


別紙

氏名・名称 住所 氏名・名称 住所

1 山本　ふみ子 静岡市 佐藤　廣志 静岡市 静岡市葵区南中村1534-1 160

2 鈴木　きみ子 静岡市 望月　義明 静岡市 静岡市葵区油山内田653 515

3 鈴木　きみ子 静岡市 望月　義明 静岡市 静岡市葵区油山内田654-1 468

4 望月　泰雄 静岡市 永野　雅久 静岡市 静岡市葵区吉津山ノ根98 515

5 望月　泰雄 静岡市 永野　雅久 静岡市 静岡市葵区吉津山ノ根99 515

6 吉岡　幸春 浜松市 望月　貞男 静岡市 静岡市葵区松野小松野2031-1 484

7 吉岡　幸春 浜松市 望月　貞男 静岡市 静岡市葵区松野小松野2035-1 769

8 白鳥　隆行 静岡市 ㈲サランティーしづはた 静岡市 静岡市葵区門屋皷平963-17 93

9 稲葉　鉄夫 静岡市 ㈲サランティーしづはた 静岡市 静岡市葵区門屋皷平966-8 571

10 登崎　貞江 静岡市 高橋　一彰 静岡市 静岡市葵区小瀬戸打上1394-1 1,779

11 鈴木　武夫 静岡市 梅田　民生 静岡市 静岡市駿河区丸子大鈩6043-1 2,000

12 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵坂口14-1 238

13 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵坂口14-2 16

14 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵丸畑29-1 155

15 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵丸畑29-2 128

16 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵内畑124 591

17 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵内畑126 261

18 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵内畑135 135

19 永倉　三義 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区相淵内畑136 132

20 川村　賢作 静岡市 大塚　博泰 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷柚木谷新田635 474

21 川村　賢作 静岡市 大塚　博泰 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷柚木谷新田564 949

22 大石　千穂子 横浜市 佐藤　幸雄 静岡市 静岡市葵区松野962 813

23 高松　幸子 静岡市 佐藤　實夫 静岡市 静岡市葵区富厚里桃ノ木774-2 185

24 高松　幸子 静岡市 佐藤　實夫 静岡市 静岡市葵区富厚里桃ノ木775 89

25 高松　幸子 静岡市 佐藤　實夫 静岡市 静岡市葵区富厚里桃ノ木781-1 505

26 岩崎　信男 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2449-1 110

27 岩崎　信男 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2450 208

28 岩崎　信男 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2448-1 251

29 岩崎　信男 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2449-3 13

30 松下　宜弘 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区津渡野町屋原51 170

31 松下　宜弘 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区津渡野町屋原73-1 188

32 白鳥　澄江 静岡市 繁田　清治 静岡市 静岡市葵区門屋栃熊925-3 902

33 白鳥　澄江 静岡市 繁田　清治 静岡市 静岡市葵区門屋栃熊925-13 119

34 岩瀬　義夫 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷250 1,026

35 岩瀬　義夫 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷261-1 171

36 岩瀬　義夫 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷262 993

37 岩瀬　義夫 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷284-1 228

38 岩瀬　義夫 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷285 514

39 山中　紀宮守 静岡市 桑山　寿美男 藤枝市 静岡市葵区西又2291-4 1,904

40 白鳥　幸男 静岡市 繁田　清治 静岡市 静岡市葵区門屋栃熊924-26 726

41 見城　臣計 静岡市 三浦　弘志 静岡市 静岡市葵区平野日向678 135

42 見城　臣計 静岡市 三浦　弘志 静岡市 静岡市葵区平野日向679 105

43 見城　臣計 静岡市 三浦　弘志 静岡市 静岡市葵区平野日向680 29

44 見城　臣計 静岡市 三浦　正義 静岡市 静岡市葵区平野日向673 238

45 見城　臣計 静岡市 三浦　正義 静岡市 静岡市葵区平野日向674 95

46 見城　臣計 静岡市 三浦　正義 静岡市 静岡市葵区平野日向675 155

47 望月　勝王 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区松野水久保522 267

48 岩崎　義則 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区松野水久保520-1 858

49 岩崎　義則 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区松野別所822 1,160

50 松永　雅則 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区松野小松野1997-2 515

51 松永　雅則 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区松野小松野1998-2 1,194

52 望月　美成 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区松野別所821-1 237

53 四條　充子 静岡市 ㈲クリーンティ松野 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2445-1 198

