
　 (R4.10.3現在)

氏名 所属 主な活動地域

神立　伸二 (株)クボタ 筑波研修センター
農業機械メーカーのため、
特に活動地域はございません。

矢口　仁也 茨城県農業経営士協会県南支部土浦分会
茨城県　県南地域（かすみがうら市、土浦
市、石岡市）

田上　勝彦 茨城県農業経営士協会県南支部土浦分会 石岡市

森川　良男 茨城県農業経営士協会県南支部稲敷分会 稲敷市

横張　清彦 茨城県農業経営士協会県南支部稲敷分会 稲敷郡阿見町

大曽根　隆 (株)武平ファーム つくば市

市川　智 (農)やわら生産組合 つくばみらい市

石田　和徳 茨城県農業経営士協会 鹿行支部 鉾田市

飯田　等 茨城県農業経営士協会 鹿行支部 神栖市

大川　孝一 茨城県農業経営士協会 鹿行支部 鹿嶋市

設楽　俊夫 茨城県農業経営士協会 県北・県央支部 笠間市

小林　敏郎 茨城県農業経営士協会 県西支部（坂東分会） 坂東市

小松崎　弘光 茨城県農業経営士協会 県西支部（筑西分会） 桜川市

倉持　儀明 茨城県農業経営士協会 県西支部（結城分会） 結城市

大久保　秀和 農事組合法人大久保農園 茨城県久慈郡大子町

綿引　桂太 茨城県農業経営士協会 那珂市

栗原　宣夫 茨城県農業機械士協議会 茨城県県南地域

菊地　茂光 茨城県農業機械士協議会 茨城町

佐川　文一
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市

−
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市

下山田　仁悟
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市

伊藤　新一
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市

大森　勉
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市

沼田　充隆
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市
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渡邉　洋一
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市

斎藤　豊人
高萩市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
高萩支部）

高萩市

小圷　保男
那珂市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
那珂支部）

那珂市

大曽根　栄
那珂市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
那珂支部）

那珂市

和田　勝一
那珂市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
那珂支部）

那珂市

福地　利勝
那珂市農業機械士協議会（茨城県農業機械士協議会
那珂支部）

那珂市

齋藤　学 (株)スズキアムテック 那珂市

嘉成　洸斗 (株)スズキアムテック 那珂市

藤枝　一夫 合資会社集栄社 鉾田市

海野　耕司 (株)海野農機商会 常陸太田市

安達　正剛 (有)安達農機 水戸市

名越　眞一 (株)関東甲信クボタ つくば市

横田　真吾 (株)関東甲信クボタ つくば市

小川　洋幸 (株)ヰセキ関東甲信越 土浦市

柳生　基樹 (株)ヰセキ関東甲信越 土浦市

札　 和史 合資会社村屋農機店 鉾田市

小野瀬　裕 小野屋機販(有) 大洗町

小沼　慶輔 (株)イバノウ ひたちなか市

小島　寛之 (株)カマリ 水戸市

平賀　照一 (株)平賀機工 笠間市

清水　寛明 (有)清水農機商会 高萩市

糸賀　秀徳 茨城県農機具商業協同組合 水戸市

清水　靖裕 茨城県農機具商業協同組合 水戸市

宇野　智之 茨城県農機具商業協同組合 水戸市

寺門　順一 ＪＡ水戸 水戸農機センター 水戸市
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飛田　博志 ＪＡ水戸 常澄農機センター 水戸市

