
第２回　農地借受希望者一覧（平成２６年８月２９日～１０月２０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）

２６－０００９６ 雨宮正行 北杜市 大豆生田（穂足地区内） 400

２６－０００９７ (株)淡路島フルーツ農園中谷学 北杜市 高根町上黒澤、長坂町 300

２６－０００９８ 富士山の銘品株式会社代表取締役粟井英朗 富士吉田市 富士山麓地域 100

２６－０００９９ (株)レクラみのぶ代表遠藤好一 南巨摩郡身延町 豊岡地区内 200

２６－００１００ 北村学 笛吹市 - 50

２６－００１０１ 三井敏矢 甲府市、甲斐市、中央市、南アルプス市、中巨摩郡昭和町
荒川町、音羽町、千塚、羽黒町、山宮町、湯村、境、島上条、中下条、上宮地、桃園、臼井阿
原、山之神、河西、上河東 30

２６－００１０２ 佐藤勝彦 山梨市 後屋敷 50

２６－００１０３ 中村悦和 笛吹市 一宮町 40

２６－００１０４ 大和田貞二 北杜市 高根町、大泉、長坂 1000

２６－００１０５ 農事組合法人三分一そば組合代表理事小林宏 北杜市 長坂町 300

２６－００１０６ 林辰彦 山梨市 － 20

２６－００１０７ 生原秀一 笛吹市 春日居町（小松、加茂、枝柳） 20

２６－００１０８ 矢野貴士 甲州市 勝沼町（菱山、鳥居平、上ノ山、藤井） 80

２６－００１０９ 丸藤葡萄酒工業（株）代表取締役大村春夫 甲州市 勝沼町祝地区（下岩崎、上岩崎、藤井） 500

２６－００１１０ 雨宮克也 中央市 中央市近郊（片道30分位まで） 8

２６－００１１１ 飯塚利之 甲州市 勝沼町 100

２６－００１１２ 泉博之 笛吹市 八代町南、米倉地区 30

２６－００１１３ 矢﨑徹 甲州市 塩山下萩原 20

２６－００１１４ 米長彰 南巨摩郡富士川町又は西八代郡市川三郷町 － 50

２６－００１１５ 甲斐ワイナリー（株）風間敬夫 甲州市、山梨市 － 50

２６－００１１６ 西川幸希 北杜市 須玉町比志（増富地区） 100

２６－００１１７ （有）さくらファーム代表取締役佐野隆一 北杜市 － 200

２６－００１１８ （株）北杜あぐり代表取締役髙森隆司 北杜市 － －

２６－００１１９ 岡太一 笛吹市 一宮町（竹原田、東原、金田、坪井、田中） 50

２６－００１２０ 林一姫 山梨市 － 20

２６－００１２１ 田中久忠 中央市 豊富 －

２６－００１２２ 村越聖也 笛吹市 － 50

２６－００１２３ 平岡正史 市川三郷町 黒沢、下大鳥居 40

２６－００１２４ 三枝信人 笛吹市 一宮町（新巻、塩田、市之蔵） 50

２６－００１２５ 白百合醸造（株）代表取締役内田多加夫 甲州市、山梨市 勝沼町（等々力か綿塚）、上栗原 20

２６－００１２６ （株）桃花村塾 笛吹市、甲州市、山梨市 － 50

２６－００１２７ 野草のさと・大月加工センター企業組合　理事長　亀井勝代 大月市 富浜町宮谷 40

２６－００１２８ 石原功 笛吹市 御坂町 30

２６－００１２９ 丹澤修 山梨市、甲州市 中村、上栗原、綿塚 30

２６－００１３０ 黒田秀樹 笛吹市、山梨市 - 60

２６－００１３１ 渡辺祟紀 甲州市 勝沼町（菱山、小佐手、休息） 50

２６－００１３２ （株）kisvin 　荻原康弘 甲州市 塩山 50

２６－００１３３ 大柴一晃 韮崎市 韮崎市及び近郊地域 40

２６－００１３４ 宮崎敏雄 北杜市 須玉町、高根町（現在耕作している周辺） 500

２６－００１３５ 中川正沖 笛吹市 御坂町（成田、井之上、二ノ宮） 20

２６－００１３６ 小倉公彦 笛吹市 八代町 11

２６－００１３７ 島田直樹 甲州市 勝沼、塩山 60

２６－００１３８ 小林克彦 笛吹市 御坂町 20

２６－００１３９ 内田健太郎 甲州市 勝沼町（小佐手・勝沼・菱山） 30

２６－００１４０ 葭葉高志 笛吹市 八代町、御坂町、石和町 20

２６－００１４１ あけの村農産（株）代表取締役佐藤誠治 韮崎市 - 50

２６－００１４２ 菅野健 甲州市、甲府市、笛吹市、甲斐市、山梨市、昭和町 - 50

２６－００１４３ 遠藤雅伸 南アルプス市 東南湖周辺 40

