
令和4（2022）年12月31日現在

栃木市

大宮地区 皆川地区 吹上地区 寺尾地区 国府地区 富山地区 瑞穂地区

出井　邦治 大森　康男 青木　徹 生澤　常明 荒川　正浩 井上　俊男 荒川　則夫

大豆生田　全毅 熊倉　武夫 赤羽根　成夫 大平　昌男 板橋　健一 大出　栄志 稲田　邦雄

大森　康男 藤掛　裕也 生澤　常明 久保田　利雄 出井　康夫 大出　裕造 大出　栄志

片柳　信芳 柴　泰弘 臼井　文雄 椎名　俊裕 大塚　幸八 大豆生田　全毅 大出　裕造

熊倉　清一 増山　信行 小倉　一吉 柴　泰弘 大塚　智康 熊倉　清一 大島　清志

毛塚　信道 Monkeyfarm（株） 小宮　正利 中田　和成 大山　惠久 須藤　忠 大豆生田　全毅

島田　明 増田　勝 野尻　一夫 （株）グリーンウインド 片柳　信芳 須藤　法男 熊倉　清一

鈴木　克昌 平野　仁志 藤掛　裕也 湯本　将明 熊倉　三郎 田中　誠 毛塚　信道

早乙女　利夫 （株）グリーンウインド 柴　泰弘 熊倉　清一 永田　英人 國分　博

多賀谷　正明 湯本　将明 増山　信行 粂川　高徳 舩田　公平 田名網　利喜

田中　保 ㈱グリーンファームしもつけ 毛塚　信道 ㈱Tanaka Farm誠 寺内　真奈生

寺内　真奈生 （農）湧水の里かわらだ 近藤　文二 Monkeyfarm（株） 若菜　忠一

舟田　尚登 赤羽根　誠 島田　明 （株）グリーンウインド 永田　久男

渡邊　栄三 （株）酪農グループアオキ 長　正弘 (農)夢耕房

渡邉　克明 （株）グリーンウインド 伏木　道子 Monkeyfarm（株）

㈱アドバンス 湯本　将明 渡邉　克明 熊倉　由光

㈱グリーンファームしもつけ ㈱アドバンス 富山　正巳

㈲タムラファーム ㈱グリーンファームしもつけ （株）グリーンウインド

川中子　康文 サンファーム・オオヤマ

Monkeyfarm（株） 大山　光一

合同会社　たむら畜産 農業栃木（農）

篠原　眞一 川中子　康文

神田　誠司 塚原　久美子

（株）グリーンウインド 長　貞一

湯本　将明 Monkeyfarm（株）

青木　芳久



令和4（2022）年12月31日現在

大宮地区 皆川地区 吹上地区 寺尾地区 国府地区 富山地区 瑞穂地区

渡辺　大五

（株）グリーンウインド



令和4（2022）年12月31日現在

水代地区 部屋地区 赤麻地区 三鴨地区 藤岡地区 家中地区 赤津地区

荒川　則夫 荒川　正之 阿部　正賢 阿部　正賢 秋葉　忠司 青木　保 青木　邦男

大久保　矩男 五十嵐　芳夫 五十畑　庄司 五十畑　庄司 五十畑　庄司 青木　徹 青木　保

大久保　誠 石塚　孝市 石塚　明 海老沼　義男 石塚　明 青木　良春 青木　徹

大出　栄志 大出　栄志 海老沼　義男 加藤　元一 小関　昇 赤羽根　成夫 青木　良春

大出　裕造 大出　裕造 大島　肇 加藤　弘嗣 関塚　毅司 出井　康夫 赤羽根　成夫

大島　清志 大島　肇 加藤　弘嗣 上岡　富夫 高橋　輝 大塚　幸八 安生　秀夫

大𣘺　貴之 大𣘺　貴之 関口　美明 関口　美明 水戸部　博信 大塚　智康 氏家　幸一

大出　豊 毛塚　渡 福地　幸夫 関塚　毅司 早乙女正司 大橋　智 大橋　智

熊倉　清一 篠原　正巳 横田　久雄 野口　理一郎 田名網　眞一 大森　康男 大森　康男

小森谷　雅己 大𣘺　政雄 小関　昇 福地　幸夫 武川　貴嘉 熊倉　清一 郡司　和勇

高橋　輝 田熊　良夫 上岡　秀幸 横田　久雄 江戸屋農産㈱ 粂谷　秀雄 小倉　一吉

田中　誠 谷内　正治 水戸部　博信 永島　博行 ㈲大室養鶏場 小倉　一吉 落合　正

中島　英明 谷内　仁 早乙女正司 加藤　武 関口　孫一郎 毛塚　静雄 柏倉　兵賢

