


別紙

氏名・名称 住所 氏名・名称 住所

安藤　則彦 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市実相寺65番 外5筆 3,020.00

伊藤　一子 平塚市 齊藤　重夫 花巻市 花巻市十二丁目2009番1 外2筆 8,755.00

伊藤　栄 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神904番 690.00

伊藤　鶴見 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神914番 外4筆 2,305.00

伊藤　輝雄 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神816番1 外9筆 4,186.00

伊藤　直一 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市実相寺45番 外10筆 4,957.00

伊藤　善光 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神418番 外3筆 5,025.00

丑島　敬司 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市桜町四丁目305番2 外12筆 4,877.00

小原　勇 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神145番1 外3筆 3,558.00

小原　幸治 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神837番1 外5筆 3,123.00

小原　耕造 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市実相寺54番3 外5筆 3,239.00

小原　サダ子 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神272番 外2筆 3,939.00

小原　大一 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市実相寺51番3 外25筆 9,409.00

鴨澤　博 花巻市 齋藤　博久 花巻市 花巻市成田第13地割9番 外1筆 1,711.00

菊池　義正 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市南城77番 外1筆 1,995.00

佐藤　節子 花巻市
農事組合法人 みずほ
代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市中北万丁目888番2 3,300.00

佐藤　博文 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市山の神176番 外5筆 10,308.00

佐藤　奈保子 花巻市
農事組合法人 みずほ
代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市野田512番1 577.00

菅原　セツ子 花巻市
農事組合法人 みずほ
代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市中北万丁目701番2 145.00

菅原　健 花巻市
農事組合法人 みずほ
　代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市下北万丁目65番1 外1筆 1,891.00

髙橋　貞雄 花巻市
農事組合法人 外台営農組合
代表理事　伊藤　慶吉

花巻市 花巻市実相寺64番 外10筆 3,368.00

髙橋　正憲 花巻市 髙橋　修一 花巻市 花巻市一本杉235番 10,231.00

田中　美雄 花巻市
農事組合法人 みずほ
代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市中北万丁目766番2 外3筆 3,886.00

照井　サエ子 花巻市 立川目　誠 花巻市 花巻市鉛字館128番1 外3筆 3,762.00

平賀　チユ子 花巻市
農事組合法人 みずほ
代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市野田550番 外2筆 20,681.00

平賀　英隆 花巻市
農事組合法人 みずほ
代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市野田554番2 1,100.00

宮川　惠佐巨 花巻市
農事組合法人 みずほ
代表理事　菅原　修

花巻市 花巻市野田503番8 908.00

佐藤　邦男 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12
代表取締役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第7地割16番1 1,217.00

佐藤　徹也 花巻市
株式会社スリーエー
代表取締役　押切　裕

花巻市 花巻市高木第18地割107番1 外4筆 3,392.00

多田　貢 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12
代表取締役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第7地割165番 外1筆 1,643.00

古川　祐子 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12
代表取締役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第5地割122番2 外6筆 5,211.00

古川　祐子 花巻市
株式会社ＥＡＳＴ12
代表取締役　髙橋　浩一

花巻市 花巻市東十二丁目第7地割35番 外3筆 4,145.00

山口　伸一 花巻市
農事組合法人 さらき
組合長　山口　典男

北上市 花巻市東十二丁目第23地割286番 外1筆 6,750.00

山口　伸一 花巻市
農事組合法人 さらき
組合長　山口　典男

北上市 花巻市東十二丁目第24地割54番 外3筆 3,361.00

山口　進 花巻市
農事組合法人 さらき
組合長　山口　典男

北上市 花巻市東十二丁目第24地割58番 外4筆 2,727.00

阿部　ケイ子 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市西宮野目第5地割138番1 外3筆 2,958.00

阿部　静子 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第5地割372番 外3筆 3,056.00
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阿部　安男 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第4地割246番 外4筆 2,357.00

阿部　善孝 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第6地割124番1 935.00

葛巻　篤 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第6地割117番 外1筆 2,049.00

葛巻　一夫 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市葛第1地割194番1 外1筆 101.00

葛巻　敏昭 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第5地割322番 外5筆 5,775.00

葛巻　文彦 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市葛第2地割81番1 外2筆 4,149.00

葛巻　幸男 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市葛第2地割75番1 外1筆 531.00

五内川　マユ子 花巻市 小田島　光邦 花巻市 花巻市上似内第12地割300番 271.00

櫻田　厚子 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市西宮野目第5地割178番 外5筆 6,294.00

櫻田　功 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市西宮野目第5地割184番 1,055.00

櫻田　武彦 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市西宮野目第5地割180番 997.00

櫻田　房子 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第6地割343番 外2筆 2,883.00

瀬川　悦子 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第6地割348番2 外18筆 10,326.00