54 望月　勝王 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野別所684-1 464

55 望月　勝王 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野アカリ530 304

56 望月　勝王 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野アカリ533 201

57 岩崎　義則 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野別所953-2 504

58 荻野　幹夫 静岡市 松永　和秋 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2439-2 1,960

59 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島412-1 177

60 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島413 314

61 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島414 406

62 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島416 16

63 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島420-2 472

64 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島421 280

65 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島422-1 69

66 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島422-2 178

67 海野　喜敬 静岡市 内野　忠一 静岡市 静岡市葵区腰越長島423 115

68 稲葉　正 静岡市 望月　美成 静岡市 静岡市葵区松野町屋原1052 171

69 海野　利克 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島394 846

70 海野　利克 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島395 99

71 苅和　勝憲 静岡市 秋山　一洋 静岡市 静岡市葵区長尾柚木沢1130-311 181

72 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口140-1 128

73 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口140-37 16

74 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口140-38 19

75 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口140-39 16

76 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口140-40 19

77 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口141 135

78 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口148 115

79 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口149 85

80 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間新間口152 99

81 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間源田川新田1056 178

82 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間源田川新田1057 185

83 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間源田川新田1058 178

84 野崎　晃 静岡市 野﨑　昭秀 静岡市 静岡市葵区新間源田川新田1059 171

85 戸井　敏之 静岡市 福田　正義 静岡市 静岡市葵区新間一色2456-2 462

利用権を設定している者（出し手） 利用権の設定を受けている者（受け手）
農用地等の所在地

面積
（㎡）



氏名・名称 住所 氏名・名称 住所

利用権を設定している者（出し手） 利用権の設定を受けている者（受け手）
農用地等の所在地

面積
（㎡）

86 小長井　由雄 静岡市 牧野　力雄 静岡市 静岡市葵区日向和田140 905

87 小長井　由雄 静岡市 牧野　力雄 静岡市 静岡市葵区日向和田141-1 1,100

88 小長井　由雄 静岡市 牧野　力雄 静岡市 静岡市葵区日向安永152-1 1,067

89 小長井　由雄 静岡市 牧野　力雄 静岡市 静岡市葵区日向安永152-2 8

90 海野　利克 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島411-1 500

91 海野　利克 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島411-2 100

92 酒井　勲 静岡市 大倉　和典 静岡市 静岡市葵区中沢46-4 481

93 川村　幸保 静岡市 青島　芳子 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷324-1 574