永田　英人 田村　健治 大出　栄志 小関　昇 池田　奨平 斉藤　昌已 毛塚　明

永田　久男 田中　潔 大出　裕造 上岡　秀幸 平野　仁志 佐藤　哲雄 毛塚　一夫

舩田　公平 江戸屋農産㈱ 田村　健治 水戸部　博信 （株）グリーンウインド 佐藤　政男 毛塚　重信

(農)あらい ㈱Ｆ・わたなべ 田名網  眞一 早乙女正司 柴田　徹 早乙女　勝男 毛塚　静雄

いしづかファーム㈱ 影山　洋 武川　貴嘉 田名網　眞一 早乙女　新寿 毛塚　博幸

江戸屋農産㈱ 大橋　豊 江戸屋農産㈱ 武川　貴嘉 早乙女　佳央 癸生川　武

(株)ほんごう農場 大橋　弘一 石川　義夫 ㈲大室養鶏場 長　正弘 篠木　利一

㈱Ｆ・わたなべ 小野　照雄 関口　文雄 永澤　一男 伏木　和男 関口　清治

㈱Tanaka Farm誠 大山　善夫 小野　光男 小関　和久 伏木　健治 葉山　登一

Monkeyfarm（株） 石塚　征夫 若林　春雄 川島　久幸 古澤　源一郎 渡辺　昭男

石川　悟 石塚　一雄 小林　民男 加藤　茂 松本　昇太 （株）モランゴファーム

岡本　栄二 田村　生宏 手呂内　齊 （株）グリーンウインド 渡邉　茂 藤平　隆寿

戸井田　博 五百部　昇 （株）グリーンウインド 渡邉　孝 谷原　直



令和4（2022）年12月31日現在

水代地区 部屋地区 赤麻地区 三鴨地区 藤岡地区 家中地区 赤津地区

柴田　徹 稲葉　青史 ㈱アドバンス 神子谷　雄司

青木　則夫 (農)ファームますづか 小平　清光

（株）グリーンウインド 谷原　直 （株）アドバンス

柴田　徹 （株）モランゴファーム 山本　嘉男

根本　壽一 関口　邦夫

佐藤　和子 大川　德一

篠﨑　隆宏 篠﨑　隆宏

谷田貝　悛一 青木　吉男

渡辺　政雄 小道　泰紀

古澤　喜平 青木　民夫

中田　和成 坂田　利夫

赤羽根　誠 藤平　享史

渡辺　秀典 成瀬　孝行

㈱楽農グループアオキ 赤羽根　誠

鳩山　良之 若林　春雄

渡辺　大五 ㈱楽農グループアオキ

臼井　直人 中田　勇

（株）グリーンウインド 渡邉　健一郎

湯本　将明 渡邉　勉

小曽根　一男

鈴木　君子

高田　昭一

（株）グリーンウインド

湯本　将明



令和4（2022）年12月31日現在

西方地区 真名子地区 小野寺地区 岩舟地区 静和地区

青木　保 氏家　幸一 板橋　聖之 稲葉　功 青木　則夫

青木　徹 大森　康男 柴﨑　恒次 大塚　佳延 稲葉　功

青木　良春 阿久津　恭教 ㈲大室養鶏場 鈴木　秀幸 井上　俊男

大塚　幸八 （株）グリーンウインド （株）しばさきファーム 須藤　法男 井谷田　努

大塚　智康 平野　仁志 関口　美明 大出　栄志

大森　康男 （株）秋澤ﾌｧｰﾑ 田中　正太郎 大出　裕造

小倉　一吉 （株）グリーンウインド 田中　誠 大竹　通雄

片柳　信芳 永島　勇 大塚　佳延

(株)磯町アグリサポート 福地　幸夫 落合　晃雄

阿久津　恭教 武川　貴嘉 櫻井　芳久

赤羽根　成夫 ㈲大室養鶏場 柴﨑　恒次

㈱楽農グループアオキ (農)まがのしま 須藤　法男

（株）グリーンウインド ㈱Tanaka Farm誠 高橋　輝

野口　誠一 田中　正太郎

（株）しばさきファーム 田中　誠

平野　仁志 永島　勇

鈴木　操 永島　清貴

鈴木　信夫 福田　宏巳

（株）グリーンウインド 福地　幸夫

舩田　公平

三柴　昇

㈲柿沼商店

(農)まがのしま

㈱Tanaka Farm誠 

（株）しばさきファーム

平野　仁志



令和4（2022）年12月31日現在

西方地区 真名子地区 小野寺地区 岩舟地区 静和地区

（株）グリーンウインド


