
平成２１年度表彰者

農事功績表彰者

部 門 氏 名 年齢 専門部門 地 区

金川 幹司 ８０ 畜産部門 北海道勇払郡安平町紫白綬有功章

大貫 榮一 ７８ 花き部門 神奈川県厚木市

竹島 一夫 ７８ 花き部門 静岡県焼津市

山田 琢三 ７６ 複合部門 香川県さぬき市

農産・特産部門 徳永 映 ６８ 葉たばこ専作経営 香川県観音寺市緑白綬有功章

和田 勝一 ６６ 稲作経営 茨城県那珂市

竹田 香苗 ６１ 稲作経営（法人） 新潟県上越市

福井県三方上中郡若狭町複合部門 瀬尾 圭二 ８３ 稲 ･なし作複合経営

主馬野信芳 ７９ 稲･野菜・花き作複合経営 大阪府茨木市

村上 千秋 ７５ 野菜･稲作複合経営 栃木県大田原市

三瓶 藤助 ７２ トマト･稲作複合経営（法人） 福島県南会津郡只見町

邊土名豊一 ７１ 複合経営(法人 ) 沖縄県宮古島市さとうきび・マンゴー

生駒 忠則 ６３ 切り花・かんきつ作複合経営 和歌山県有田市

森永 正治 ６２ アスパラガス・稲・麦作複合経営 佐賀県佐賀市

美智子 ６１

堤 功 ６２ 稲 複合経営 福岡県築上郡築上町レタス スイートコーン・ ・ ・

合谷木孝雄 ６１ 野菜・稲作複合経営 栃木県鹿沼市

池田 進 ６１ 野菜・稲作複合経営 長崎県雲仙市

岩渕 莊一 ６０ 稲・野菜苗・野菜作複合経営 新潟県長岡市

堀 周子 ６０ 稲・野菜作・しいたけ複合経営 山形県酒田市

亀井 輝忠 ６０ 花壇苗・野菜苗複合経営（法人） 三重県津市

野菜部門 橋本 昌司 ７８ 野菜作経営 東京都あきる野市

池澤 耕助 ６７ 野菜作経営 宮崎県西都市

百田 宏 ６５ 野菜作経営 京都府京都市

越智 武士 ６５ 野菜作経営 北海道余市郡余市町

中島 豊勝 ６０ 野菜作経営 滋賀県栗東市

後藤 敬 ５９ トマト専作経営 愛知県北設楽郡設楽町

果樹部門 要 明幸 ９０ ゆず専作経営 徳島県那賀郡那賀町

大木 茂 ８５ 温州みかん専作経営 静岡県沼津市

前山 茂吉 ８１ かんきつ専作経営 鹿児島県奄美市

松本 肇 ７９ ぶどう専作経営 岡山県赤磐市

白井 英寿 ７４ 果樹作経営 神奈川県川崎市

菊地堅治郎 ７２ おうとう専作経営 山形県寒河江市

大村 嘉汎 ７１ ぶどう専作経営 長野県松本市

相馬 佳明 ７０ りんご専作経営 富山県魚津市

高野 卓郎 ６９ りんご専作経営 岩手県奥州市

堀 嘉秀 ６８ かき専作経営 奈良県五條市

渡部千代三郎 ６７ なし専作経営 秋田県男鹿市

北田 正昭 ６７ 果樹作経営 岩手県盛岡市

古屋 章夫 ６５ もも専作経営 山梨県山梨市

杉村 晃 ６５ なし専作経営 埼玉県児玉郡神川町

浅野 憲章 ６５ かんきつ専作経営 愛媛県八幡浜市

花き部門 荷宮 豪 ７２ トルコギキョウ専作経営 大分県杵築市

荻沢 義男 ７１ 輪ぎく専作経営 青森県三戸郡新郷村

門前 正人 ６５ 鉢花・花壇苗専作経営 兵庫県三田市

弘中 精一 ６１ カーネーション専作経営 山口県熊毛郡平生町

畜産部門 三浦 栄一 ７８ ブロイラー経営 宮城県気仙沼市

大塚 統治 ６９ 酪農経営 群馬県安中市

義枝 ６３

横田 純子 ６６ 酪農経営 北海道標津郡中標津町

三田 八郎 ６６ 和牛繁殖肥育一貫経営（法人） 岐阜県高山市

稲富ジミー緑白綬有功章

（国外） 九州男 ８９ 盆栽業 北米・北加支会

小山 信吉 ７５ 植木・造園業 北米・南加支会

農業改良普及 植松 敬 ８６ 農業改良普及事業に貢献 東京都世田谷区

東海林仲之助 ８２ 農業改良普及事業に貢献 宮城県仙台市緑白綬有功章

髙橋 功 ７６ 農業改良普及事業に貢献 岩手県盛岡市

塩見 定美 ７１ 農業改良普及事業に貢献 京都府京都市

農業技術開発 小野寺恒雄 ６４ 宮城県登米市水田の水管理システムに係る技

術開発緑白綬有功章

農業技術開発 柴 壽 ７３ ぶどう「巨峰」に関する栽培、土 長野県上伊那郡箕輪町

茂原 泉 ６１ 壌肥料、病害虫防除等の研究開発 長野県塩尻市名誉賞状

道宗直昭 ６０ 細断型ロールベーラの研究開発 埼玉県さいたま市代表

本会功労者 中谷 眞也 ８０ 業務活動推進に貢献 岩手県盛岡市

西尾 敏彦 ７８ 業務活動推進に貢献 埼玉県鴻巣市紫白綬有功章

芦澤 利彰 ７７ 業務活動推進に貢献 神奈川県川崎市

本会功労者 貝沼 圭二 ７３ 業務活動推進に貢献 茨城県つくば市

坂柳 迪夫 ７２ 業務活動推進に貢献 東京都稲城市紅白綬有功章

板井 康明 ６８ 業務活動推進に貢献 神奈川県相模原市

鈴木 信毅 ６６ 業務活動推進に貢献 東京都中野区

大澤 貫寿 ６５ 業務活動推進に貢献 東京都世田谷区