94 小林　佳代 静岡市 牧野　勝 静岡市 静岡市葵区大原1869-1 631

95 小林　みつ江 静岡市 牧野　勝 静岡市 静岡市葵区大原1997① 1,970

96 小林　みつ江 静岡市 牧野　勝 静岡市 静岡市葵区大原1997② 194

97 小林　みつ江 静岡市 牧野　勝 静岡市 静岡市葵区大原1997③ 2,731

98 小林　みつ江 静岡市 牧野　勝 静岡市 静岡市葵区大原1939 175

99 遠藤　智裕 静岡市 佐塚　高雄 静岡市 静岡市葵区豊地2-4 680

100 望月　孝世 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野別所720-1 734

101 望月　孝世 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野別所800-1 396

102 被相続人　瀧島　安司　相続人代表　三宅　節子静岡市 杉山　喜代次 静岡市 静岡市駿河区池田門前坪1769-93 211

103 竹島　裕喜 静岡市 杉山　喜代次 静岡市 静岡市駿河区池田門前坪1769-92 274

104 栗田　良治 静岡市 大石　好弘 静岡市 静岡市葵区長尾1129-109 558

105 栗田　良治 静岡市 大石　好弘 静岡市 静岡市葵区長尾1129-115 79

106 栗田　良治 静岡市 大石　好弘 静岡市 静岡市葵区長尾1129-81 357

107 栗田　良治 静岡市 大石　好弘 静岡市 静岡市葵区長尾1129-99 459

108 岩崎　光代 静岡市 細川　雅弘 静岡市 静岡市葵区松野別所691 105

109 小林　勝好 静岡市 榎本　壽雄 静岡市 静岡市葵区油山湯ノ島2328-1① 548

110 海野　高治 静岡市 榎本　壽雄 静岡市 静岡市葵区油山湯ノ島2328-1② 548

111 海野　高治 静岡市 榎本　壽雄 静岡市 静岡市葵区油山上ノ原1912-1 345

112 海野　高治 静岡市 榎本　壽雄 静岡市 静岡市葵区油山上ノ原1913-1 133

113 海野　高治 静岡市 榎本　壽雄 静岡市 静岡市葵区油山上ノ原1914-1 894

114 野崎　孝 静岡市 足久保ティーワークス茶農業協同組合 静岡市 静岡市葵区足久保口組2145-1 305

115 野崎　孝 静岡市 足久保ティーワークス茶農業協同組合 静岡市 静岡市葵区足久保口組2146 323

116 海野　幸仁 静岡市 足久保ティーワークス茶農業協同組合 静岡市 静岡市葵区足久保口組神明原1917-1 775

117 海野　幸仁 静岡市 足久保ティーワークス茶農業協同組合 静岡市 静岡市葵区足久保口組神明原1917-2 240

118 海野　幸仁 静岡市 足久保ティーワークス茶農業協同組合 静岡市 静岡市葵区足久保口組神明原2094-2 383

119 海野　幸仁 静岡市 足久保ティーワークス茶農業協同組合 静岡市 静岡市葵区足久保口組神明原2159-1 394

120 海野　幸仁 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組諸川3145-13 1,031

121 繁田　鑛太郎 静岡市 望月　徳雄 静岡市 静岡市葵区松野958-1 1,437

122 望月　厚司 静岡市 ㈲ネクト 静岡市 静岡市葵区谷津291-1 156

123 石上　喜美子 静岡市 石上　和廣 静岡市 静岡市葵区羽鳥七丁目1851 287

124 石上　喜美子 静岡市 石上　和廣 静岡市 静岡市葵区羽鳥七丁目1852 142

125 石上　喜美子 静岡市 石上　和廣 静岡市 静岡市葵区羽鳥七丁目1853 459

126 望月　康宏 静岡市 松永　太 静岡市 静岡市葵区油山内田540-1 390

127 本橋　好江 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島397-1 211

128 本橋　好江 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島398-2 1,924

129 本橋　好江 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島456 519

130 本橋　好江 静岡市 内野　了一 静岡市 静岡市葵区腰越長島457 251

131 深井　喜員 静岡市 大塚　哲夫 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷諸岡373-7 261

132 深井　喜員 静岡市 大塚　哲夫 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷諸岡247-1 511

133 深井　喜員 静岡市 長坂　孝博 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷大段705-1 850

134 深井　喜員 静岡市 長坂　孝博 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷大段705-6(2) 847

135 深井　一惠 静岡市 大塚　哲夫 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷猪ノ鼻新田445 1,168

