
　 (R3年度受講日現在)

氏名 所属 主な活動地域

篠原　康彦 ＪＡ長野八ヶ岳 農業部企画振興課 南佐久郡

斉藤　一成 ＪＡ信州うえだ 農業機械課塩田農機センター 上田市、東御市、長和町、青木村

森山　直光 ＪＡ信州諏訪 営農部営農企画課 諏訪郡　６市町村

井深　宏彰 　　− 飯田市、下伊那郡

− ＪＡ洗馬 経済部営農指導課 塩尻市大字洗馬地区内

− ＪＡグリーン長野 篠ノ井農業機械センター 長野市南部（JAｸﾞﾘｰﾝ長野管内）

服部　真一 ながの農業協同組合 経済部工機燃料課 長野県北信地域、東信地域

吉澤　大和 あづみ農業協同組合 営農経済事業部農業企画課
安曇野市穂高、堀金、豊科、三郷、松本市梓
川、安曇、奈川

渡辺　武志 ＪＡ大北 南部工機燃料センター 松川村、大町市社、大町市常盤

山口　剛 ＪＡ長野中央会 営農農政室営農支援センター 長野市

栁澤　和也 (一財)日本農村医学研究会 日本農村医学研究所 長野県全域

高見澤　孝享 長野県農業機械士協議会 　　−

栁沢　勝 長野県農業機械士協議会 小諸市

林　修一 長野県農業機械士協議会 塩尻市

高見澤　辰雄 南牧村農業機械士会 南牧村

清水　信 長野県農業機械士協議会 小諸市

石川　伸次 長野県農業機械士協議会 上伊那郡

清水　正督 長野県農業機械士協議会 中野市、下高井地域

清水　絵美 長野県農業機械士協議会 中野市、下高井地域

武田　泰彰 長野県農業機械士協議会 　　−

三井　仙一郎 南牧村農業機械士会 南牧村

芳川　泰幸 長野県農業機械士協議会 須坂市、小布施町

関谷　勇介 長野県農業士会 上高井地域

竹内　敦夫 長野農業農村支援センター 小諸市
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綿貫　隆利 (株)関東甲信クボタ 中部技術部 長野県全域

三枝　忠 (株)関東甲信クボタ 本社営業部 長野県全域

横沢　忠彦 (株)関東甲信クボタ 中部担い手推進部 長野県全域

五味　雄平 (株)関東甲信クボタ 中部技術部 長野県全域

丸山　亮一 (株)ヰセキ関東甲信越 甲信事務所 長野市

近藤　和也 (株)ヰセキ関東甲信越 甲信事務所 長野市

三石　武宜 (株)ヰセキ関東甲信越 甲信事務所 長野市

大澤　亮平 三菱農機販売(株) 関東甲信越支社長野支店 長野県全域、長野市

渡邉　英世 (株)渡辺作意商店
小諸市、佐久市、御代田町、軽井沢町、立科
町

有賀　勝利 (株)渡辺作意商店
小諸市、佐久市、御代田町、軽井沢町、立科
町

開嶋　慎悟 (株)チクマスキ 長野県中信地域

−
全国農業協同組合連合会長野県本部 東信事業所営農
資材課

　　−

−
全国農業協同組合連合会長野県本部 南信事業所営農
資材課

　　−

−
全国農業協同組合連合会長野県本部 中信事業所営農
資材課

　　−

−
全国農業協同組合連合会長野県本部 生産購買部農業
機械課

　　−

小澤　俊輔 佐久市 経済部農政課 佐久市

中嶋　晴基 　　− 　　−

水間　昭 北相木村役場 経済建設課 南佐久郡

袖山　和樹 軽井沢町 観光経済課農林振興係 北佐久郡軽井沢町

市川　潤 立科町役場 産業振興課 農林係 北佐久郡立科町大字芦田2532

勝山　聡 佐久農業農村支援センター 佐久市等

笹井　洋二 上田市役所 農林部農政課農業振興係 上田市

− 　　− 東御市

片山　雅史 青木村役場 建設農林課 青木村

桜井　敏宏 上田農業農村支援センター 技術経営普及課 上田市、東御市、長和町、青木村
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田中　千恵 原村農林課 原村

小池　英彦 諏訪農業農村支援センター 技術経営普及課 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

北澤　豊 諏訪農業農村支援センター 技術経営普及課 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

池上　英孝 駒ヶ根市役所 産業部農林課農政係 駒ヶ根市

赤羽　咲紀 上伊那農業農村支援センター 上伊那地域

倉科　妙香
南信州農業農村支援センター 技術経営普及課地域第
一係

下伊那郡豊丘村、喬木村

尾曽　友治 豊丘村役場 産業建設課農政係営農支援センター 豊丘村

岩崎　友香 木曽農業農村支援センター 木曽郡

秋山　直之 松本市役所 農政課 松本市

森野　富美子 (公財)生坂村農業公社 生坂村村内

− 山形村役場 産業振興課 山形村

木下　琢麻 北アルプス農業農村支援センター 技術経営普及課 北アルプス地域（５市町村）

小林　茂敏 大町市役所 農林水産課農業振興係 大町市

丸山　智史 池田町役場 産業振興課農政係 北安曇郡　池田町

鷲澤　涼 小谷村役場 観光地域振興課農林係 小谷村

唐澤　将 千曲市 経済部農林課 千曲市

牧野　健一 長野市 農業政策課 長野市

松井　和也 長野市 農業政策課 長野市

神戸　吉市 長野農業農村支援センター 技術経営普及課 長野市

岡田　貴大 小布施町役場 産業振興課農業振興係 上高井郡小布施町

− 須坂市 農林課 須坂市

田中　大輝 飯山市役所 経済部農林課農業振興係 飯山市

− 栄村役場 農政課農村振興係 栄村全域

飯塚　万結香 北信農業農村支援センター 技術経営普及課 北信地域

西村　伊織 農政部農村振興課中山間農村・金融係 長野県全域
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堀　弘明 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会長野支部 諏訪地域

桜井　優 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会長野支部
上伊那郡、下伊那郡、諏訪郡、 伊那市、諏訪
市、駒ケ根市、飯田市

髙橋　賢士 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会長野支部 上田市

平沢　岑和 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会長野支部
飯田市、下伊那郡はじめ、上伊那郡、木曽
郡、諏訪湖周辺地域、その他どこへでも

鈴木　康之 三冨実業(株)
諏訪郡、茅野市、諏訪市、上伊那郡、岡谷
市、塩尻市

永井　進 住化農業資材(株) 長野育苗センター川上農場 川上村

山本裕之 (株)ベジアーツファーム 北佐久郡

− (株)ベジアーツファーム 北佐久郡

− (株)ベジアーツファーム 北佐久郡

藤林　浩太 福田青果システム(株) 長野市・佐久市・軽井沢町


