
　 (R3年度受講日現在)

氏名 所属 主な活動地域

星野　孝 ＪＡ赤城たちばな 農産園芸課 北橘町、赤城町

塚本　匡紀 ＪＡ前橋市 荒砥ＭＣ 前橋市

松島  知史 ＪＡ佐波伊勢崎 伊勢崎市

新井　学 ＪＡ佐波伊勢崎 営農支援課 伊勢崎市、玉村町

矢島　右也 ＪＡたかさき 北部ＭＣ 高崎市

柴田　浩行 ＪＡたかさき 営農部兼経済部
高崎市（ＪＡたかさき管内）、佐波郡玉村町
坂井地区

飯野　貴士 ＪＡはぐくみ 榛名ＭＣ 榛名、箕郷、群馬町、倉渕

児嶋　賢治 ＪＡはぐくみ 営農部営農販売課 高崎市

下平　将成 ＪＡはぐくみ 営農部営農販売課 高崎市

清水　聖也 ＪＡはぐくみ 営農部営農販売課 高崎市（旧群馬町、箕郷町地区）

中根　晋吾 ＪＡたのふじ 藤岡農機ＭＣ 藤岡市、高崎市吉井町

山崎　恒一 ＪＡ甘楽富岡 農機センター 甘楽郡、甘楽町

黛　一希 ＪＡ甘楽富岡 営農振興課 富岡町、甘楽町、妙義町、下仁田町、南牧村

伊藤　孝展 ＪＡ碓氷安中 碓氷安中ＭＣ 安中市

櫻井　隆寛 ＪＡ碓氷安中 営農課 安中市

生方　泰宏 ＪＡ北群渋川 子持ＭＣ 渋川市

宮﨑　智裕 ＪＡあがつま 畜産部 吾妻郡

松井　裕一 ＪＡあがつま 農産部 東吾妻町、中之条町、高山村

福原　紀広 ＪＡあがつま 農産部(農機センター) 吾妻郡

小嶋　良樹 ＪＡ嬬恋村 営農畜産課 嬬恋村

熊川　敦也 ＪＡ嬬恋村 営農畜産課 嬬恋村

木内　俊 ＪＡ利根沼田 オートパル南部 利根郡みなかみ町

須永　望 ＪＡにったみどり 新田ＭＣ 太田市新田

林　幸汰 ＪＡにったみどり 新田ＭＣ 太田市新田
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長澤　秀彰 ＪＡ太田市 太田市ＭＣ 太田市

荻原　伸斗 ＪＡ太田市 太田市ＭＣ 太田市

今泉　雄大 ＪＡ邑楽館林 農畜産部営農対策課 館林市、邑楽郡

塚越　貴大 ＪＡ邑楽館林 園芸部園芸企画課 館林市、邑楽郡

齋藤　行輝 ＪＡ邑楽館林 経済部農業機械課 館林市、邑楽郡

加部　涼太 全農ぐんま 農業機械課 ＪＡ利根沼田、前橋市、たかさき、北群渋川

田子　悠斗 全農ぐんま 農業機械課
ＪＡあがつま、はぐくみ、碓氷安中、甘楽富
岡、たのふじ

井田　千裕 ＪＡ群馬中央会 担い手支援部 群馬県

木村　啓吾 群馬ヰセキ販売(株) 群馬県

木村　聡志 群馬ヰセキ販売(株) 群馬県

磯貝　義久 (株)群馬クボタ 富岡市、安中市

井野　順二 (株)関東甲信クボタ 第１営業部 群馬県

樺沢　昌広 (株)関東甲信クボタ 前橋サービスセンター 群馬県

天田　知久 三菱農機販売(株) 群馬支店 群馬県

青木　誠 (株)アオキ 利根郡、沼田市

岡田　徹 (有)岡田農蚕機商店 利根郡、沼田市

柿沼　俊文 前橋市役所 農政課 前橋市

荻野　裕貴 渋川市役所 産業観光部農政課 渋川市

小林　幹文 藤岡市 農政課農業振興係 藤岡市

− 太田市 農業政策課 太田市

− 太田市 農業政策課 太田市

羽鳥　恭章 利根沼田農業事務所 農業振興課 利根沼田地域

石井　文恵 西部農業事務所 農業振興課
高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、
甘楽郡

齋藤　穂高 東部農業事務所 農業振興課
桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉
町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

前田　宏美 農業技術センター 　　−
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− 中部農業事務所 普及指導課 前橋市

− 中部農業事務所 普及指導課 前橋市

四方田　正美 蚕糸技術センター 群馬県内

泉野　智 利根沼田農業事務所 普及指導課 利根沼田地域

髙𣘺　陸 富岡地区農業指導センター 富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町

新井　理沙 中部農業事務所 普及指導課 前橋市

千木良　昭宏 藤岡地区農業指導センター 藤岡市、多野郡神流町、多野郡上野村

青木　寛道 西部農業事務所 普及指導課
高崎市、安中市、藤岡市、富岡市、甘楽郡、
多野郡

小林　知史 吾妻農業事務所 普及指導課 吾妻地域

飛田　雄佑 藤岡地区農業指導センター 藤岡市、多野郡神流町、多野郡上野村

− 吾妻農業事務所 普及指導課 吾妻地域

関野　凱一 東部農業事務所 普及指導課 太田市

瀬下　純央 東部農業事務所 普及指導課 太田市

五十嵐　暢之 技術支援課 群馬県内

− 館林地区農業指導センター 館林市、邑楽郡

柳澤　幸雄 渋川地区農業指導センター 渋川市、吉岡町、榛東村

新部　環 東部農業事務所 普及指導課 太田市

飯塚　弘明 技術支援課普及指導室 群馬県内

山本　光一 技術支援課普及指導室 群馬県内

武藤　彰宏 技術支援課普及指導室 群馬県内

寺村　裕司 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会群馬支部 群馬県内

吉田　惠洋 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会群馬支部 県央・東毛

髙橋　清志 (有)カネエイ レタス部会 昭和村

斉藤　貴幸 ＪＡ利根沼田 利根郡、沼田市

小田桐　好江 (合)おだぎり菜園 利根郡
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町田　和哉 (株)町田野菜園 群馬県

蓼沼　優 東部農業事務所 普及指導課 太田市

新井　裕太 農林大学校 研修部就農支援係 群馬県内

桒原　雅樹 ＪＡ北群渋川 営農経済部営農経済戦略室 渋川市、吉岡町、榛東村

井野　有実子 伊勢崎地区農業指導センター 伊勢崎市、玉村町


