
　 (R3年度受講日現在)

氏名 所属 主な活動地域

− 清水農業協同組合 東部営農センター 静岡県静岡市清水区

大石　俊介 ＪＡ遠州夢咲 大城営農経済センター大城農機 掛川市旧大東、大須賀地区

木村　稜 遠州夢咲農業協同組合 小笠農機センター 菊川市

古橋　剛 (株)ジェイエイ遠中サービス 農業機械課 磐田市、袋井市、森町

井伊谷　藤雄 公文名茶農園(株) 菊川市 等

足立　卓信 ＪＡなんすん 西部営農経済センター 沼津市

杉山　文規 (株)ジェイエイ遠中サービス 森袋井農機センター 袋井市、森町

早川　克己 植物科学技術研究所 静岡県中西部地区

坂本　竜也 遠州夢咲農業協同組合 浜岡農機センター 御前崎市

松浦　佳 遠州夢咲農業協同組合 小笠農機センター 菊川市小笠

坂口　良介 静岡県農林環境専門職大学 磐田市等

大嶽　陽一 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会静岡支部 沼津市 等（静岡県東部地区）

山本　信二 山本労働安全コンサルタント事務所 富士宮市・富士市

塩谷　知弘
(株)ジェイエイ遠中サービス 茶ピア浅羽農機セン
ター

袋井市

赤堀　富洋 共栄製茶農業協同組合 菊川市

大久保　恵治 ＵＧＲコーポレーション(株) 静岡県西部地方、愛知県東部地方

山本　篤志 (株)ジェイエイ遠中サービス 西部農機センター 磐田市

山﨑　創太 静岡県中部農林事務所 静岡市

大瀧　貴義 静岡県中部農林事務所 静岡市

神谷　径明 静岡県西部農林事務所 地域振興課 浜松市(天竜区除く）

中村　大樹 静岡県西部農林事務所 生産振興課 浜松市(天竜区除く）

竹内　康裕 　　− 菊川市

土屋　寿樹 静岡県東部農林事務所 静岡県東部地域

長藤　亮彦 静岡県農林環境専門職大学 磐田市、掛川市　等
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鈴木　主 あいら伊豆農協 営農販売課 伊東市、熱海市

森　梓 あいら伊豆農協 営農販売課 伊東市、熱海市

渡辺　佑季 ＪＡなんすん 北部営農経済センター 裾野市

河合　義久 静岡県農業機械商業協同組合 静岡県

村木　貴哉 西部農林事務所 天竜農林局地域振興課 浜松市　等

坂井　裕子 静岡県中部農林事務所 静岡市

加藤　光弘 静岡県経済産業部 農業局地域農業課 静岡県

堀江　藍子 静岡県経済産業部 農業局地域農業課 静岡県

川瀬　幸嗣 川瀨労働安全衛生コンサルタント事務所
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、
御前崎市、牧之原市、島田市、湖西市　等

小澤　純司 ＪＡ伊豆太陽 営農部 営農課 下田市　賀茂郡

野田　政哉 伊豆太陽農業協同組合 東伊豆営農経済センター 東伊豆町　河津町

長島　廣和 ＪＡ伊豆の国 営農事業部 営農販売課 伊豆の国市　等

柴田　遼 清水農業協同組合 営農部組合員相談課 静岡市清水区

稲葉　清文 静岡県経済産業部 農業局お茶振興課 静岡県内

寺田　真子 静岡県志太榛原農林事務所
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田
町、川根本町

鈴木　海平 静岡県志太榛原農林事務所
藤枝市、島田市、焼津市、牧之原市、川根本
町、吉田町

牧田　英一 静岡県農林技術研究所 静岡県内全域

浅香　明美 静岡県中遠農林事務所
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川
市、森町

橘川　晴香 静岡県中遠農林事務所
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川
市、森町

馬渕　大幾 馬渕技術安全建築事務所 静岡県西部、中部、東部

大橋　弘和 ＪＡ遠州中央 (有)遠中農園 磐田市　等

佐藤　亮 あいら伊豆農協 営農販売課 伊東市、熱海市

小泉　政樹 清水農業協同組合 営農部柑橘果樹課 静岡県静岡市清水区

青木　一統 ＪＡなんすん 中部営農経済センター 沼津市

植松　和夫 ＪＡなんすん 東部営農経済センター 駿東郡、沼津市
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杉山　沙哉佳 清水農業協同組合 営農部柑橘果樹課 静岡県静岡市清水区

