
第３回　農地借り受け希望者一覧（平成２６年１１月６日～１２月８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）

２６－００２０１
農事生産法人(株)あすなろ園代表取締
役西矢朋男

甲州市、山梨市、笛吹市 - 50

２６－００２０２ イトウペドロヨシオ 北杜市 白州町 500

２６－００２０３ 風間清 笛吹市 御坂町井之上周辺 30

２６－００２０４ 込山博 甲斐市 玉川 20

２６－００２０５ 松土浩利 山梨市 小原周辺 8

２６－００２０６ 佐藤和之 甲州市 勝沼岩崎 20

２６－００２０７ 久保川広光 山梨市 江曽原周辺 16

２６－００２０８ 菊島逸郎 甲州市 塩山下萩原、塩後、赤尾周辺 35

２６－００２０９ 古屋雄一 山梨市 市川及び大工 20

２６－００２１０ 荒川範保 山梨市 歌田周辺 10

２６－００２１１ 三浦誠 甲州市 塩山千野及び竹森地内 20

２６－００２１２ 荻原功 甲州市 塩山千野及び三日市場周辺 20

２６－００２１３ 矢崎徹 甲州市 塩山下萩原 20

２６－００２１４ 鶴田亘 山梨市 八幡 10

２６－００２１５ 五味進 甲州市 勝沼小佐手周辺 40

２６－００２１６ 内田一郎 甲州市 菱山 30

２６－００２１７ 大竹光秋 甲州市 勝沼町藤井周辺 10

２６－００２１８ 河野力 甲州市 勝沼町東漸院周辺 50

２６－００２１９ 清水徹 山梨市 桃 50

２６－００２２０ 田中　清行 甲州市 塩山下萩原、大藤、上金 20

２６－００２２１ 遠藤雄一 身延町 宮木、飯富 50

２６－００２２２ 小野好仁 南アルプス市 西野、上今諏訪、上八田 50

２６－００２２３ 清地啓治 中央市 豊富 30

２６－００２２４ 峯尾正和 中央市他県内 － 1000

２６－００２２５ 大澤武 富士河口湖町 河口、大石 50

２６－００２２６ 青木潤一 甲州市 - 60

２６－００２２７ 松本全司 山梨市 下栗原地内 10

２６－００２２８ 大澤利嗣 山梨市 上栗原 14

２６－００２２９ 小澤和幸 甲州市 勝沼町山周辺 20

２６－００２３０ 内藤運富 笛吹市 一宮町 8

２６－００２３１ 吉田哲也 甲州市 塩山 28

２６－００２３２ 渡部一浩 北杜市 白州町 150

２６－００２３３ 佐藤広滋 甲州市 大和町 37

２６－００２３４ 山口美智子 甲州市 勝沼町上岩崎2629 37

２６－００２３５ 雨宮保徳 甲州市 塩山牛奥 35

２６－００２３６ 小林剛士 甲州市
勝沼町上岩崎、塩山小屋敷、山梨市牧
丘

47

２６－００２３７ 北井武文 甲州市 - 20

２６－００２３８ 内田信良 甲州市 勝沼町菱山 13

２６－００２３９ 小野宗和 甲州市 塩山竹森 20

２６－００２４０ 向山敏 甲州市 塩山竹森 22



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）

２６－００２４１ 佐藤和也 甲州市 勝沼町深沢 10

２６－００２４２ 武居勇 甲州市 塩山藤木 22

２６－００２４３ 芦沢輝久 甲州市 塩山藤木 31

２６－００２４４ 相川弘 甲州市 塩山熊野 10

２６－００２４５ 古屋俊幸 甲州市 塩山牛奥 43

２６－００２４６ 秋山晴英 山梨市、甲州市 - 10

２６－００２４７ 武井正文 甲州市 塩山上塩後 30

２６－００２４８ 若林敏彦 甲州市 勝沼町菱山 28

２６－００２４９ 岡三郎 笛吹市 春日井町下岩下 30

２６－００２５０ 小倉順 笛吹市 春日井町下岩下 30

２６－００２５１ 市川隆広 笛吹市 春日井町下岩下 20

２６－００２５２ 志村実木男 甲州市 塩山上塩後 13

２６－００２５３ 廣川義光 甲州市 塩山中萩原、大藤 31

２６－００２５４ 三森正光 甲州市 勝沼町 30

２６－００２５５ 寺澤喜美雄 甲州市 甲州市大和町日影 18

２６－００２５６ 中村肇 甲州市 勝沼町勝沼 8.7

２６－００２５７ 中村久 甲州市 塩山熊野 15

２６－００２５８ 早川實 甲州市 勝沼町小佐手 9.8

２６－００２５９ 農事組合法人南アルプスSeed池谷明 南アルプス市
在家塚・有野・上八田・下今諏訪・上今
井・下今井

200

２６－００２６０ 川﨑浩 甲州市 勝沼町 10

２６－００２６１ 小川　邦夫　 甲州市 勝沼町、下岩崎・上岩崎 20