瀬川　喜一 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第6地割137番 951.00

鎌田　昌子 花巻市
農事組合法人 イーハ東部銀河
代表理事　照井　克昌

花巻市 花巻市二枚橋第6地割301番 外12筆 6,879.00

伊藤　秀雄 花巻市 鎌田　裕一 花巻市 花巻市大畑第10地割507番1 外1筆 7,648.00

鎌田　健治 花巻市 鎌田　修 花巻市 花巻市大畑第5地割119番1 外3筆 16,269.00

川村　克子 花巻市 川村　博美 花巻市 花巻市二枚橋第5地割216番 外3筆 4,029.00

菊池　ミツ 花巻市 鎌田　裕一 花巻市 花巻市大畑第2地割408番1 外1筆 2,356.00

冨手　久雄 花巻市 鎌田　裕一 花巻市 花巻市大畑第2地割406番4 外1筆 5,113.00

冨手　貞利 花巻市 鎌田　裕一 花巻市 花巻市北湯口第8地割316番1 外4筆 12,979.00

松岡　千鶴子 花巻市 鎌田　裕一 花巻市 花巻市大畑第2地割406番3 外1筆 3,966.00

尾美　昇功 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市湯口字新田474番 外2筆 4,285.00

小山田　たえ 花巻市 小山田　祥雄 花巻市 花巻市膝立字長前182番 外11筆 26,949.00

久保田　紳 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市湯口字新田471番 外1筆 3,240.00

久保田　徹 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市膝立字名須川459番 2,704.00

久保田　芳紀 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市湯口字新田480番 外5筆 11,542.00

佐々木　久智 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市湯口字新田472番2 外1筆 2,659.00

佐藤　賢一郎 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市円万寺字赤沼193番2 2,324.00

佐藤　侊志 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市円万寺字赤沼192番 外1筆 4,201.00

髙橋　賢二 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市円万寺字赤沼197番2 341.00

髙橋　進 花巻市 佐々木　公夫 花巻市 花巻市円万寺字赤沼197番3 外1筆 4,550.00

照井　輝樹 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字大沢48番 外1筆 1,318.00

畠山　保 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字日蔭坂95番1 405.00

畠山　勇一 花巻市 小山田　祥雄 花巻市 花巻市膝立字下館235番 外3筆 9,005.00

畠山　勇一 花巻市 小山田　祥雄 花巻市 花巻市膝立字下館225番2 外1筆 3,796.00

平賀　和人 花巻市 立川目　誠 花巻市 花巻市湯口字新田495番2 外2筆 3,457.00

藤井　功 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字細野117番 1,766.00

藤井　考英 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字細野111番 2,083.00
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藤原　顕 花巻市 髙橋　千一 花巻市 花巻市上根子字雄鳥110番3 1,935.00

藤原　善隆 盛岡市 小山田　祥雄 花巻市 花巻市膝立字沢田261番1 1,254.00

八重樫　英則 花巻市 八重樫　甚之助 花巻市 花巻市太田第3地割252番3 外1筆 4,762.00

渡邉　トミエ 花巻市
農事組合法人 湯の郷
代表理事　渡邉　勝彦

花巻市 花巻市湯口字細野105番2 376.00

浅沼　ミヤ 花巻市 新渕　秀浩 花巻市 花巻市太田第28地割42番3 外2筆 2,866.00

伊藤　敏子 花巻市 伊藤　仁 花巻市 花巻市太田第20地割93番2 外14筆 15,956.00

小原　稔 花巻市 伊藤　仁 花巻市 花巻市太田第20地割26番1 3,829.00

小原　稔 花巻市 伊藤　仁 花巻市 花巻市太田第20地割28番 711.00

笹間　利美 花巻市 八重樫　甚之助 花巻市 花巻市太田第23地割113番2 1,714.00

戸來　慶七 花巻市 戸來　実 花巻市 花巻市太田第13地割45番 外10筆 20,459.00

戸來　直治 花巻市
株式会社 西部開発農産
代表取締役社長　照井　勝也

北上市 花巻市太田第1地割186番1 外20筆 24,723.00

戸來　直治 花巻市
株式会社 西部開発農産
代表取締役社長　照井　勝也

北上市 花巻市太田第13地割28番3 外1筆 5,309.00

伊藤　豊 花巻市 八重樫　善吉 花巻市 花巻市栃内26地割154番2 3,154.00

小原　健也 花巻市 髙橋　孝 花巻市 花巻市中笹間17地割13番 外7筆 14,088.00

小原　良子 花巻市 小原　勝男 花巻市 花巻市南笹間1地割205番 外7筆 13,621.00

佐藤　滿雄 花巻市 八重樫　善吉 花巻市 花巻市中笹間1地割363番2 外1筆 2,911.00

髙橋　克郎 花巻市 髙橋　孝 花巻市 花巻市栃内34地割31番1 外6筆 11,378.00

髙橋　恵子 花巻市 髙橋　孝 花巻市 花巻市中笹間20地割3番2 外10筆 20,054.91

髙橋　さき子 花巻市 髙橋　孝 花巻市 花巻市中笹間16地割39番5 外32筆 28,206.00

八重樫　栄喜 花巻市 髙橋　孝 花巻市 花巻市横志田8地割52番 外6筆 11,682.00

八重樫　富男 花巻市 八重樫　善吉 花巻市 花巻市栃内26地割113番 外9筆 19,558.00

八重樫　正人 花巻市 八重樫　善吉 花巻市 花巻市中笹間1地割365番1 外8筆 21,969.00

八重樫　瑞郎 北上市 玉山　幸悦 北上市 花巻市太田第66地割443番3 外1筆 5,574.00

八重樫　良悦 花巻市 八重樫　善吉 花巻市 花巻市中笹間1地割364番2 1,721.00

板垣　正幸 花巻市 板垣　賢仁 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第10地割208番1 外3筆 4,557.00

