
Ｈ２８年度　第６回　農地借り受け希望者一覧（平成２９年２月１日～平成２９年３月１０日）

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）

２８－０２５６ 古川裕之 中央市 中央市今福周辺 20

２８－０２５７ 三科裕二 甲州市 甲州市勝沼町 50

２８－０２５８ 小澤義史 笛吹市 御坂町・八代町・一宮町 10～30

２８－０２５９ 株式会社ハイジの野菜畑　代表取締役　中丸恵 富士吉田市・笛吹市・北杜市 - 1000

２８－０２６０ 大村良明 甲州市 - 2

２８－０２６１ 生駒哲夫 北杜市 高根町内の上黒沢および五町田他 40

２８－０２６２ 和唐末信 甲州市 塩山竹森 10

２８－０２６３ 板倉由加子 笛吹市 笛吹市八代町周辺 7

２８－０２６４ 宮川公雄 笛吹市 笛吹市境川町周辺 6

２８－０２６５ 椚敏範 笛吹市 笛吹市八代町北 10

２８－０２６６ 菊島史登 笛吹市 - 16.71

２８－０２６７ 上原美奈 韮崎市 韮崎市穂坂町・韮崎市上ノ山 50

２８－０２６８ 雨宮裕仁 笛吹市 - 29.79

２８－０２６９ 杉浦伸一 市川三郷町 - 17

２８－０２７０ ワタベマレニー 北杜市 小淵沢町 200

２８－０２７１ 小野田等 北杜市 白州北内 200

２８－０２７２ 小野政幸 南アルプス市 - 7.09

２８－０２７３ 三澤秀俊 甲州市 勝沼町 20

２８－０２７４ 宮﨑辰之助 甲州市 勝沼町藤井 20

２８－０２７５ 市川央 市川三郷町 - 100

２８－０２７６ 高野聖徳 甲州市 勝沼町岩崎地区 20

２８－０２７７ 松本重崇 甲斐市 - 40

２８－０２７８ 依田良太 甲州市 - 20

２８－０２７９ 内田玲央 甲州市 - 7

２８－０２８０ 中澤久美子 南アルプス市 - 38

２８－０２８１ 梶原陽子 笛吹市・甲府市 御坂町・善光寺・東光寺・和戸・城東 30

２８－０２８２ 小池四郎 中央市 - 20

２８－０２８３ 窪田紀彦 山梨市 - 100

２８－０２８４ わかば農園株式会社 北杜市 白州町鳥原 70

２８－０２８５ 横森喜男 甲斐市 宇津谷神田 10

２８－０２８６ 深沢辰志 南アルプス市 有野 20

２８－０２８７ 三澤利之 甲州市 - 16

２８－０２８８ 中込一憲 南アルプス市 - 50

２８－０２８９ 農事組合法人武川ファーム組合　代表理事亀井重治 北杜市 武川町 200

２８－０２９０
農事組合法人営農たかね　代表理事中村
恭治

北杜市 - 150

２８－０２９１ 山中隆 北杜市 長坂町 30

２８－０２９２ 村松正美 南アルプス市 - 17
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２８－０２９３ 竹居豊 山梨市・甲州市 牧丘町窪平 30

２８－０２９４ 青柳孝峰 山梨市 東・西 5

２８－０２９５ 飯島利和 山梨市 上岩下 50

２８－０２９６ 伊藤省吾 北杜市 長坂町 50

２８－０２９７ 篠﨑剛 山梨市 - 30

２８－０２９８ 武井貞幸 山梨市 - 3

２８－０２９９ 早川直樹 笛吹市 - 16.75

２８－０３００ 小野聖 南アルプス市 - 10

２８－０３０１ 古屋隆市 山梨市 - 30

２８－０３０２ 上村一志 山梨市 正徳寺 20

２８－０３０３ 渡辺豊富 都留市、西桂町、大月市 - 50

２８－０３０４ 小泉忠広 山梨市 - 27

２８－０３０５ 山口美展 甲州市 勝沼町 30

２８－０３０６ 柏田窈子 笛吹市 - 19

２８－０３０７ 松元法子 山梨市 - 10

２８－０３０８ 塚越利信 笛吹市 - 11

２８－０３０９ 阪本正寛 笛吹市 - 21

２８－０３１０ 鈴木博行 笛吹市 - 4

２８－０３１１ 仲田博之 北杜市 大泉町 22

２８－０３１２ 大西雅明 笛吹市 八代町、御坂町 50

２８－０３１３ 大西ひとみ 笛吹市 八代町、御坂町 50

２８－０３１４ 祖父江正 笛吹市 八代町全域 10

２８－０３１５ 齊藤益雄 笛吹市 八代町全域 20

２８－０３１６ 小池ベビーリーフ菜園（仮称） 北杜市 高根町小池 600

２８－０３１７ 深澤由紀夫 中央市 田富 15

２８－０３１８ 志田健 中央市、甲府市、市川三郷町 - 30

２８－０３１９ 南大輔 笛吹市、山梨市、甲州市 - 30

２８－０３２０ 岡靖裕 山梨市 牧丘町西保下、西保中 20

２８－０３２１ 上坂知哉 笛吹市 八代町南、大間田、増利 50

２８－０３２２ 久高正一 南部町 上佐野 100

２８－０３２３ 久高栄司 南部町 上佐野 100

２８－０３２４ 古屋猛 中央市 - 20

２８－０３２５ 武川稔 甲州市 勝沼町 4

２８－０３２６ 雨宮正和 甲府市 - 20

２８－０３２７ 田口夏樹 甲州市 勝沼町小佐手 15

２８－０３２８ 齊藤正 中央市 - 100

２８－０３２４ 菊島英樹 北杜市 小淵沢町 100


