
H27年度　第４回　農地借り受け希望者一覧（平成２７年１０月１日～１１月１０日）

整理番号 氏名又は名称 希望する市町村 希望する地域 借受け希望規模（ａ）

２７－０１２０ 代永一彦 山梨市 万力 6

２７－０１２１ 宮澤一男 山梨市 上栗原９７５ 10

２７－０１２２ 髙野茂 山梨市 上栗原付近 7

２７－０１２３ 金子雄輝 山梨市 上栗原 30

２７－０１２４ 若杉隆弘 笛吹市
石和町(荒屋,上平井,中川,下平井,日の
出)一宮(坪井,竹原田) 30

２７－０１２５ 中村孝洋 笛吹市 一宮町塩田周辺 30～50

２７－０１２６ 窪田雅人 笛吹市 一宮町坪井・竹原田・田中・下矢作 70

２７－０１２７ 浅川広行 南アルプス市 - 6.8

２７－０１２８ 晦日一洋 甲州市 上萩原 10

２７－０１２９
有限会社営農塾マルニ　代表取締役菊
島正

山梨市・甲州市 - 20

２７－０１３０ 塩島芳文 甲州市 塩山千野 20

２７－０１３１ 矢﨑徹 甲州市 塩山下萩原 20

２７－０１３２ 里吉至光 笛吹市 一宮町金沢 10

２７－０１３３ 株式会社ハーベジファーム 北杜市 - 200

２７－０１３４ 神宮司昭男 甲州市 勝沼町菱山 15

２７－０１３５ 石原ふみ江 笛吹市 一宮町 30

２７－０１３６ 山本靖 笛吹市 一宮町 18

２７－０１３７ 深山満明 笛吹市 一宮町国分 10

２７－０１３８ 仲田忠彦 北杜市 高根町蔵原 100

２７－０１３９ 小林勝 甲州市 上井尻 4

２７－０１４０ 池田元気 韮崎市 穂坂町宮久保 20

２７－０１４１ 新津健而 南アルプス市 落合道林 10

２７－０１４２ 藤原正志 甲州市 塩山上井尻地区 10

２７－０１４３ 石場登 山梨市内 - 15

２７－０１４４ 山縣裕二 甲州市 塩山奥野田地区 70

２７－０１４５ 近藤慎吾 中央市・甲斐市 - 50

２７－０１４６ 野中洋佑 中央市 西花輪・東花輪 50

２７－０１４７ 村松賢 南アルプス市 櫛形地区・白根地区 30

２７－０１４８ 丸山泉 山梨市 - 15

２７－０１４９ 山本正幸 山梨市 牧丘町 20

２７－０１５０ 萩原進 山梨市 - 15

２７－０１５１ 竹居譽 山梨市 牧丘町千野々宮 20

２７－０１５２ 大竹登夫 山梨市 - 11

２７－０１５３ 㓛刀一仁 南アルプス市 櫛形地区 20

２７－０１５４ 深澤光利 山梨市 大野 100

２７－０１５５ 丸山眞治 山梨市 牧丘町倉科 27

２７－０１５６ 小林勝利 南アルプス市・中央市・甲斐市 - ハウス込１０～２０

２７－０１５７ 羽田武 都留市 - 40

２７－０１５８ 藤巻年和 笛吹市 御坂町・八代町 30

２７－０１５９ 塩澤林 南アルプス市 落合 13

２７－０１６０ 町田幸一郎
北杜市・韮崎市・南アルプス市・山梨市・
笛吹市他

- 30～50

２７－０１６１ 駒井清貴 山梨市 牧丘町 20

２７－０１６２ 北井征司 甲州市 - 45

２７－０１６３ 廣瀬隆 甲州市 塩山 20

２７－０１６４ 原勝 甲州市 勝沼町 18
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２７－０１６５ 佐藤富雄 甲州市 塩山 30

２７－０１６６ 甘利良太 甲州市内 - 50

２７－０１６７ 浅野旭 笛吹市 八代町高家 30

２７－０１６８ 宮原王春 甲州市 - 15

２７－０１６９ 長田泰哉 南アルプス市 今諏訪 21

２７－０１７０ 相澤孝治 甲州市 - 20

２７－０１７１ 有限会社カズサベジテック 北杜市 - 45

２７－０１７２ 澤登一治 山梨市 牧丘町倉科 16

２７－０１７３ 幡野達雄 北杜市 高根町東井出 40

２７－０１７４ 渡辺輝 富士河口湖町 富士ヶ峰 550

２７－０１７５ 小川邦夫 甲州市 勝沼町下岩崎 10

２７－０１７６ 佐藤一彦 甲州市 - 15

２７－０１７７ 和田春男 笛吹市 石和町 15

２７－０１７８ 江野澤伸一 富士河口湖町 富士ケ嶺 310

２７－０１７９ 水越富志夫 富士河口湖町 富士ケ嶺 200

２７－０１８０ 山口朝康 富士河口湖町 富士ケ嶺 550

２７－０１８１ 池田誠司 富士河口湖町 富士ケ嶺 250

２７－０１８２ 野沢真一 富士河口湖町 富士ケ嶺 500

２７－０１８３ 馬淵正幸 富士河口湖町 富士ケ嶺 40

２７－０１８４ 渡辺輝 富士河口湖町 富士ケ嶺 150

２７－０１８５ 窪川茂 笛吹市 八代町 10

２７－０１８６ 鈴木進一 笛吹市 御坂町 10

２７－０１８７ 形見俊二郎 南アルプス市・富士川町 - 100

２７－０１８８ 井出英厘沙 甲州市 塩山 50

２７－０１８９ 田中剛 中央市・昭和町 - 10

２７－０１９０ 山口みどり 甲州市 - 2

２７－０１９１ 藤巻嶺 山梨市 - 11

２７－０１９２ 大竹学 山梨市 - 11

２７－０１９３ 雨宮洋一 甲州市 塩山下萩原 30

２７－０１９４ 矢崎広次 甲州市 - 40

２７－０１９５ 雨宮一夫 甲州市 - 5

２７－０１９６ 望月幸子 甲州市 塩山熊野地区 20

２７－０１９７ 荻原守 笛吹市 一宮町小城周辺 15

２７－０１９８ 榎本慶一郎 笛吹市 境川町付近 20

２７－０１９９ 岩間富夫 笛吹市 一宮町末木・隣接 20

２７－０２００ 竹川秀樹 山梨市 牧丘町 50

２７－０２０１ 雨宮一也 甲州市・山梨市 - 30

２７－０２０２ 平山裕海 山梨市 - 27

２７－０２０３ 佐藤勝彦 山梨市 後屋敷 40

２７－０２０４ 渡邊正義 北杜市 高根町東井出 40

２７－０２０５ 岩原行彦 北杜市 - 200

２７－０２０６ 佐藤寛 南アルプス市 有野・飯野 100


