子 島田　俊哉 松本　隆 ㈱JAなすのアグリサポート

室井　三男 平山　貴典 本澤　健二 人見　孝允 竹村　静夫 渡邊　一夫 大島　義夫

山口　勉 本澤　敬央 益子　美好 人見　優 竹村　文祥 渡邉　博典 アーデルファーム(株)

山﨑　廣幸 前田　良明 松倉　栄一 本澤　敬央 田島　明彦 渡邉　義夫 臼井　茂一

横山　武男 益子　栄一 松倉　民幸 本澤　健二 玉根　栄一 (有)旬菜ファーム 室井　豊

渡辺　直一 益子　清彦 松本　肇 松本　市夫 辻野　岩男 （株）髙村農産 髙松　金市

渡辺　勇太 益子　光一 村上　勝則 室井　明彦 辻野　真司 （株）テトテ （株）大盛屋　

渡辺　芳雄 益子　丈弘 室井　明彦 室井　清次 土橋　正男 ㈲那須野農産 飯沼　理伯

㈱菊地農場 益子　美好 室井　啓一 室井　啓一 豊田　勝保 (有)瑞穂農場 池田　展康

(有)旬菜ファーム 松倉　栄一 室井　智 室井　忠 豊田　実 ㈱JAなすのアグリサポート 田中　誠司

（有）竹内牧場 松倉　民幸 室井　文夫 山口　勉 中野　謙一 大島　義夫 合同会社　日の出農産

㈱蓮實牧場 松本　寿雄 山口　勉 (有)瑞穂農場 長濱　英一 宗像　克明 織田　勝徳

(有)瑞穂農場 室井　啓一 横山　武男 横山　武男 長浜　金一郎 アーデルファーム(株) 臼井　明

㈱JAなすのアグリサポート 室井　三男 渡辺　芳雄 渡辺　秀一 長谷川　建治 秋元　輝重 高瀬　豊

後藤　伸一 山口　勉 ㈱菊地農場 渡辺　芳雄 人見　優 熊谷　榮 八木沢　晟次

稲澤　武雄 山口　博 （有）竹内牧場 (株)井上ファーム 藤田　健一 寺﨑　文明 伊藤　昭光

薄井　博 渡辺　芳雄 (有)旬菜ファーム ㈱菊地農場 藤田　貞三 飯沼　理伯 八木沢　正則

後藤　守 ㈱佐藤牧場 ㈱蓮實牧場 （有）竹内牧場 古田　茂 田中　誠司 藤田　與一

人見　時憲 (有)旬菜ファーム (有)瑞穂農場 (有)旬菜ファーム 古田　光章 島田　俊也 印南　壮啓

田中　誠司 ㈱蓮實牧場 (有)ハーレイ牧場　 (有)ハーレイ牧場　 古田　泰人 （株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ （株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ

豊泉　一憲 (有)瑞穂農場 ㈲リーフリー ㈲リーフリー 古谷　慶一 織田　秀夫

相馬　一夫 ㈱JAなすのアグリサポート ㈱JAなすのアグリサポート ㈱JAなすのアグリサポート 古谷　光弘 大貫　秀人

岡﨑　真也 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ (有)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ 菊地　英嗣 古谷　祐一 臼井　友一

髙橋　真樹 鈴木　岳大 髙久　正雄 室井　豊 本澤　敬央

秋元　友男 髙久　正雄 星野　直樹 室井　直次郎 本澤　健二

（株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ 前田　公一 稲澤　武雄 堀口　三生 増渕　正実

磯　裕久 常盤　好男 後藤　昭一 池田　祐太 宮坂　映規



令和4（2022）年12月31日現在

黒磯地区 鍋掛地区 東那須野地区 高林地区 西那須野地区 狩野地区 塩原地区 箒根地区

髙久　拓也 稲澤　武雄 薄井　博 人見　卓 室井　啓一

相馬　計視 薄井　博 松本　弘 後藤　守 八塚　要一

人見　時憲 後藤　守 石井　晶 山田　誠一

磯　弘信 田中　誠司 大田原　巨岳 横田　一雄

平山　博章 相馬　一夫 二ノ宮　桂子 吉沢　勇

田中　誠司 三本木　敦子 池田　展康 吉田　義輝

豊泉　一憲 （株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ 田中　誠司 和氣　弘明

相馬　一夫 磯　裕久 髙林　次夫 渡辺　賢治

（株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ 松本　清 菊地　次夫 渡辺　芳雄

長谷川　章 松本　守 月井　梅男 ㈱大島カルチファーム

松本　兼雄 三本木　直人 ㈱印南牧場　 (有)佐々木牧場

相馬　計視 人見　秀昭 (有)旬菜ファーム

相馬　一夫 （株）テトテ

室井　勝明 ㈲那須野農産

室井　守夫 (有)那須緑地

人見　寛昭 (有)瑞穂農場

星　幸雄 ㈲リーフリー

室井　忠則 ㈱JAなすのアグリサポート

岡﨑　真也 (有)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾃｨｰｱﾝﾄﾞｹｲ

木村　誠 大島　義夫

杉本　茂雄 宗像　克明

相馬　悦雄 和泉　諭史

和泉　正行 アーデルファーム(株)

人見　典男 犹守　正一

（株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ 秋元　輝重

磯　裕久 𠮷田　照子

松本　守 （株）大盛屋　

大島　義己 熊谷　榮

寺﨑　文明

飯沼　理伯

田中　誠司
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黒磯地区 鍋掛地区 東那須野地区 高林地区 西那須野地区 狩野地区 塩原地区 箒根地区

島田　俊也

茂田　和子

藤田　次男

（株）那須ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ

長谷川　章