136 安池　達義 静岡市 上田　鏡一 静岡市 静岡市葵区飯間後原2131-1 497

137 安池　達義 静岡市 上田　鏡一 静岡市 静岡市葵区飯間後原2132 423

138 田中　仁 京都市 増田　安昭 静岡市 静岡市駿河区水上9-3 868

139 堀井　修二 静岡市 髙津　友彦 静岡市 静岡市駿河区宮川6-4 711

140 堀井　修二 静岡市 髙津　友彦 静岡市 静岡市駿河区宮川6-5 778

141 酒井　あさ子 静岡市 岡田　公男 静岡市 静岡市駿河区広野東割1591-1 375

142 酒井　あさ子 静岡市 岡田　公男 静岡市 静岡市駿河区広野東割1759-3 314

143 望月　公夫 静岡市 望月　美成 静岡市 静岡市葵区松野別所762-1 506

144 藤浪　郁子 静岡市 渡辺　好章 静岡市 静岡市葵区北才光寺1421-1 211

145 森　一夫 静岡市 森田　昌道 静岡市 静岡市葵区南中村1541-1 300

146 依田　みつ江 静岡市 長島　慎一郎 静岡市 静岡市駿河区小鹿大段1354-2 1,104

147 依田　みつ江 静岡市 長島　慎一郎 静岡市 静岡市駿河区小鹿大段1316 532

148 出島　博雄 静岡市 長島　慎一郎 静岡市 静岡市駿河区小鹿大段1315 647

149 出島　博雄 静岡市 長島　慎一郎 静岡市 静岡市駿河区小鹿大段1314-1 284

150 森　重男 静岡市 佐藤　眞實 静岡市 静岡市葵区坂ノ上山田1828-1 2,100

151 大橋　浩一 静岡市 森　俊晴 静岡市 静岡市葵区吉津大久保821-1 280

152 大橋　浩一 静岡市 森　俊晴 静岡市 静岡市葵区吉津大久保822-1 826

153 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2399-1 744

154 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2400-1 464

155 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2401-1 367

156 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2412 254

157 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2426 238

158 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2427-1 357

159 朝日原　智子 静岡市 森内　吉男 静岡市 静岡市葵区内牧キャウダイヤト417-2 340

160 朝日原　智子 静岡市 森内　吉男 静岡市 静岡市葵区内牧キャウダイヤト419-1 2,400

161 岩崎　信男 静岡市 松永　和秋 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2432 1,259

162 花村　治 静岡市 花村　直仁 静岡市 静岡市葵区新間中村1934-1 614

163 狩野　欣平 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区落合地蔵堂1613-1 1,172

164 狩野　欣平 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区落合地蔵堂1614-1 1,293

165 安本　忠男 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷314-5 195

166 安本　忠男 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷314-8 192

167 安本　忠男 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷314-10 157

168 安本　忠男 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷322-2 449

169 安本　忠男 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷322-3 770

170 加藤　元一 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷314-4 197
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171 加藤　元一 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷322-4 465

172 海野　吉夫 静岡市 小杉　佳輝 静岡市 静岡市葵区西ヶ谷314-7 318

173 小野田　信幸 静岡市 佐野　方俊 静岡市 静岡市駿河区小坂三丁目120 1,248

174 石川　しげ子 静岡市 大澤　政志 静岡市 静岡市駿河区小坂556 265

175 大澤　清彦 静岡市 大澤　政志 静岡市 静岡市駿河区小坂555 435

176 小川　三世子 静岡市 海野　光夫 静岡市 静岡市葵区津渡野224 200

177 小川　三世子 静岡市 海野　光夫 静岡市 静岡市葵区津渡野225 135

178 小川　三世子 静岡市 海野　光夫 静岡市 静岡市葵区津渡野462-1 216

179 小川　三世子 静岡市 海野　光夫 静岡市 静岡市葵区津渡野433-1 65

180 小川　三世子 静岡市 海野　光夫 静岡市 静岡市葵区津渡野434-1 66

181 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2413 390

182 望月　寿彦 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2417-1 837

183 荻野　敏章 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2411-1 222

184 荻野　敏章 静岡市 望月　規夫 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2422-1 295

185 荻野　敏章 静岡市 松永　和秋 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2440-4 792