２６－００２６２ (株)あぐりトップ代表取締役　小川泰衡 北杜市 大泉町谷戸 20

２６－００２６３ 白川光正 甲州市 塩山下山田原 11

２６－００２６４ 内藤義人 中央市 － 30

２６－００２６５ 望月隆司 南アルプス市 市内 10

２６－００２６６ 伊奈善一郎 南アルプス市 西野 25

２６－００２６７ 石井健太郎 南アルプス市 野午島 150

２６－００２６８ 金丸信正 南アルプス市 今諏訪・西野・下今井 25

２６－００２６９ 矢﨑孝行 南アルプス市 今諏訪・西野 30

２６－００２７０ 齊藤政之 南アルプス市 今諏訪・西野・下今井 50

２６－００２７１ 清光園　伊東清 南アルプス市 有野 120

２６－００２７２ 成松達宏 山梨市
歌田・下栗原・一町田中・大野・下神内
川・上石森・下石森

3

２６－００２７３ 金丸勝比古 南アルプス市 － 30

２６－００２７４ 新垣ファン 中央市 － 30

２６－００２７５ 近藤義行 笛吹市 下矢作 7

２６－００２７６ 須田佳彦 笛吹市 八代町高家 23

２６－００２７７ 山下和夫 笛吹市 一宮町上矢作水なし617 15

２６－００２７８ 野沢義次 笛吹市 春日居町内 10

２６－００２７９ 小池加賀津也 笛吹市 御坂町藤野木 15

２６－００２８０ 日野原邦男 笛吹市 春日居町桑戸 10

２６－００２８１ 田中巽 笛吹市 春日居町 20



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）

２６－００２８２ 八田正洋 笛吹市 御坂町（石和方面）、八代町 10

２６－００２８３ 鈴木公夫 笛吹市 2.38

２６－００２８４ 弦間豊子 笛吹市 御坂町下黒駒 10

２６－００２８５ 前島一仁 笛吹市 一宮町東新居、石、神沢 17

２６－００２８６ 前島敏彦 笛吹市 一宮町 48

２６－００２８７
株式会社浅間園　代表取締役須田耕一
郎

笛吹市 一宮町 30

２６－００２８８ 鈴木一男 笛吹市 一宮町 10

２６－００２８９ 竹田理子 甲州市・山梨市・韮崎 勝沼町・万力・八幡・穂坂 70

２６－００２９０ 宮沢廣 笛吹市 － 40

２６－００２９１ ふじかわ農業協同組合 南部町 － 300

２６－００２９２ 岡田一彦 韮崎市 穂坂町三ツ沢 20

２６－００２９３
富士山の銘品株式会社代表取締役粟
井英朗　　担当：干谷

鳴沢村 100

２６－００２９４ 内藤善仁 甲州市 松里 30

２６－００２９５ (株)アグリマインド 中央市・北杜市 - 60

２６－００２９６ 雨宮健一 甲州市 勝沼町等々力 18

２６－００２９７ 岡辰也 山梨市 牧丘町倉科 10

２６－００２９８ 奥山利定 山梨市 牧丘町倉科 13

２６－００２９９ 奥山内支 山梨市 一町田中932 8

２６－００３００ 広瀬正人 山梨市 大野 10

２６－００３０１ 中山浩貴 山梨市 牧丘町窪平 10

２６－００３０２ 田草川茂 山梨市・笛吹市 日川・一宮 30

２６－００３０３ 平山裕海 山梨市 下栗原 10

２６－００３０４ 窪田幸仁 山梨市 中村 23

２６－００３０５ 藤巻慶太 山梨市 万力 16

２６－００３０６ 藤巻豊彦 山梨市 下神内川 10

２６－００３０７ 田草川直樹 山梨市 一町田中 10

２６－００３０８ 藤巻義彦 山梨市 下神内川 10

２６－００３０９ 藤巻博己 山梨市 万力 45

２６－００３１０ 岡和彦 山梨市 牧丘町倉科 5

２６－００３１１ 中島光一 山梨市 － 25

２６－００３１２ 大森政昭 山梨市 － 15

２６－００３１３ 古屋景仁 山梨市 三ヶ所 11

２６－００３１４ 根津昌功 山梨市 正徳寺 15

２６－００３１５ 早川重美 山梨市 市川 25

２６－００３１６ 堀内誠貴 山梨市 後屋敷 12

２６－００３１７ 小泉英夫 山梨市 － 20

２６－００３１８ 代永一彦 山梨市 － 22

２６－００３１９ 寺井康夫 山梨市 万力 35

２６－００３２０ 佐藤雄二 山梨市 － 20

２６－００３２１ 遠藤正仁 山梨市 牧丘町倉科 12

２６－００３２２ 遠山富彦 山梨市 岩手・江曽原 10



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）

２６－００３２３ 岡本直浩 山梨市 上石森 70

２６－００３２４ 広瀬武彦　カンティーナヒロ 山梨市 牧丘町倉科・西保下 40