２６－００１４４ 久津間紀通 笛吹市 一宮町上矢作 30

２６－００１４６ 高橋正浩 富士吉田市 城山東 50

２６－００１４７ 三澤勝人 甲州市 － 10

２６－００１４８ 板倉由加子 笛吹市 八代町 15

２６－００１４９ 川上秀実 韮崎市 穴山町 50

２６－００１５０ 椎野弓子 韮崎市 穴山町 70

２６－００１５１ 澤田一駆雄 笛吹市 一宮町 30

２６－００１５２ 野菜の里瀬戸義和 北杜市、韮崎市 北杜市、韮崎市周辺 400

２６－００１５３ 岡田希 笛吹市、甲州市、山梨市 石和町、一宮町、御坂町、勝沼町 50

２６－００１５４ 遠山善明 笛吹市 御坂町、八代町、境川町 50

２６－００１５５ 岡茂雄 笛吹市 八代町、御坂町、境川町 30

２６－００１５６ 菊嶋直人 笛吹市 石和町下平井 20

２６－００１５７ 高野弘法 山梨市 中村、上東 40

２６－００１５８ 望月一三 笛吹市 八代町 20

２６－００１５９ 窪田今朝富 山梨市 南 40

２６－００１６０ 柴田将吾 笛吹市 一宮町 30

２６－００１６１ 農事組合法人結いの里しもべ 身延町 下山、常葉 10

２６－００１６２ 武川哲也 山梨市 牧丘町 60

２６－００１６３ 立川雄介 笛吹市 一宮町 100

２６－００１６４ 豊永久幸 甲府市 横根町 20

２６－００１６５ 東正隆 北杜市 小淵沢町 100

２６－００１６６ （株）フレボファーム 南アルプス市 － 1000

２６－００１６７ （有）望月造林代表取締役望月光子 身延町 宮木、一色 200

２６－００１６８ 中村孝純 笛吹市 御坂町成田、国衛 30

２６－００１６９ 志田健 甲府市 中道 50

２６－００１７０ 石井貴広 笛吹市 御坂町 15

２６－００１７１ 手塚康弘 甲州市 塩山三日市場 20

２６－００１７２ 原田空穂 甲府市、南アルプス市、中央市 - 50



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）

２６－００１７３ 横山哲也 甲州市、北杜市 - 50

２６－００１７４ 井上能孝 北杜市 武川、白州、長坂 100

２６－００１７５ 農事組合法人手打沢組合深沢柳太郎 南巨摩郡身延町 手打沢、西嶋 30

２６－００１７６ 向山公夫 甲府市、中央市 宮原、堀之内、大坪、仲楯等 10

２６－００１７７ 小林智哉 笛吹市 八代町高家周辺 20

２６－００１７８ 芦沢清和 南アルプス市 西野 15

２６－００１７９ 杉本伸 大月市 初狩町中初狩 10

２６－００１８０ 生沼行弘 北杜市 大泉、高根 50

２６－００１８１ 岡部順一 甲州市 松里 30

２６－００１８２ 丸山勇 山梨市、甲州市 万力、落合 30

２６－００１８３ 古屋圭規 山梨市 - 40

２６－００１８４ 小野健太郎 山梨市 牧丘町（城古寺、千野宮、窪平） 30

２６－００１８５ 御手洗弘 甲州市 塩山(三日市場） 13

２６－００１８６ 神津直己 山梨市 牧丘町 30

２６－００１８７ 中村正和 山梨市 正徳寺 50

２６－００１８８ かぶちゃんふぁーむ（株） 韮崎市、甲斐市 - 100

２６－００１８９ 横森公夫 韮崎市 穂坂町 20

２６－００１９０ 岩沢直志 笛吹市、山梨市 - 50

２６－００１９１ 山下功希 笛吹市 一宮町（坪井、竹原田、田中） 70

２６－００１９２ ｸﾞﾚｰﾌﾟ農場久保田農園久保田英雄 山梨市 牧丘町隼笹窪 40

２６－００１９３ 一宮ママ工房代表山下亜希洋 山梨市、甲州市、笛吹市 - 100

２６－００１９４ 田邊三千男 韮崎市 大草町 50

２６－００１９５ 蒲生幸胤 甲斐市若しくは韮崎市 - 50

２６－００１９６ 上原美奈 韮崎市 穂坂町 10

２６－００１９７ 広瀬貴一 峡東 - 60

２６－００１９８ 伊藤洋二 韮崎市 穂坂町三ッ沢 100

２６－００１９９ 椎野弓子 韮崎市 円野町 70

２６－００２００ 風間博文 笛吹市 八代町高家 15

※第１回目に応募された方で、内容に変更がない方は省略してあります。応募された内容に変更がある方については、都度掲載しております。


