
（別紙）

１ 農業経営士（３３名）
№ 認定番号 市町村 氏名 作目
1 2349 愛⻄市 後藤幹夫 花き（キク）
2 2350 弥富市 三浦 淳 施設野菜（トマト）
3 2351 弥富市 大蔵和仁 養豚
4 2352 大府市 小島善己 施設野菜（イチゴ）
5 2353 武豊町 榊󠄀原功⼆ 酪農（乳肉複合）
6 2354 岡崎市 梅村篤志 茶
7 2355 碧南市 伊藤正弘 花き（キク等）
8 2356 碧南市 鈴木一俊 養豚
9 2357 刈谷市 清水一将 酪農
10 2358 安城市 杉山義和 花き（洋ラン）
11 2359 ⻄尾市 小林正人 水田作
12 2360 ⻄尾市 内藤善基 施設野菜（イチゴ）
13 2361 ⻄尾市 杉山康弘 養鶏（採卵鶏）
14 2362 ⻄尾市 松井繁之 花き（キク）
15 2363 ⻄尾市 中村 真 花き（和物）
16 2364 幸田町 藤江大輔 施設野菜（イチゴ）
17 2365 豊田市 川口英之 養鶏（採卵鶏）
18 2366 豊田市 林 秀幸 花き（洋ラン）
19 2367 新城市 中神啓之 施設野菜（イチゴ）
20 2368 豊橋市 神藤⻯也 露地野菜（キャベツ）
21 2369 豊橋市 神藤高秀 施設野菜（ミニトマト）
22 2370 豊橋市 髙柳尚久 施設野菜（セルリー等）
23 2371 豊川市 市川武志 花き（スプレーギク）
24 2372 豊川市 鈴木哲也 施設野菜（大葉）
25 2373 豊川市 三浦孝成 施設野菜（トマト）
26 2374 蒲郡市 鈴木義弘 果樹（カンキツ）
27 2375 田原市 渡辺典宏 施設野菜（セルリー）
28 2376 田原市 鈴木基之 花き（キク）
29 2377 田原市 鈴木幹丈 花き（鉢物）
30 2378 田原市 渡邉盛雄 花き（キク）
31 2379 田原市 荒木文彦 露地野菜（キャベツ）
32 2380 田原市 ⻘木隆博 露地野菜（キャベツ）
33 2381 田原市 鈴木康久 花き（鉢物）
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２ 農村生活アドバイザー（２４名）
№ 認定番号 市町村 氏名 作目
1 915 一宮市 野田和栄 水田作（稲）
2 916 尾張旭市 高橋智子 水田作（稲大豆）
3 917 豊明市 福島 恵 露地野菜、花き
4 918 津島市 名倉昌子 施設野菜（トマト、ミニトマト、コマツナ等）
5 919 愛⻄市 川口美保 施設野菜（ボウフウ）、露地野菜（サツマイモ等）
6 920 弥富市 木村里美 果樹（イチジク）
7 921 東海市 今津美樹 施設野菜（トマト）、露地野菜（タマネギ）、水田作（稲）

8 922 東浦町 中瀬寛子 施設野菜（ミニトマト）
9 923 美浜町 冨谷孝子 果樹（ミカン）
10 924 美浜町 齋藤浩子 果樹（ミカン）、水田作（稲）
11 925 岡崎市 大久保弘美 水田作（稲）、露地野菜（ホウレンソウ他）、施設野菜（キュウリ他）

12 926 安城市 杉野幸江 果樹（ナシ）
13 927 安城市 久留宮利恵 水田作（稲⻨大豆）、果樹（ナシ他）
14 928 ⻄尾市 杉本都志子 水田作（稲⻨大豆）
15 929 ⻄尾市 石川 都 茶
16 930 幸田町 加藤育代 露地野菜（ナス）、果樹（カキ、ミカン、モモ）
17 931 豊田市 野田美香子 水田作（稲⻨大豆）、露地野菜（多品目）
18 932 豊田市 磯村千賀子 果樹（モモ、ナシ）
19 933 豊田市 梅村繭子 水田作（稲）
20 934 新城市 權田めぐみ 養鶏（育雛）
21 935 豊橋市 河合陽子 露地野菜（キャベツ、トウガン、ダイコン、ニンジン、ネギ）

22 936 蒲郡市 尾﨑睦子 果樹（ミカン）
23 937 田原市 浦山アイ子 施設野菜（イチゴ、メロン）、露地野菜（キャベツ）
24 938 田原市 渡辺美幸 施設野菜（ネギ）

３ ⻘年農業士（２０名）
№ 認定番号 市町村 氏名 作目
1 2513 小牧市 ⻄尾政俊 果樹（ブドウ）
2 2514 愛⻄市 堀田尚吾 施設野菜（キュウリ）
3 2515 弥富市 ⻄藤 嶺 水田作
4 2516 弥富市 伊藤博章 施設野菜（トマト）
5 2517 弥富市 渡邊成浩 施設野菜（トマト）
6 2518 東浦町 林 佑亮 果樹（ブドウ）
7 2519 岡崎市 鈴木 翼 水田作
8 2520 安城市 林 一成 水田作
9 2521 ⻄尾市 倉内穂高 水田作
10 2522 ⻄尾市 髙須博康 茶
11 2523 ⻄尾市 山本雄大 養豚
12 2524 幸田町 坂本宏樹 露地・施設野菜（ナス）、果樹（カキ）、苗物
13 2525 豊田市 佐藤恵嗣 茶
14 2526 みよし市 髙橋 悟 果樹（ナシ）
15 2527 豊橋市 白井一城 施設野菜（エンドウ、メロン）
16 2528 豊橋市 村田佳祐 花き（デルフィニウム）
17 2529 豊川市 山本明孝 施設野菜（イチゴ）
18 2530 豊川市 鈴木淳史 水田作
19 2531 蒲郡市 尾崎耕平 施設野菜（イチゴ）
20 2532 田原市 杉江 ⻯ 露地野菜（キャベツ）


