
　 (R3年度受講日現在)

氏名 所属 主な活動地域

中村 泰夫 那賀振興局農業水産振興課 和歌山県

南方 高志 那賀振興局農業水産振興課 和歌山県

奥野 直行 那賀振興局農業水産振興課 和歌山県

川村 和史 海草振興局農業水産振興課 和歌山県

仲 慶晃 海草振興局農業水産振興課 和歌山県

新田 佳範 日高振興局農業水産振興課 和歌山県

松本 大 日高振興局農業水産振興課 和歌山県

村上 豪完 西牟婁振興局農業水産振興課 和歌山県

木村 夏純 西牟婁振興局農業水産振興課 和歌山県

浦辺 創介 ＪＡ紀州　購買 御坊市

久保 祐司 ＪＡ紀州　購買　湯川農機資材センター 御坊市

久保 朋広 ＪＡ紀州　購買　湯川農機資材センター(川辺) 日高川町

悦宗 伸次 ＪＡ紀州　購買　日高農機資材センター 日高町

神田 喜広 ＪＡ紀州　購買　日高農機資材センター(由良) 由良町

平島 達也 ＪＡ紀州　購買　印南農機資材センター 印南町

楠 信吾 JA紀南　田辺農機センター 田辺市

鈴木 英晶 JA紀南　田辺農機センター 田辺市

藤山 裕太 JA紀南　とんだ農機センター 西牟婁郡白浜町

前地 康生 JA紀南　上富田農機センター 西牟婁郡上富田町

原 涼大 JA紀南　なかへち農機センター 田辺市

柳本 誠也 JA紀南　すさみ支所 西牟婁郡すさみ町

岡内 雅人 JA紀南　中央購買センター 田辺市

小川 紀 JA紀南　購買部　生産資材課 田辺市

豊原 晋哉 JA紀南　指導部　営農指導課 田辺市
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撫養 義雄 JA紀南　富田川営農室 白浜町

川村 昌子 那賀振興局農業水産振興課 和歌山県

矢部 泰弘 伊都振興局農業水産振興課 和歌山県

森口 和久 伊都振興局農業水産振興課 和歌山県

高垣 春香 伊都振興局農業水産振興課 和歌山県

上門 洋也 東牟婁振興局農業水産振興課 和歌山県

坂井 宏好 東牟婁振興局農業水産振興課 和歌山県

大野 慎介 農林大学校就農支援センター 和歌山県

十川 太輔 農林大学校就農支援センター 和歌山県

山本 香珠代 農林水産部経営支援課 和歌山県

林 俊孝 農林水産部経営支援課 和歌山県

岡室 秀作 農林水産部経営支援課 和歌山県

奥野 憲治 農林水産部経営支援課 和歌山県

松尾 祐希 わかやま農業協同組合 西部営農センター 和歌山市

井口 敏明 わかやま農業協同組合 北部営農センター 和歌山市

小川　昴大 わかやま農業協同組合 中央営農センター 和歌山市

田中 佑弥 わかやま農業協同組合 南部営農センター 和歌山市

岩橋 直路 わかやま農業協同組合 東部営農センター 和歌山市

中野 芳彦 わかやま農業協同組合　購買部 和歌山市

住大 万寿郎 わかやま農業協同組合　購買部 和歌山市

楠本 英喜 JAありだ 有田市

久保 毅起 JAありだ 湯浅町・広川町

西林 和也 JAありだ 有田川町

山本 浩生 JAみくまの太田営農センター 那智勝浦町

豊田 敏裕 JAみくまの太田営農センター 那智勝浦町



氏名 所属 主な活動地域

桃原 武司 JAみくまの西向営農センター 古座川町、串本町（旧古座町）

中村 彰子 　　− 橋本市、河内長野市

古川 健太 ＪＡ紀州　購買　みなべ農機資材センター みなべ町

脇田 茂嵩 県農　紀北農機資材事業所 和歌山県内紀北地区

多賀井 拓真 県農　紀北農機資材事業所 和歌山県内紀北地区

野水 浩次 県農　紀南農機資材事業所 和歌山県内紀南地区

澤岡 駿 県農　紀南農機資材事業所 和歌山県内紀南地区

林 宣明 JAグループ和歌山農業振興センター 和歌山県内

弓場 友理 JAグループ和歌山農業振興センター 和歌山県内

岡山　智仁 JAグループ和歌山農業振興センター 和歌山県内

山田 亨 那賀振興局農業水産振興課 和歌山県

小山 昌志 有田振興局農業水産振興課 和歌山県

楠 茂樹 有田振興局農業水産振興課 和歌山県

− 農林大学校 和歌山県

山本 耕造 JA紀の里　本所　購買課 紀の川市・岩出市

上岡　一夫 JA紀の里　本所　購買課 紀の川市・岩出市

笹井 聡行 JA紀の里東営農経済センター　　営農経済渉外 紀の川市

原田 昌城 JA紀の里東営農経済センター　　営農経済渉外 紀の川市

奥 貴至 JA紀の里桃山支所　購買課　営農経済渉外 紀の川市

成田 将充 JA紀の里貴志川支所　購買課　営農経済渉外 紀の川市

秦野 直樹 JA紀の里岩出支所　購買課　営農経済渉外 岩出市

𠮷田 和弘 JA紀の里農機施設センター 紀の川市・岩出市

− JA紀北かわかみ　農業経営課 橋本市、かつらぎ町、九度山町

− JA紀北かわかみ　営農課 かつらぎ町

− JA紀北かわかみ　橋本農機センター 橋本市、九度山町
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川口 裕己 JAありだ 有田川町

川口 直杜 JAありだ 有田川町