186 荻野　敏章 静岡市 松永　和秋 静岡市 静岡市葵区牛妻小峰2439-1 1,921

187 永田　春子 静岡市 永田　米夫（青壮年部） 静岡市 静岡市葵区城北362 1,000

188 永田　和宏 静岡市 永田　米夫 静岡市 静岡市葵区城北361-1 998

189 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区富厚里366-2-2 433

190 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原735-1 490

191 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原710 456

192 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原771-3 230

193 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原771-4 581

194 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原772 300

195 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原773-3 122

196 佐藤　すみゑ 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原1032 522

197 小林　照子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原2225-1 1,114

198 小林　照子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原2236 39

199 小林　照子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原2238 95

200 小林　照子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区大原2239-1 91

201 花村　清子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区水見色424-1 650

202 原田　好子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区富沢893-1 820

203 原田　好子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区富沢894 52

204 原田　好子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区富沢1539-1 21

205 原田　好子 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区富沢1539-3 83

206 原木　康行 静岡市 佐藤　晃一 静岡市 静岡市葵区城北水崎174 769

207 原木　康行 静岡市 佐藤　晃一 静岡市 静岡市葵区城北水崎175-1 387

208 杉山　久子 静岡市 杉浦　金行 静岡市 静岡市駿河区広野2113-1 246

209 杉山　久子 静岡市 杉浦　金行 静岡市 静岡市駿河区広野2114-1 246

210 杉山　久子 静岡市 杉浦　金行 静岡市 静岡市駿河区広野2115-1 246

211 川村　芳利 静岡市 大塚　博泰 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷本田奥786 786

212 立川　猛 静岡市 小坂　錦一 静岡市 静岡市葵区牧ヶ谷西ノ谷234-2 469

213 立川　猛 静岡市 小坂　錦一 静岡市 静岡市葵区牧ヶ谷1685-1 383

214 伊藤　智子 静岡市 渡辺　好章 静岡市 静岡市葵区北才光寺1422 89

215 伊藤　智子 静岡市 渡辺　好章 静岡市 静岡市葵区北才光寺1423-1 108

216 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1905 59

217 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1907 130

218 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1912 353

219 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1913 231

220 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1906 307

221 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1908 208

222 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1909 257

223 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1900 178

224 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1901 115

225 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1902 191

226 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1903 330

227 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組ウヘカヘト1904 413

228 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1838-1 763

229 武田　佐枝子 静岡市 藤原　吉郎 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1859-1 268

230 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1395-1 18

231 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1395-2 15

232 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1397-1 96

233 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1396-2 242

234 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1398-2 90

235 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1401-1 644

236 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1402 261

237 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1404 102

238 松永　雪枝 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1688-1 557

239 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1373-1 290

240 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1399 383

241 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1400-2 138

242 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1400-3 1,519

243 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1408 1,236

244 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1418-1 1,851

245 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1606-1 449

246 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1608 211

247 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1609-1 6

248 松永　雪枝 静岡市 岩﨑　浄 静岡市 静岡市葵区足久保奥組1609-3 40

249 小長井　かね 静岡市 野﨑　賢一 静岡市 静岡市葵区新間1177-1 49

250 小長井　かね 静岡市 野﨑　賢一 静岡市 静岡市葵区新間1177-2 181

251 小長井　かね 静岡市 野﨑　賢一 静岡市 静岡市葵区新間1177-3 872

252 秋山　里美 静岡市 築地　紀幸 静岡市 静岡市葵区有東木沢353-1① 380

253 秋山　里美 静岡市 宮原　清 静岡市 静岡市葵区有東木沢353-1② 84

254 望月　文久 静岡市 安本　正 静岡市 静岡市葵区松野864 211

255 杉山　賢明 岩手県 杉山　勝栄 静岡市 静岡市駿河区広野東割1997-1 260
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256 大村　直史 静岡市 望月　昭男 静岡市 静岡市葵区野田平宮坪500 109

