
氏名又は名称 住所

青木　良彰 水戸市 水戸市成沢町字大塚446番12

綿引　貴明 水戸市 水戸市大塚町字堂前290番 ほか 12筆

岩﨑　征男 水戸市 水戸市柳河町字上中1746番1

七字　倫範 水戸市 水戸市大塚町字川向2277番1 ほか 11筆

株式会社ＨＡＴＡＫＥカンパニー つくば市 水戸市中河内町字長割1803番 ほか 1筆

外岡　健寿 水戸市 水戸市内原町字仲橋214番

近藤　尚揚 水戸市 水戸市酒門町字道南3655番3 ほか 5筆

佐藤　晃 水戸市 水戸市下入野町字下田4630番1

加藤　美智子 水戸市 水戸市秋成町字新川西513番 ほか 6筆

吉田　藤樹 土浦市 土浦市常名字高野提651番2 ほか 2筆

萩原　巌 土浦市 土浦市藤沢字池下3722番 ほか 11筆

日東グリーンファーム株式会社 土浦市 土浦市中都町字四丁目995番 ほか 2筆

稲葉　雅一 龍ケ崎市 龍ケ崎市馴柴町字三区625番 ほか 3筆

大橋　清志 龍ケ崎市 龍ケ崎市宮渕町字北河原4053番 ほか 2筆

野口　永 常総市 常総市坂手町字弁天985番1 ほか 5筆

有限会社水府愛農会 常陸太田市 常陸太田市玉造町字田向1032番 ほか 2筆

大月　修 笠間市 笠間市石井字甲ノ山2208番 ほか 2筆

農事組合法人かなや 笠間市 笠間市本戸字下ノ尻761番 ほか 3筆

笹嶋　農武夫 笠間市 笠間市平町字池田2279番 ほか 3筆

橋本　大敬 笠間市 笠間市南友部字南友部1980番 ほか 2筆

生駒　敏文 笠間市 笠間市上郷字大古沢4076番 ほか 1筆

株式会社茨城生科研 笠間市 笠間市上郷字町田4385番

友部　泰一 笠間市 笠間市小原字島前909番2 ほか 1筆

長沼　竹夫 牛久市 牛久市島田町字島田283番 ほか 10筆

木村　克良 牛久市 牛久市島田町字島田29番1 ほか 20筆

宮本　直樹 牛久市 牛久市島田町字島田251番 ほか 10筆

中根　成七 牛久市 牛久市島田町字島田39番1 ほか 3筆

有限会社ファーマーズつくば つくば市 つくば市大砂字大砂1714番 ほか 6筆

中村　辰夫 つくば市 つくば市大形字宮西2351番1 ほか 5筆

有限会社武平ファーム つくば市 つくば市小田字松並木5589番 ほか 13筆

株式会社HATAKEカンパニー つくば市 つくば市栗原字大山2783番 ほか 5筆

有限会社JA谷田部アグリサービス つくば市 つくば市小野崎字小野崎1690番 ほか 1筆

長岡　隆好 鹿嶋市 鹿嶋市角折字忠2451番1 ほか 7筆
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高田　淳 鹿嶋市 鹿嶋市津賀字宮下1949番1 ほか 1筆

大槻　順一 鹿嶋市 鹿嶋市武井字上鷺田汐根1079番2 ほか 3筆

鈴木　伸吾 鹿嶋市 鹿嶋市武井字日光下2131番

菅谷　教通 鉾田市 鹿嶋市武井字額賀2651番1 ほか 13筆

小岩井　重信 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川9番 ほか 5筆

秋元　広行 鹿嶋市 鹿嶋市鰐川字鰐川20番 ほか 4筆

小松　健一 潮来市 潮来市延方字徳島5351番 ほか 4筆

椎名　孝至 守谷市 守谷市野木崎字桑下5737番 ほか 44筆

有限会社後藤牧場 常陸大宮市 常陸大宮市小祝字京塚91番1 ほか 1筆

長山　哲也 常陸大宮市 常陸大宮市国長字皷石40番 ほか 2筆

赤井　裕治 那珂市 那珂市戸字下河原7355番 ほか 5筆

助川　操 那珂市 那珂市額田東郷字仲ノ町3119番 ほか 1筆

小田倉　成良 那珂市 那珂市額田南郷字向山2458番116 ほか 1筆

木内  昌弘 稲敷市 稲敷市押砂字上野2014番

藤巻  和夫 稲敷市 稲敷市高田字岡3806番

川﨑　達也 稲敷市 稲敷市上根本字朝日向下1074番 ほか 3筆

関口  清衛 稲敷市 稲敷市西代字東田1513番1 ほか 2筆

株式会社アグリイナシキ 稲敷市 稲敷市堀川字丑新田2938番1 ほか 2筆

篠﨑  惣壽 稲敷市 稲敷市高田字渡場4101番 ほか 11筆

石田  隆 稲敷市 稲敷市八筋川字卜杭412番1 ほか 3筆

本橋  輝雄 稲敷市 稲敷市上根本字南下674番 ほか 10筆

根本　修 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬字一の瀬539番

井坂　孝雄 かすみがうら市 かすみがうら市一の瀬上流字木ノ川880番 ほか 2筆

森作　敏彦 行方市 行方市玉造字堂ノ前甲545番1

二重作　和男 鉾田市 行方市芹沢字大峯923番80 ほか 2筆

株式会社田嵜青果 鉾田市 鉾田市鳥栖字亀下167番 ほか 1筆

菅谷　俊之輔 鉾田市 鉾田市上幡木字東丁山1227番1

農事組合法人みらいの光 つくばみらい市 つくばみらい市小張字愛宕下1890番1 ほか 8筆

中山　雅史 つくばみらい市 つくばみらい市板橋字大房地下3184番2

株式会社木名瀬金重商店 小美玉市 小美玉市花野井字大塚603番1 ほか 5筆

石井　富男 小美玉市 小美玉市佐才字山下901番 ほか 1筆

渡辺　富士男 小美玉市 小美玉市川戸字伏沼山野入会1450番10

酒井　隆男 小美玉市 小美玉市先後字稲荷北807番

平本　英一 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町小幡字尻平沢1316番1 ほか 3筆
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長洲　新也 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字上松724番8

亀山　幸平 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町下石崎字上松724番1 ほか 2筆

髙橋　靖子 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町鳥羽田字坂東309番39 ほか 3筆

海老澤　隆志 東茨城郡茨城町 東茨城郡茨城町中石崎字宮前381番 ほか 7筆

清水　誠 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町石塚字宗田前1052番1 ほか 3筆

園部　正夫 水戸市 東茨城郡城里町上入野字廣町5392番

廣木　貴子 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町阿波山字一丁田2914番 ほか 4筆

株式会社寿屋 東茨城郡城里町 東茨城郡城里町小坂字宮方979番 ほか 1筆

富田　英男 稲敷郡美浦村 稲敷郡美浦村馬掛字下の内1404番

飯田　耕作 猿島郡境町 猿島郡境町若林字西新田4896番

秋田　輝彦 猿島郡境町 猿島郡境町猿山字弁天前505番 ほか 5筆

大橋　清志 龍ケ崎市 北相馬郡利根町大房字永井971番 ほか 1筆

大越　清 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町押戸字立羽11267番

大谷　勉 北相馬郡利根町 北相馬郡利根町布川字弁天島272番2
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