
NO 届出者名
認定番号

（地域名＋番号）
品目 面積(a)

1 戸田　宏 長野-461 水稲、そば、ブルーベリー 633.6

2 水澤　博人 長野－474 水稲 326

3 黒田　久志 長野－1294 水稲、ブルーベリー 130

4 石田　哲雄 長野-2745
水稲、トマト、スイートコー
ン

179.2

5 関塚　安志 長野－4035 スイートコーン、なす 53

6 会　達二 長野－4042 ピーマン、トマト 3.4

7 浅原　稔 長野－4049 ブルーベリー 1.8

8 荒井　時子 長野－4050 ブルーベリー 0.6

9 荒井　博文 長野－4051
ブルーベリー、トマト、ス
イートコーン、ルバーブ

23.5

10 荒井　房子 長野－4052 ブルーベリー 5

11 池田　加代子 長野－4053 ブルーベリー 0.2

12 池田　たい子 長野－4054 ブルーベリー 1.2

13 池田　平之 長野－4055 ブルーベリー 7

14 大草　裕子 長野－4056 ブルーベリー 15

15 大澤　三香子 長野－4057 ブルーベリー 5

16 川原田　孝一 長野－4058 ブルーベリー 90

17 黒田　良彦 長野－4059
ブルーベリー、スイート
コーン、ルバーブ

22

18 小林　保 長野－4060 ブルーベリー 2

19 小林　広之 長野－4061 ブルーベリー 15

20 小林　政江 長野－4062 ブルーベリー 1.2

21 櫻井　和子 長野－4063 ブルーベリー、ルバーブ 7

22 静谷　和子 長野－4064 ブルーベリー 1

23 杉山　栄 長野－4065 ブルーベリー、ルバーブ 11

24 髙橋　正樹 長野－4066 ブルーベリー 5

25 高松　八寿子 長野－4067
ブルーベリー、トマト、ス
イートコーン、ルバーブ

34.1

26 竹内　栄司 長野－4068 ブルーベリー 7

27 塚本　正明 長野－4069
ブルーベリー、トマト、ル
バーブ

20

28 徳武　洋子 長野－4070
ブルーベリー、トマト、ス
イートコーン、とうがらし

107

29 徳永　正子 長野－4071 ブルーベリー 0.3

30 長原　忠善 長野－4072 ブルーベリー 0.3

31 中村　正勝 長野－4073 ブルーベリー 10.5

32 中村　洋子 長野－4074 ブルーベリー 0.9

33 服部　久美子 長野－4075
ブルーベリー、スイート
コーン、ルバーブ

9.8

34 羽入田　貞夫 長野－4076 ブルーベリー 3

35 馬場　省三 長野－4077 ブルーベリー 12
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36 原山　一子 長野－4078 ブルーベリー 3

37 原山　幸子 長野－4079 ブルーベリー 2.4

38 松木　幸子 長野－4080 ブルーベリー 6

39 宮川　良子 長野－4081 ブルーベリー 7

40 宮岸　いづみ 長野－4082 ブルーベリー 5

41 吉川　ミツ子 長野－4083
ブルーベリー、スイート
コーン、ルバーブ

37

42 吉田　みや子 長野－4084 ブルーベリー 16

43 若月　和子 長野－4085 ブルーベリー 3

44 小林　裕和 長野－4126 水稲 30

45 伊藤　登江子 長野－4127 ルバーブ 5

46 永原　八重子 長野－4128 ルバーブ 3

47 井澤　厚子 長野－4134 スイートコーン 20

48 岩崎　渡海治 長野－4135 ブルーベリー、とうがらし、きゅうり 12

49 岡野　進 長野－4136 アスパラガス 50

50 落合　美千代 長野－4137 トマト、スイートコーン 6

51 風間　昭一 長野－4138 トマト、スイートコーン 94

52 小林　儀市 長野－4139 スイートコーン、ルバーブ 10.3

53 佐藤　定雄 長野－4140 ルバーブ 0.2

54 佐藤　敏昭 長野－4141 トマト、スイートコーン 17

55 佐藤　俊正 長野－4142 トマト、スイートコーン 12

56 佐藤　春幸 長野－4143 トマト、スイートコーン 33

57 佐藤　益美 長野－4144 トマト、スイートコーン 32

58 佐藤　洋平 長野－4145 トマト、スイートコーン、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 361

59 関谷　明 長野－4146 トマト、スイートコーン、ルバーブ 3.7

60 棚橋　末雄 長野－4147 トマト、スイートコーン 12

61 寺嶋　千鶴子 長野－4148 水稲、トマト、スイートコーン 82

62 轟　研一 長野－4149 トマト 7

63 豊田　春子 長野－4150 トマト、スイートコーン 8

64 豊田　千秋 長野－4151 スイートコーン 6

65 中村　知正 長野－4152 トマト、スイートコーン 8

66 望月　和子 長野－4153 トマト 10

67 森田　容植 長野－4154 トマト、スイートコーン 85

68 安川　公夫 長野－4155 トマト 1

69 山川　直子 長野－4156 トマト、スイートコーン、とうがらし 10