藤田　翔一 ＪＡ常陸 営農部営農企画課 常陸太田市、常陸大宮市

佐伯　聡 ＪＡ茨城旭村 営農指導課 鉾田市

根本　浩樹 ＪＡ茨城旭村 営農企画課 鉾田市　旧旭地区

澤口　良太 ＪAほこた　営農企画推進課 鉾田市

廣田　翔 ＪAほこた　営農企画推進課 鉾田市

根本　丈 ＪＡ稲敷 営農経済部経営支援課 稲敷市

酒寄　智明 ＪＡ稲敷 営農経済部販売課 稲敷市

小駕籠　高志 ＪＡ水郷つくば 営農部販売課 土浦市

宮本　豪 ＪＡ水郷つくば 営農部農産課
土浦市、かすみがうら市等、JA水郷つくば管
内

坂寄　真一 ＪＡつくば市 北部営農経済センター つくば市

中尾　真司 ＪＡつくば市谷田部 経済部農自エネルギー課 つくば市

畑中　利章 ＪＡつくば市谷田部 経済部農自エネルギー課 つくば市

鈴木　浩之 ＪＡやさと 農業機械課 石岡市

水野　五月 ＪＡやさと 農政企画課 石岡市

入江　孝行 ＪＡ北つくば 農機センター 茨城県筑西市等

片庭　淳一 ＪＡ常総ひかり 常総ひかり農機センター 下妻市、結城郡八千代町、常総市

広瀬　忍 ＪＡ常総ひかり 常総ひかり農機センター 下妻市、結城郡八千代町、常総市

高橋　寿和 ＪＡ茨城むつみ 営農部農産課 境町、五霞町、古河市、坂東市

鶴見　卓也 ＪＡ茨城むつみ 営農部園芸課 境町、五霞町、古河市、坂東市

冨山　清孝 JA岩井　農機車両部 坂東市

池田　和生 JA岩井　農機車両部 坂東市

飯島　弘道 ＪＡ全農いばらき 農機営農支援部農業機械課 県内

安藏　　啓 ＪＡ全農いばらき 農機営農支援部農業機械課 県内

野澤　邦明 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネ稲敷かすみ 稲敷市 稲敷郡河内町　等
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郡司　宏一 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネ稲敷かすみ 稲敷市 稲敷郡河内町　等

坂田　友哉 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネかすみがうら かすみがうら市

黒崎　　格 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネ稲敷かすみ 稲敷郡（阿見町・美浦村）

石崎　和麻 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネかすみがうら かすみがうら市

斎藤　重雄 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネ千代田 かすみがうら市

島田　和也 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネ千代田 かすみがうら市

川口　好広 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネ小美玉 小美玉市

大曽根　寛 ＪＡ全農いばらき ＪＡマシーネ小美玉 小美玉市

広瀬　孝之 ＪＡ常陸 笠間農機センター 笠間市

青木　一美 農業総合センター 企画情報部専門技術指導員室 茨城県全域

興津　正一 農業総合センター 企画情報部専門技術指導員室 茨城県全域

川島　直樹 ヤンマーアグリジャパン(株) 阿見町

山下　夕依 ヤンマーアグリジャパン(株) 阿見町

今泉　ゆき 茨城県立農業大学校 茨城県全域

荒木　央 茨城県立農業大学校 茨城県全域

遠藤　雄大 結城地域農業改良普及センター 八千代町

堀江　優衣 鹿行農林事務所経営・普及部門 鹿嶋市、神栖市

小林　憲弘 県北農林事務所 経営・普及部門地域普及第１課 日立市、高萩市、北茨城市

鈴木　遼 常陸大宮地域農業改良普及センター 大子町、常陸大宮市

手塚　彩絵 常陸大宮地域農業改良普及センター 常陸大宮市、大子町

田中館　志都 県央農林事務所 経営・普及部門
水戸市、小美玉市、ひたちなか市、那珂市、
茨城町、大洗町、東海村

宮本　雄太 常陸大宮農業改良普及センター 常陸大宮市

深澤　芳隆 つくば地域農業改良普及センター 取手市、つくばみらい市、守谷市、利根町

松本　英一 笠間地域農業改良普及センター 地域普及課 笠間市・城里町

槙原　智子 鹿行農林事務所経営・普及部門 地域普及第一課 鉾田市
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高木　素紀 鹿行農林事務所経営・普及部門 地域普及二課 鹿嶋市、神栖市

稲葉　大貴
県南農林事務所企画調整部門振興・環境室　農業振
興課

県南農林事務所管内

矢田　和寛 行方地域農業改良普及センター 地域普及第一課 行方市

俵　貞治 行方地域農業改良普及センター 地域普及第二課 行方市、潮来市

皆川　博 県南農林事務所 経営・普及部門 石岡市

松﨑　誠司 県南農林事務所 経営・普及部門 土浦市、かすみがうら市

鶴見　隆敏
茨城県県南農林事務所稲敷地域農業改良普及セン
ター 地域普及第一課

龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、美浦村、阿見
町、河内町

松木　良介 つくば地域農業改良普及センター 地域普及第一課 つくば市

常樂　愛子 つくば地域農業改良普及センター つくばみらい市、守谷市、取手市、利根町

稲毛田　優 結城地域農業改良普及センター 結城市、八千代町

早坂　賢将 結城地域農業改良普及センター 地域普及第二課 常総市

四宮　一隆 坂東地域農業改良普及センター 坂東市、境町、古河市、五霞町

坂井　佳代子 坂東地域農業改良普及センター 坂東市、境町、古河市、五霞町

鈴木　康弘 日立市 産業経済部農林水産課 日立市

武石　直樹 常陸太田市 農政部農政課 常陸太田市

柳瀬　政治 高萩市 産業建設部農林課 高萩市

− 　　− 北茨城市

− 大子町 農林課 久慈郡大子町

− 笠間市 産業経済部農政課 笠間市

勝山　達也 那珂市 農政課 那珂市

瀧田　収 小美玉市 産業経済部農政課 小美玉市

伊藤　翼 小美玉市 産業経済部農政課 小美玉市

長津　英樹 茨城町 生活経済部農業政策課振興グループ 東茨城郡茨城町

興野　隆喜 城里町 農業政策課 城里町

木村　淳 城里町 農業政策課 城里町
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小原　大貴 鹿嶋市 経済振興部農林水産課 鹿嶋市