257 大村　直史 静岡市 望月　昭男 静岡市 静岡市葵区野田平宮坪501-1 238

258 大村　直史 静岡市 望月　昭男 静岡市 静岡市葵区野田平宮坪502-1 214

259 大村　直史 静岡市 望月　昭男 静岡市 静岡市葵区野田平宮坪502-2 274

260 内山　千桂子 静岡市 榊原　孝可 静岡市 静岡市葵区油山内田328-1 488

261 望月　公夫 静岡市 榊原　孝可 静岡市 静岡市葵区油山内田500 723

262 望月　公夫 静岡市 榊原　孝可 静岡市 静岡市葵区油山内田530-1 1,083

263 望月　公夫 静岡市 榊原　孝可 静岡市 静岡市葵区油山内田532-1 74

264 望月　公夫 静岡市 榊原　孝可 静岡市 静岡市葵区油山内田533-1 78

265 望月　公夫 静岡市 榊原　孝可 静岡市 静岡市葵区油山内田921-1 190

266 海野　明浩 静岡市 松永　康秀 静岡市 静岡市葵区足久保口組舟沢1768 138

267 海野　明浩 静岡市 松永　康秀 静岡市 静岡市葵区足久保口組舟沢1770 125

268 海野　明浩 静岡市 松永　康秀 静岡市 静岡市葵区足久保口組舟沢1773-1 82

269 海野　明浩 静岡市 松永　康秀 静岡市 静岡市葵区足久保奥組中村309-1 1,980

270 海野　明浩 静岡市 松永　康秀 静岡市 静岡市葵区足久保奥組中村339-1 268

271 海野　明浩 静岡市 松永　康秀 静岡市 静岡市葵区足久保奥組添久保389-1 850

272 梶山　直美 静岡市 梶山　明男 静岡市 静岡市葵区大原八幡原929-1 1,200

273 梶山　直美 静岡市 梶山　明男 静岡市 静岡市葵区大原八幡原932 148

274 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3863-2 24

275 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3865-1 727

276 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3866 419

277 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3868 228

278 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3869 138

279 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3871 109

280 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3872 588

281 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3873 297

282 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3875-1 208

283 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3888-1 243

284 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3893 155

285 望月　信男 静岡市 長谷川　久明 静岡市 静岡市葵区梅ヶ島大段3894-1 843

286 伏見　彰浩 静岡市 小野田　潔和 静岡市 静岡市駿河区小鹿大段1326 1,024

287 伏見　彰浩 静岡市 小野田　潔和 静岡市 静岡市駿河区小鹿大段1355-1 1,034

288 渡辺　六継 藤枝市 ㈱長田林業するが園 静岡市 静岡市駿河区丸子沢川4850-2 825

289 山口　けい子 静岡市 鈴木　義則 静岡市 静岡市葵区足久保口組神明原2151 588

290 久保田　静江 静岡市 小泉　泰士 静岡市 静岡市葵区柳原1-6 700

291 望月　登 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区小瀬戸2425-1 66

292 望月　登 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区小瀬戸2426-1 506

293 望月　登 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区小瀬戸2429-1 506

294 望月　登 静岡市 辻村　靖浩 静岡市 静岡市葵区小瀬戸2430-1 95

295 小林　敦司 静岡市 原田　みつ江 静岡市 静岡市葵区飯間大カーブ317 323

296 青島　志郎 静岡市 石原　博 静岡市 静岡市駿河区小鹿元明神1775 171

297 岩科　浩己 静岡市 村田　嘉巳 静岡市 静岡市葵区長尾623-1 225

298 岩科　浩己 静岡市 村田　嘉巳 静岡市 静岡市葵区長尾623-2 390

299 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1743 23

300 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1744-1 214

301 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1744-2 215

302 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1744-3 199

303 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1745-1 733

304 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1746-2 647

305 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1746-3 84

306 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1747-1 737

307 杉山　一男 静岡市 松永　哲也 静岡市 静岡市葵区足久保口組1747-2 135

308 見城　康子 静岡市 海野　雅道 静岡市 静岡市葵区井川878 261

309 見城　康子 静岡市 海野　雅道 静岡市 静岡市葵区井川892 680

310 花村　ぎん 静岡市 大倉　修次 静岡市 静岡市葵区水見色柿ノ木畑224 780

311 佐塚　不二雄 静岡市 深井　英正 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷大段694 1,430