２６－００３２５ 飯島大樹 山梨市 山梨地区 20

２６－００３２６ 渡辺修身 山梨市 落合 20

２６－００３２７ 秋山一夫 山梨市 石森 13

２６－００３２８ 日野原利雄 山梨市 一町田中 52

２６－００３２９ 野澤明弘 山梨市 東 19

２６－００３３０ 椋田茂 山梨市 － 15

２６－００３３１ 渡辺正美 山梨市 牧丘町西保下 16

２６－００３３２ 中沢一成 山梨市 南 16

２６－００３３３ 鶴田実 山梨市 南 8.97

２６－００３３４ 佐藤文昭 山梨市 - 20

２６－００３３５ 矢崎力 山梨市 一町田中 20

２６－００３３６ 武藤良則 山梨市 西 20

２６－００３３７ 椿田秀秋 山梨市 下神内川 109

２６－００３３８ 廣瀬和夫 山梨市 大野 20

２６－００３３９ 三澤和祐 山梨市 下神内川 13

２６－００３４０ 三澤益弘 山梨市 下神内川 10

２６－００３４１ 辻則夫 山梨市 一町田中626 10

２６－００３４２ 三枝司 山梨市 - 20

２６－００３４３ 髙田弘 山梨市 山梨地区 30

２６－００３４４ 金丸裕之 甲州市 塩山藤木 30

２６－００３４５ 岸本晴仁 山梨市 － 30

２６－００３４６ 山下孝次 山梨市 万力 20

２６－００３４７ 岩下和也 笛吹市 - 400

２６－００３４８ 末木治 笛吹市 - 470

２６－００３４９ 中村仁 山梨市・甲州市 後屋敷・三日市場・千野 200

２６－００３５０ 伊東敏雄 甲州市 塩山千野 10

２６－００３５１ (有)営農塾マルニ　代表取締役　菊島　　正山梨市・笛吹市・甲州市 － 100

２６－００３５２ (有)ﾋﾟｰﾁ専科ヤマシタ 山梨市 － 14

２６－００３５３
(株)ローソンファーム山梨　代表取締役
手塚　充

山梨市・笛吹市・甲州市 － 100

２６－００３５４ (株)四季菜　代表取締役　山﨑　昇 山梨市 － 30

２６－００３５５
(有)山梨フルーツライン　代表取締役
手塚　建

山梨市・笛吹市・甲州市 － 100

２６－００３５６ 村松賢 南アルプス市 澤登・吉田・十五所・上今井 50

２６－００３５７ 長田英仁 中央市 － 15

２６－００３５８ 窪田憲道 中央市・中巨摩郡昭和町 － 10

２６－００３５９ 久保田公雄 南アルプス市 － 5

２６－００３６０ 入江優 韮崎市 － 30

２６－００３６１
株式会社アペックス　代表取締役　塚原
春美

南アルプス市 今諏訪・西野・下今井 50

２６－００３６２ 富士山麓農業の里(株) 忍野村 内野 200

２６－００３６３ サミット(株)　代表取締役社長　田尻　一 丹波山村 － 10



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）

２６－００３６４
富士山の銘品株式会社代表取締役粟
井英朗　　担当：干谷

富士河口湖町・山中湖村・忍野村 － 500

２６－００３６５ 伊藤一 山梨市 正徳寺 12

２６－００３６６ 降矢隆 山梨市 － 3

２６－００３６７ (有)ぶどうばたけ　代表取締役　三森　斉甲州市 勝沼町 15

２６－００３６８ 日野原廣 笛吹市 春日居町桑戸 20

２６－００３６９ 小澤浩之 笛吹市 － 25

２６－００３７０ 倉田俊彦 笛吹市 御坂町大野寺 30

２６－００３７１ 鷹野卓 笛吹市 御坂町蕎麦塚近辺 20

２６－００３７２ 澤登一治 山梨市 牧丘町倉科 22

２６－００３７３ 農業生産法人葡萄専心(株) 笛吹市 八代町 40

２６－００３７４ 渡辺東 笛吹市 八代町高家 7

２６－００３７５ 加藤勝彦 笛吹市 八代町南 10

２６－００３７６ 清水勝雄 北杜市 高根町 50

２６－００３７７ 石渡毅 北杜市 高根町 50

２６－００３７８ 金丸文晴 南アルプス市 上今諏訪 10

２６－００３７９ 農業生産法人　株式会社　I　JAPAN 笛吹市 石和町 2.5

２６－００３８０ 網野務 笛吹市 御坂町 15

２６－００３８１ 加賀美洋 笛吹市 八代町 20

２６－００３８２ 鶴田良文 笛吹市 八代町 30

２６－００３８３ 杉山光明 笛吹市 御坂町 35

２６－００３８４ 堀内治 富士吉田市 上吉田（城山東） 500

２６－００３８５ 窪田智雄 笛吹市 春日居町 70

２６－００３８６ 農事組合法人　清栄 北杜市 － 40

２６－００３８７ 有限会社梶原農場 甲斐市 － 200