岡田　祐一 ＪＡなんすん 営農部営農支援課 沼津市、裾野市、長泉町、清水町

山田　治男 山田労働安全コンサルタント事務所 全国

三田　渉瑠 清水農業協同組合 営農部柑橘果樹課 静岡県静岡市清水区

− 清水農業協同組合 興津営農拠点 静岡県静岡市清水区

荒木　逸 清水農業協同組合 営農部営農企画課 静岡市清水区

鈴木　芳人 大井川農業協同組合 島田営農経済センター 島田市

− 清水農業協同組合 東部営農センター小島営農拠点 静岡県静岡市清水区

安竹　英晴 清水農業協同組合 中部営農センター 静岡市清水区庵原地域

溝口　大悟 清水農業協同組合 中部営農センター 静岡県静岡市清水区

樋沢　流斗 清水農業協同組合 高部・飯田営農拠点 静岡県静岡市清水区

− 清水農業協同組合 南部営農センター 静岡県静岡市清水区

森下　伸浩 大井川農業協同組合 川根営農経済センター 島田市川根町・榛原郡川根本町

佐藤　未里 静岡県賀茂農林事務所 賀茂郡

中村　和彦 静岡県東部農林事務所 静岡県東部地域

弓田　康詞 ハイナン農業協同組合 営農経済部営農企画課
御前崎市（旧御前崎町分）、牧之原市、吉田
町

丹藤　沙英 静岡県東部農林事務所
沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場
市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、
清水町、長泉町、小山町

浅田　宏 あいら伊豆農協 営農販売課 伊東市、熱海市

石坂　誠 あいら伊豆農協 営農販売課 伊東市、熱海市

松永　康弘 ＪＡ遠州中央 営農企画課 磐田市、袋井市、周智郡森町、浜松市天竜区

− 　　− 藤枝市岡部町

澤本　卓克 大井川農業協同組合 藤枝営農経済センター 藤枝市

高塚　朋宣 ＪＡ遠州中央 営農企画課 磐田市、袋井市、周智郡森町、浜松市天竜区

片岡　重慶 ＪＡ大井川 焼津営農経済センター 焼津市　等

大畑　雅弘 大井川農業協同組合 静浜営農経済センター 焼津市（藤枝市・島田市）
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外村　裕也 ハイナン農業協同組合 榛原郡吉田町、牧之原市、御前崎市

松井　保夫 掛川市農業協同組合 営農経済部組合員課 掛川市

黒澤　康男 掛川市農業協同組合 営農経済部営農課 掛川市

柴田　茂樹 (一社)日本能率協会 審査登録センター 静岡県内、全国

中村　貴司 掛川市農業協同組合 営農経済部茶業課 掛川市

田坂　吉史 (公財)農業環境健康研究所 農業大学校 伊豆の国市

辻村　智子 デイリー製茶農業協同組合　婦人部 静岡県内

辻村　敏博 デイリー製茶農業協同組合　理事 静岡県内

佐藤　多美子 掛川市農業協同組合 営農経済部組合員課 掛川市

小柳　寿文 静岡県経済産業部 農業局畜産振興課 静岡県内

森田　泰次 静岡県立磐田農業高等学校 磐田市、浜松市等

松田　考平 静岡県経済産業部 農業局農芸振興課 静岡県内

芹澤　和俊 (有)芹澤ライスセンター 函南町

木村　春樹 静岡県賀茂農林事務所 賀茂郡

鈴木　寛 静岡県賀茂農林事務所 賀茂郡

芹澤　宗一郎 静岡県富士農林事務所 富士市、富士宮市

植松　恵美子 静岡県中部農林事務所 静岡市

平井　佑 静岡県中遠農林事務所
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川
市、森町

松井　小雪 静岡県西部農林事務所 企画経営課 静岡県西部～中部地区