312 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸884-3 22

313 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸886-1 20

314 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸888-1 29

315 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸889-1 110

316 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸891 66

317 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸892-1 39

318 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸893-1 555

319 高橋　さかゑ 静岡市 玉井　鑛次 静岡市 静岡市葵区小瀬戸2433-1 340

320 望月　俊信 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野715 138

321 松永　重雄 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野水久保506 161

322 松永　重雄 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野水久保507 79

323 松永　重雄 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野別所716-1 57

324 松永　重雄 静岡市 松永　一 静岡市 静岡市葵区松野別所719-1 250

325 櫻田　吉宏 静岡市 大倉　修次 静岡市 静岡市葵区水見色西ノ谷497 113

326 櫻田　吉宏 静岡市 大倉　修次 静岡市 静岡市葵区水見色西ノ谷498-1 337

327 櫻田　吉宏 静岡市 大倉　修次 静岡市 静岡市葵区水見色西ノ谷504-1 1,100

328 荻野　覺 静岡市 ㈱CREA FARM ふじのくに 静岡市 静岡市葵区牛妻平2290-1 376

329 荻野　覺 静岡市 ㈱CREA FARM ふじのくに 静岡市 静岡市葵区牛妻平2282-2 83

330 荻野　覺 静岡市 ㈱CREA FARM ふじのくに 静岡市 静岡市葵区牛妻平2281-2 732

331 荻野　覺 静岡市 ㈱CREA FARM ふじのくに 静岡市 静岡市葵区牛妻平2280 204

332 荻野　覺 静岡市 ㈱CREA FARM ふじのくに 静岡市 静岡市葵区牛妻平2279 105

333 青島　宏吉 静岡市 坂下　慎一 静岡市 静岡市葵区城北252 1,000

334 青島　宏吉 静岡市 坂下　慎一 静岡市 静岡市葵区城北253-1 400

335 海野　浩 静岡市 坂下　慎一 静岡市 静岡市葵区城北254 1,000

336 大石　よし子 伊東市 伊藤　明 静岡市 静岡市葵区観山2-4 1,250

337 細澤　八郎 静岡市 望月　昭男 静岡市 静岡市葵区観山2-8 489

338 海野　信男 静岡市 岩崎　泰憲 静岡市 静岡市葵区津渡野447 571

339 海野　信男 静岡市 岩崎　泰憲 静岡市 静岡市葵区津渡野448 89

340 川村　幸保 静岡市 藤浪　功 静岡市 静岡市葵区下大平738-80 839
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341 川村　幸保 静岡市 藤浪　功 静岡市 静岡市葵区下大平738-81-3 578

