
借受希望者一覧

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）
備考

２６－００００１ 石原俊明 笛吹市 八代町、御坂町 50
２６－００００２ 株式会社佐藤農園　代表取締役　佐藤優一 山梨市、甲州市、笛吹市、甲府市 － 100
２６－００００３ 阪下哲司 山梨市 南、北、江曽原 30～50
２６－００００４ 小野晃良 山梨市、笛吹市 加納岩、八幡、江曽原、春日居 50
２６－００００５ 田村邦彦 笛吹市 一宮、神沢、東新居 30
２６－００００６ 菊地典雄 山梨市 牧丘町倉科 20
２６－００００７ 松岡数人 甲州市、山梨市 塩山、牧丘町 30～50
２６－００００８ 平井雄一郎 山梨市 － 10～30
２６－００００９ 株式会社桑郷　代表取締役　楠三貴 市川三郷町 － 200
２６－０００１０ 工藤　昇 甲州市 塩山西広門田、熊野、下塩後、上塩後 50
２６－０００１１ 有限会社萩原フルーツ農園　代表取締役　萩原貴司 山梨市 － 50
２６－０００１２ 小林英樹 山梨市 － 50
２６－０００１３ 佐藤信也 市川三郷町 大塚、上野 30
２６－０００１４ ハーブショップＹＯＵ・樹　武井正征 昭和町、中央市、南アルプス市 河東中島、上河東、紙漉阿原、玉穂町、八田、芦安 50～１００
２６－０００１５ 丸山広樹 南アルプス市 南湖、江原 300
２６－０００１６ ペイザナ農事組合法人　代表理事小山田幸紀 山梨市、甲州市、笛吹市 － 200
２６－０００１７ 舟久保寿江 甲斐市 牛句、天狗沢、龍地 30
２６－０００１８ 跡部祐一 笛吹市 八代町 30
２６－０００１９ 菊島史登 笛吹市 境川町、八代町米倉 50
２６－０００２０ 青木栄一 山梨市 牧丘町 30～50
２６－０００２１ 農業生産法人　銀河農園まきおか合同会社 山梨市 － 100
２６－０００２２ 椎野弓子 北杜市 明野町 10
２６－０００２３ 形見俊二郎 南アルプス市 － 100
２６－０００２４ 五味丈仁 韮崎市 藤井町坂井、駒井 20
２６－０００２５ 相山拓也 韮崎市 穂坂町三ツ澤 60
２６－０００２６ 小笠原康晴 韮崎市、北杜市 穂坂町、明野町 100
２６－０００２７ 株式会社炭香ファーム　代表取締役　小俣　強 都留市 － 400
２６－０００２８ 沢野哲弥 北杜市 高根町、長坂町、大泉町 30
２６－０００２９ 有限会社梶原農場 中央市、北杜市、市川三郷町 200
２６－０００３０ 株式会社アグリ甲斐　代表取締役　塩島豊一 市川三郷町 － 10
２６－０００３１ 有限会社マルサフルーツ農園　代表取締役　古屋貞一 笛吹市 一宮町 30
２６－０００３２ 農事組合法人種をまく人　代表理事　納見博文 中央市 － 10～
２６－０００３３ 株式会社なかむら　代表取締役　中村仁 山梨市、甲州市 後屋敷、三ヶ所、三日市場、千野他 200
２６－０００３４ 宇佐美達也 北杜市 小淵沢町、大泉町、白州町 100
２６－０００３５ 大野正浩 北杜市 長坂町大井ヶ森 10
２６－０００３６ 藤原建生 北杜市 高根町清里、長坂町大八田 20
２６－０００３７ 井上実 甲府市 横根町、桜井町、和戸町、川田町 30
２６－０００３８ 三次茂 北杜市 高根町下蔵原 20
２６－０００３９ 株式会社赤坂農場代表取締役　小林輝男 甲斐市 面積等計画中