櫻井　優香 潮来市 環境経済部農政課 潮来市

堀越　周平 神栖市 産業経済部農林課 神栖市

宮内　敏 行方市 経済部農林水産課 行方市

沼田　博満 鉾田市 環境経済部農業振興課 鉾田市

田口　浩太 鉾田市 環境経済部農業振興課 鉾田市

亀崎　光徳 守谷市 生活経済部経済課 守谷市

飯嶋　翔 稲敷市 農政課 稲敷市

清水　大希 かすみがうら市 産業経済部農林水産課 かすみがうら市

浅野　洋一 阿見町 農業振興課 阿見町

斉藤　桂輔 古河市役所 産業部農政課 古河市

羽田　冬馬 古河市役所 産業部農政課 古河市

− 桜川市 経済部農林課 桜川市

中山　展洋 八千代町 産業建設部産業振興課 結城郡八千代町

中山　直 下妻市 経済部農政課 下妻市

− 筑西市役所 経済部農政課 筑西市

− 結城市 経済環境部農政課 結城市

飯田　直樹 坂東市 産業経済部農業政策課 坂東市

倉持　幸治 ＪＡ常陸 大宮農機センター 常陸大宮市

瀬谷　恭平 ＪＡ常陸 大宮農機センター 常陸大宮市

柳谷　聡 ＪＡ常陸 ひたちなか中央農機センター ひたちなか市・那珂市・東海村・日立市

山木　則男 ＪＡ常陸 ひたちなか中央農機センター ひたちなか市・那珂市・東海村・日立市

菊池　博之 ＪＡ常陸 金砂郷農機センター 常陸太田市

根本　和久 ＪＡ常陸 金砂郷農機センター 常陸太田市

枝川　幸弘 ＪＡ常陸 笠間農機センター 笠間市
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梨田　勝寿 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会茨城支部 県北方面

藤原　歳郎 社会保険労務士労働安全コンサルタント藤原事務所 茨城県

松井　玄考 松井産業労働コンサルタント事務所 茨城県、全国

田上　隆多 (株)ＡＧＩＣ 全国

白川　洋輔 (株)ＡＧＩＣ 事業部 全国

岡野　圭祐 おかの農園 小美玉市

高田　圭太 茨城大学 農学部附属国際フィールド農学センター 阿見町、阿見町周辺の市町村

千田　浩之 日本たばこ産業(株) ＪＴファーム 阿見町

熊澤　広明 (株)ツムラ 生薬生産管理部 県南　一部県北

高橋　潤 ＪＡ新ひたち野 営農経済部担い手対策課 石岡市、小美玉市

戸塚　弘 ＪＡ新ひたち野 営農経済部 部長 石岡市、小美玉市

保田　昌宏 ＪＡ新ひたち野 営農経済部担い手対策課 石岡市、小美玉市

菅谷　翼 ＪＡ新ひたち野 営農経済部担い手対策課 石岡市、小美玉市

雨谷　省吾 日本ＧＡＰ協会所属ＪＧＡＰ審査員 全国

宮本　正実 (株)ふしちゃん つくば市

矢口　誠 無し 潮来市　等

張替　慎也 茨城県農業経営士協会 県西支部（坂東分会） 坂東市

藤田　益弘 茨城県農業経営士協会 県西支部（筑西分会） 桜川市

谷田部　好三 谷田部農産 茨城県久慈郡大子町

平沼　孝之 鉾田市 環境経済部農業振興課 鉾田市

長嶋　晃一 日立市 産業経済部農林水産課 日立市

田邉　亮 日立市 産業経済部農林水産課 日立市

金澤　泰俊 JA茨城県中央会　県域営農支援センター農業経営支援室茨城県

酒井　啓子 ＪＡ全農いばらき 農機営農支援部営農支援課 茨城県

飯貝　亮 ＪＡ全農いばらき 農機営農支援部営農支援課 茨城県



氏名 所属 主な活動地域

平城　望 ＪＡ全農いばらき 農機営農支援部営農支援課 茨城県