342 川村　幸保 静岡市 藤浪　功 静岡市 静岡市葵区下大平738-402 266

343 川村　幸保 静岡市 藤浪　功 静岡市 静岡市葵区下大平738-511 302

344 川村　幸保 静岡市 藤浪　功 静岡市 静岡市葵区下大平738-514 293

345 大村　松司 静岡市 石川　裕子 静岡市 静岡市駿河区西大谷7-2 1,520

346 佐久間　恵津子 静岡市 杉山　孔己 焼津市 静岡市葵区北一丁目7-14 810

347 小柳　克巳 静岡市 中西　伸之 静岡市 静岡市駿河区大和田376 960

348 片井　とみ子 静岡市 杉山　孔己 焼津市 静岡市葵区北一丁目7-13 1,323

349 石垣　良仁 静岡市 大原　克仁 静岡市 藤枝市上当間686 2,005

350 繁田　鑛太郎 静岡市 松永　和秋 静岡市 静岡市葵区門屋栃熊平923-8 726

351 海野　吉夫 静岡市 山西　啓太 静岡市 静岡市葵区安倍口新田342-1 375

352 海野　吉夫 静岡市 山西　啓太 静岡市 静岡市葵区安倍口新田349-1 902

353 海野　吉夫 静岡市 山西　啓太 静岡市 静岡市葵区安倍口新田349-9 496

354 青島　貞雄 静岡市 山西　啓太 静岡市 静岡市葵区城北155 1,000

355 立川　敏行 静岡市 山本　卓雄 静岡市 静岡市葵区牧ヶ谷西ノ谷205-1 1,447

356 立川　敏行 静岡市 山本　卓雄 静岡市 静岡市葵区牧ヶ谷西ノ谷204-1 409

357 立川　敏行 静岡市 山本　卓雄 静岡市 静岡市葵区牧ヶ谷西ノ谷200-1 479

358 立川　敏行 静岡市 山本　卓雄 静岡市 静岡市葵区牧ヶ谷西ノ谷201-1 323

359 内野　修造 静岡市 石川　裕子 静岡市 静岡市駿河区水上25-4 447

360 望月　安己 静岡市 久保田　洋子 静岡市 静岡市葵区遠藤新田滝ヶ谷前378-2 863

361 海野　和明 静岡市 秋本　太一 静岡市 静岡市葵区安倍口新田大島352-1 745

362 深澤　美由紀 静岡市 石川　裕子 静岡市 静岡市駿河区水上24-1 969

363 大石　千穂子 横浜市 工島　保 静岡市 静岡市葵区松野785 393

364 大石　千穂子 横浜市 工島　保 静岡市 静岡市葵区松野787-1 167

365 大石　千穂子 横浜市 工島　保 静岡市 静岡市葵区松野789 155

366 大石　千穂子 横浜市 工島　保 静岡市 静岡市葵区松野956-1 179

367 小田巻　和馬 静岡市 工島　保 静岡市 静岡市葵区松野788 112

368 大村　和子 静岡市 増田　安昭 静岡市 静岡市駿河区富士見台三丁目604-3 1,107

369 杉山　喜逸 静岡市 小澤　勇一 静岡市 静岡市葵区幸庵新田半兵衛奥127-2 874

370 杉山　喜逸 静岡市 小澤　勇一 静岡市 静岡市葵区幸庵新田半兵衛奥129-2 1,252

371 杉山　喜逸 静岡市 小澤　勇一 静岡市 静岡市葵区幸庵新田半兵衛奥130-2 1,000

372 杉山　喜逸 静岡市 前田　純彦 静岡市 静岡市葵区内牧テラガヤ1760-11 479

373 杉山　喜逸 静岡市 前田　純彦 静岡市 静岡市葵区内牧テラガヤ1775-1 99

374 海野　幸仁 静岡市 足久保ティーワークス茶農業協同組合 静岡市 静岡市葵区足久保口組神明原2094-1 23

375 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上高沢1206-1 666

376 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上高沢1209-1 198

377 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上高沢1209-2 148

378 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上高沢1219 1,722

379 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上高沢1220-1 862

380 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上高沢1223-1 191

381 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上星ムロ1247-1 328

382 富田　倫弘 静岡市 湯本　哲夫 静岡市 静岡市葵区坂ノ上星ムロ1256 347

383 稲葉　弘義 宇都宮市 ㈱久花園本店　 静岡市 静岡市葵区福田ヶ谷中ノ谷津前19-1 1,516

384 石川　太一 静岡市 川島　隆年 静岡市 静岡市駿河区青沢塩場125-1 178

385 石川　太一 静岡市 川島　隆年 静岡市 静岡市駿河区青沢塩場125-2 95

386 石川　太一 静岡市 川島　隆年 静岡市 静岡市駿河区青沢塩場135-1 138

387 石川　太一 静岡市 川島　隆年 静岡市 静岡市駿河区青沢塩場135-2 79

184,267.89合計