２６－０００４０ 仲田博之 北杜市 大泉町谷戸（五里畑） 20
２６－０００４１ オーガニックライフ八ヶ岳(株) 北杜市 小淵沢町 50
２６－０００４２ 清水一平 甲斐市 岩森、宇津谷、大垈、菖蒲澤、龍地、団子新居 15～30
２６－０００４３ 粕谷一行 南アルプス市 八田、百々、在家塚、西野 30
２６－０００４４ 池川雄二 市川三郷町 上野（矢作地） 100
２６－０００４５ 奥秋久 都留市 － 100
２６－０００４６ 高安義洋 南アルプス市 飯野、有野、百々、飯野新田、曲輪田新田、曲輪田 50
２６－０００４７ 原田聖司 韮崎市 大草 最低5～
２６－０００４８ 長谷部野歩 南アルプス市 白根地区、西野 50
２６－０００４９ 馬場雄一 北杜市 高根町下黒沢、小池、蔵原 30
２６－０００５０ 安岡宏二 甲府市 小瀬町、上町、下小河原町 10～20
２６－０００５１ 長峰功昌 南アルプス市 飯野 20
２６－０００５２ 新後孝 山梨市、甲州市 牧丘町 100
２６－０００５３ スズラン酒造工業有限会社　代表取締役　小池律男 笛吹市・中央市 豊富 1,000
２６－０００５４ 森聡 市川三郷町 ― 50
２６－０００５５ 有限会社モンテローザファーム　代表取締役　大神輝博 忍野村、富士吉田市、山中湖村 ― 160
２６－０００５６ 株式会社ワザーリ白州ファーム代表取締役　西川誠一 北杜市 白州町鳥原 60～100
２６－０００５７ 田川桐彦 北杜市 大泉町西井出 50
２６－０００５８ 村田匡央 甲斐市 敷島 50
２６－０００５９ 雨宮政揮 笛吹市 一宮町竹原田 30
２６－０００６０ 杉山克己 市川三郷町 大塚 50
２６－０００６１ 千葉夕香里 韮崎市 穂坂町 100
２６－０００６２ ワンドリーズ株式会社代表　名執雅之 南アルプス市、富士川町 南湖 1,500
２６－０００６３ 手塚紀人 南アルプス市 西野、吉田 40
２６－０００６４ 株式会社　旬果市場　代表取締役　小林智斉 甲府市 上向山町 50
２６－０００６５ 雨宮由規 甲州市 － 30～50
２６－０００６６ 田中晃樹 北杜市 高根町蔵原 30
２６－０００６７ 農業法人えべし　石原伸治 笛吹市 － 50
２６－０００６８ 農業生産法人　上野原ゆうきの輪　合同会社　代表社員　杉本公司 上野原市 芦垣、新田、上野原、大椚、大野、四方津、鶴川、松留、八ツ沢 100
２６－０００６９ 株式会社東夢　代表取締役　高野英一 甲州市 勝沼町 100
２６－０００７０ 大沼浩 山梨市 ― 40
２６－０００７１ ファームＨＩＲＯ 北杜市、韮崎市、甲斐市、甲府市、南アルプス市 ― 30～100
２６－０００７２ 仲平一富 山梨市 七日市場周辺 10
２６－０００７３ 池田元気 韮崎市 穂坂町宮久保 10
２６－０００７４ 小笠原聡 南アルプス市 上宮地 100
２６－０００７５ 小田みどり 甲州市 塩山藤木、三日市場、小屋敷 50
２６－０００７６ 石井健太郎 南アルプス市 野牛島 150
２６－０００７７ 株式会社田村組　代表取締役　田村学 上野原市 - 10
２６－０００７８ ハラグチファーム　原口鉄馬 都留市 - 100
２６－０００７９ 農事組合法人茶工房まるわ　代表理事　一瀬辰治 南部町 - 20
２６－０００８０ 有限会社前島園芸　代表取締役　前島郁夫 笛吹市 八代町、御坂町、石和町、境川町 40
２６－０００８１ 根津弘毅 市川三郷町 下大鳥居及びその周辺 200
２６－０００８２ 峰岸弘輔 韮崎市、甲斐市 穂坂町、宇津谷 30
２６－０００８３ 千葉祐彦 韮崎市、甲斐市 穂坂町、（旧双葉、敷島） 100
２６－０００８４ 佐藤秀次 都留市 大原 300
２６－０００８５ 本間有喜 韮崎市、北杜市 穴山町周辺 30
２６－０００８６ 金丸等、恵太 甲斐市、北杜市 篠原、旧双葉町 300
２６－０００８７ 小林賢一 笛吹市、山梨市 春日居町、一宮町、万力 30
２６－０００８８ 株式会社アペックス　代表取締役　塚原春美 南アルプス市 下今諏訪周辺 100
２６－０００８９ 功刀悠 南アルプス市 西野 50
２６－０００９０ カルタロット株式会社　根津和彦 鳴沢村、笛吹市 - 200
２６－０００９１ 株式会社丸章ファーム　代表取締役　古屋聡一 笛吹市 一宮町周辺 30
２６－０００９２ 宮下正名 富士吉田市 大明見（田圃、松ノ木、鴨川、桧林） 100
２６－０００９３ 髙木康裕 北杜市、韮崎市 長坂町日野、白州町台ヶ原、中田町中條 40
２６－０００９４ 保坂和男 韮崎市、甲斐市、中央市、富士川町 西八幡、田富、増穂 30
２６－０００９５ 宮下師貴 富士吉田市 大明見（前平山、柳畑） 50


