
番号 生産組合 農業者名 番号 生産組合 農業者名

1 ﾌﾀﾏﾀ 角  義隆 36 ｼﾐｽﾞ 江頭  和彦

2 ﾌﾀﾏﾀ 角  哲也 37 ｼﾐｽﾞ 山口  浩二

3 ﾌﾀﾏﾀ 橋口  龍彦 38 ｼﾐｽﾞ 片白営農組合

4 ﾌﾀﾏﾀ 小栁  満 39 ﾅｶﾄﾞｵﾘ 諸岡  高志

5 ﾌﾀﾏﾀ 前田  政利 40 ﾅｶﾄﾞｵﾘ 鈴山  輝美

6 ﾌﾀﾏﾀ 野田  達夫 41 ｲﾏﾔﾏ 姉川  伸治

7 ﾌﾀﾏﾀ 野田  利光 42 ｲﾏﾔﾏ 松尾  広之

8 ｵｷﾅｶﾞ 角  勝廣 43 ﾄｳﾌｸｼﾞ 馬渡  政利

9 ｵｷﾅｶﾞ 石橋  三樹 44 ﾄｳﾌｸｼﾞ 尾﨑  悟

10 ｵｷﾅｶﾞ 石橋  守人 45 ﾀﾃｲｼ 中村  登

11 ｵｷﾅｶﾞ 石橋  春樹 46 ﾓﾃﾞ 松尾  良一

12 ｵｷﾅｶﾞ 石橋  善久 47 ﾓﾃﾞ 楠原  義夫

13 ｵｷﾅｶﾞ 石橋  東洋男 48 ﾀﾞｲﾆﾁ 角  孝夫

14 ｵｷﾅｶﾞ 石橋  明彦 49 ﾀﾞｲﾆﾁ 吉野  勝美

15 ｵｷﾅｶﾞ 前田  義行 50 ﾀﾞｲﾆﾁ 古川  洋

16 ｵｷﾅｶﾞ 前田  清美 51 ﾀﾞｲﾆﾁ 青木  義孝

17 ｵｷﾅｶﾞ 前田  靖則 52 ﾀﾞｲﾆﾁ 石丸  純昭

18 ｵｷﾅｶﾞ 相森  康広 53 ﾀﾞｲﾆﾁ 中川  強次

19 ｵｷﾅｶﾞ 相森  徳雄 54 ﾀﾞｲﾆﾁ 中島  薫

20 ｵｷﾅｶﾞ 馬場  秀城 55 ﾀﾞｲﾆﾁ 中島  政文

21 ｵｷﾅｶﾞ 馬場  政宏 56 ﾀﾞｲﾆﾁ 中島  祐二

22 ｵｷﾅｶﾞ 淵  政雄 57 ﾀﾞｲﾆﾁ 林  健次郎

23 ｵｷﾅｶﾞ 淵  貞利 58 ﾉｳﾃ 永松  光馬

24 ｵｷﾅｶﾞ 北川  辰一 59 ﾉｳﾃ 光武  亨

25 ｵｷﾅｶﾞ 渕  武司 60 ﾉｳﾃ 光武  俊文

26 ｵｷﾅｶﾞ 德永  政洋 61 ﾉｳﾃ 山口  実

27 ﾅﾙｾ 久保  博之 62 ﾉｳﾃ 山口  明

28 ﾅﾙｾ 松尾  秀之 63 ﾉｳﾃ 松尾  宏文

29 ｼｬｶｼﾞ 吉川  智子 64 ﾉｳﾃ 青木  豊文

30 ｼｬｶｼﾞ 山口  和己 65 ﾉｳﾃ 石橋  秀敏

31 ｼｬｶｼﾞ 小田  進 66 ﾉｳﾃ 村山  美好

32 ｼｬｶｼﾞ 前田  勝久 67 ﾉｳﾃ 野田  仁

33 ｼｬｶｼﾞ 中川  義明 68 ｼｵﾐ 山口  良彦

34 ｼｬｶｼﾞ 中川  勝章 69 ｼｵﾐ 松尾  勝

35 ｼｬｶｼﾞ 峰松  義明 70 ｶﾐﾉ1 坂本  増美



番号 生産組合 農業者名 番号 生産組合 農業者名

71 ｶﾐﾉ1 田中  喜春 106 ｺﾞｳﾉｷ 野中  フミ子

72 ｶﾐﾉ2 久保  誠 107 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ江口  敏行

73 ｶﾐﾉ2 池田  明治 108 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ溝上  正義

74 ｶﾐﾉ2 福田  直人 109 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ小林  光

75 ｶﾐﾉ2 野田  安人 110 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ小林  正和

76 ｶﾐﾉ2 野田  一也 111 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ西村  元吉

77 ｶﾐﾉ2 野田  清 112 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ西村  昭広

78 ｶﾐﾉ2 野田  友則 113 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ青柳  憲次

79 ｶﾐﾉ3 井上  淳 114 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ島本  澄孝

80 ｶﾐﾉ3 井上  将治 115 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｶﾐ福田  秋義

81 ｶﾐﾉ3 久保  忠章 116 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｼﾓ山﨑  孝昭

82 ｶﾐﾉ3 溝上  守 117 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｼﾓ山﨑  勝

83 ｶﾐﾉ3 山口  恵子 118 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｼﾓ中山  京治

84 ｶﾐﾉ3 小田  康信 119 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｼﾓ中村  寛治

85 ｶﾐﾉ3 常盤  美恵子 120 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｼﾓ中村  十九男

86 ｶﾐﾉ3 中山  義則 121 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｼﾓ中村  和仁

87 ｶﾐﾉ3 田代  勝己 122 ﾐﾅﾐﾅﾗｻﾞｷｼﾓ田代  千敏

88 ｶﾐﾉ4 井上  正人 123 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ1 山﨑  輝雄

89 ｶﾐﾉ4 岩永  信 124 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ1 山﨑  敏章

90 ｶﾐﾉ4 久保  テル子 125 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ1 小林  和子

91 ｶﾐﾉ4 小田  健二郎 126 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 一丸  喜代邦

92 ｶﾐﾉ5 田代  昌三 127 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 一丸  政秋

93 ｶﾐﾉ6 岩永  光 128 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 山﨑  章

94 ｶﾐﾉ6 古場  信幸 129 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 山﨑  鉄好

95 ｶﾐﾉ6 田代  寛治 130 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 山﨑  末廣

96 ｶﾐﾉ6 田代  正彦 131 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 山﨑  茂行

97 ｵﾉﾊﾞﾙ 差形  俊晃 132 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 市丸  則夫

98 ｵﾉﾊﾞﾙ 差形  勝見 133 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 小林  昌義

99 ｵﾉﾊﾞﾙ 山口  義孝 134 ｷﾀﾅﾗｻﾞｷ2 小林  之男

100 ｵﾉﾊﾞﾙ 村山  一馬

101 ｵﾉﾊﾞﾙ 村山  弘隆

102 ｵﾉﾊﾞﾙ 村山  茂

103 ｵﾉﾊﾞﾙ 村島  光行

104 ｵﾉﾊﾞﾙ 中村  大二

105 ｺﾞｳﾉｷ 中村  陽一


