
令和元年５月現在

ＮＯ． 氏名 在住市町村 営農形態
1 秋本　秀充 神奈川県横浜市 露地野菜
2 足立　勇 神奈川県横浜市 露地野菜
3 荒木　裕司 神奈川県横浜市 花き、果樹
4 有田　康紀 神奈川県横浜市 露地野菜
5 石井　芳明 神奈川県横浜市 施設野菜
6 石川　照雄 神奈川県横浜市 露地野菜、果樹
7 内田　洋幸 神奈川県横浜市 露地野菜
8 加藤　保 神奈川県横浜市 施設花き
9 坂倉　龍彦 神奈川県横浜市 露地野菜
10 佐野　芳晴 神奈川県横浜市 施設野菜
11 鈴木　賢紀 神奈川県横浜市 露地野菜、果樹
12 関戸　裕一 神奈川県横浜市 施設花き
13 武内　嘉一郎 神奈川県横浜市 施設花き
14 平本　英一 神奈川県横浜市 露地野菜
15 平本　光彦 神奈川県横浜市 施設花き
16 福田　充男 神奈川県横浜市 施設花き
17 松田　義雄 神奈川県横浜市 花き
18 村田　健一 神奈川県横浜市 果樹
19 餅田　達也 神奈川県横浜市 露地野菜
20 八木下　孝司 神奈川県横浜市 露地野菜
21 横山　清 神奈川県横浜市 養豚
22 松本　こずえ 神奈川県横浜市 露地野菜、施設野菜
23 秋山　智男 神奈川県川崎市 施設花き
24 福田　努 神奈川県川崎市 酪農
25 持田　正 神奈川県川崎市 果樹
26 穐本　智 神奈川県横須賀市 露地野菜
27 岩﨑　覚 神奈川県横須賀市 露地野菜
28 岩澤　剛 神奈川県横須賀市 養鶏
29 島野　幸道 神奈川県横須賀市 露地野菜、施設野菜
30 志村　叔幸 神奈川県横須賀市 露地野菜、施設野菜、果樹
31 鈴木　浩之 神奈川県横須賀市 露地野菜
32 関口　健 神奈川県横須賀市 酪農
33 角井　浩一 神奈川県横須賀市 露地野菜、果樹
34 永野　茂樹 神奈川県横須賀市 露地野菜、施設野菜
35 西脇　綾子 神奈川県横須賀市 施設野菜
36 長谷川　孝志 神奈川県横須賀市 露地野菜
37 原田　明 神奈川県横須賀市 露地野菜
38 原田　靖久 神奈川県横須賀市 露地野菜
39 石橋　友平 神奈川県三浦市 露地野菜
40 石渡　秀樹 神奈川県三浦市 露地野菜
41 川島　義徳 神奈川県三浦市 露地野菜
42 高梨　葉子 神奈川県三浦市 露地野菜
43 三留　直登 神奈川県三浦市 露地野菜
44 山崎　信廣 神奈川県三浦市 露地野菜
45 田中　隆城 神奈川県三浦市 露地野菜
46 伊藤　克己 神奈川県三浦市 露地野菜、果樹
47 青木　浩一 神奈川県藤沢市 施設花き
48 神山　浩幸 神奈川県藤沢市 果樹
49 小菅　功 神奈川県藤沢市 施設花き
50 須田　裕 神奈川県藤沢市 酪農
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51 関水　廣行 神奈川県藤沢市 施設野菜、果樹
52 永田　誠 神奈川県藤沢市 露地野菜、施設野菜、施設花き（野菜苗、花苗）

53 長谷川　登 神奈川県藤沢市 露地野菜、施設花き
54 湯澤　与志男 神奈川県藤沢市 施設花き
55 吉田　光晴 神奈川県高座郡寒川町施設野菜・施設花き・作物
56 落合　靖夫 神奈川県鎌倉市 露地野菜・施設野菜
57 伊藤　章 神奈川県秦野市 露地野菜、施設野菜
58 伊奈　清 神奈川県秦野市 露地野菜、施設野菜
59 門倉　敏夫 神奈川県秦野市 養豚
60 北村　睦 神奈川県秦野市 施設花き
61 高梨　孝 神奈川県秦野市 茶
62 谷　茂 神奈川県秦野市 施設花き
63 原　郁夫 神奈川県秦野市 水稲、植木
64 三留　文雄 神奈川県秦野市 施設花き
65 山口　勇 神奈川県秦野市 茶
66 山口　一夫 神奈川県秦野市 露地野菜、果樹
67 山口　孝嘉 神奈川県秦野市 露地野菜、花き、施設花き
68 和田　稔 神奈川県秦野市 施設花き
69 冨田　茂靖 神奈川県秦野市 施設花き
70 草山　邦彦 神奈川県秦野市 施設花き
71 秋澤　雅美 神奈川県小田原市 果樹、野菜
72 石井　久喜 神奈川県小田原市 露地野菜、果樹
73 小清水  淑江 神奈川県小田原市 施設野菜
74 菊地　敏春 神奈川県南足柄市 茶
75 下澤　誠一 神奈川県大井町 果樹
76 春田　耕平 神奈川県相模原市 露地野菜
77 菱山　喜章 神奈川県相模原市 露地野菜、植木
78 吉見　敦司 神奈川県相模原市 露地野菜、施設野菜
79 和泉　大樹 神奈川県相模原市 露地野菜
80 清田　哲司 神奈川県平塚市 施設野菜
81 落合　重雄 神奈川県平塚市 施設花き
82 杉山　圭一 神奈川県平塚市 施設野菜
83 秋山　孝之 神奈川県平塚市 施設野菜
84 浜田　昌伯 神奈川県平塚市 酪農
85 二宮　光正 神奈川県平塚市 施設花き
86 大澤　実清 神奈川県平塚市 施設花き
87 猪俣　貢 神奈川県平塚市 露地野菜
88 露木　邦夫 神奈川県平塚市 花き、施設花き
89 瀬野　保夫 神奈川県平塚市 露地野菜
90 曽根　寿英 神奈川県座間市 施設花き
91 武井　哲也 神奈川県海老名市 施設野菜