板垣　正子 花巻市 板垣　賢仁 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第11地割314番 3,490.00

板垣　直純 花巻市 板垣　賢仁 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第11地割315番 外1筆 1,966.00

鎌田　淳子 花巻市 鎌田　定夫 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第1地割21番1 外15筆 22,359.91

鎌田　明美 花巻市 藤原　光宏 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第11地割2760番1 外1筆 1,795.00

鎌田　直一 花巻市 高橋　広和 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第2地割121番1 496.00

鎌田　好子 花巻市 高橋　広和 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第2地割262番 697.00

菊池　榮子 花巻市 中野　幸藏 花巻市 花巻市石鳥谷町滝田第13地割74番1 外4筆 6,981.00

菊池　忠一 花巻市 髙橋　秀典 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第10地割368番1 1,354.00

菊池　雄一 花巻市 菊池　正勝 花巻市 花巻市石鳥谷町好地第12地割7番1 外3筆 2,719.00

佐々木　栄一 花巻市
農事組合法人 中寺ファーム
代表理事　古館　良介

花巻市 花巻市石鳥谷町中寺林第6地割155番 721.00

佐々木　ツキノ 花巻市
農事組合法人 中寺ファーム
代表理事　古館　良介

花巻市 花巻市石鳥谷町中寺林第6地割146番 外1筆 1,209.00

笹原　知恵子　 花巻市 八重樫　正尚 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第15地割97番 外1筆 3,593.00

髙橋　静子 花巻市 八重樫　正尚 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第15地割96番 外17筆 19,780.00

髙橋　静子 花巻市 八重樫　正尚 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第20地割93番1 外1筆 1,970.00
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佐藤　チエ 花巻市 佐々木　勇治 花巻市 花巻市石鳥谷町新堀第66地割1番4 外17筆 20,264.00

菅原　市太郎 花巻市 髙橋　博明 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第18地割187番 外14筆 12,741.00

菅原　旬子 花巻市
株式会社 T&Gﾊﾞｲｵﾅｰｻﾘｰ
代表取締役　髙橋　俊明

花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第18地割239番 外1筆 2,230.00

菅原　タミ子 花巻市 関村　忠志 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第12地割2088番 外13筆 26,422.00

菅原　タミ子 花巻市 関村　忠志 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第12地割2096番1 191.00

菅原　實 花巻市 畠山　一男 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第11地割302番 外2筆 5,850.00

髙橋　善一 花巻市 玉山　敏彦 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割404番1 外3筆 2,610.00

髙橋　サコ 花巻市 髙橋　秀典 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割376番1 640.00

髙橋　サコ 花巻市 髙橋　秀典 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割377番1 外1筆 1,744.00

高橋　しな 花巻市 髙橋　秀典 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割380番1 外2筆 875.00

高橋　里志 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市石鳥谷町滝田第9地割94番1 外3筆 4,714.00

髙橋　千代治 花巻市 高橋　広和 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第10地割514番 外3筆 6,459.00

髙橋　千代治 花巻市 八重樫　正尚 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第8地割127番 外2筆 4,981.00

髙橋　俊尚 花巻市 菅原　紳 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第3地割270番 1,423.00

髙橋　俊尚 花巻市
株式会社 T&Gﾊﾞｲｵﾅｰｻﾘｰ
代表取締役　髙橋　俊明

花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第3地割258番 外3筆 4,050.00

髙橋　俊尚 花巻市
株式会社 T&Gﾊﾞｲｵﾅｰｻﾘｰ
代表取締役　髙橋　俊明

花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第3地割239番 1,008.00

高橋　ひとみ 花巻市 髙橋　秀典 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割378番1 外1筆 1,189.00

高橋　ひとみ 花巻市 高橋　広和 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第2地割120番2 外6筆 10,199.00

多田　恭治 花巻市
農事組合法人 遊新
代表理事　葛尾　正典

花巻市 花巻市石鳥谷町五大堂第14地割26番1 外3筆 7,543.00

千葉　律子 花巻市 髙橋　年徳 花巻市 花巻市石鳥谷町南寺林第6地割501番 外8筆 12,980.00

照井　稲三 花巻市 平澤　誠幸 花巻市 花巻市石鳥谷町好地第6地割102番1 外6筆 8,738.00

似内　信宏 北上市
農事組合法人 中寺ファーム
代表理事　古館　良介

花巻市 花巻市石鳥谷町中寺林第5地割93番 439.00

平沢　健吾 花巻市
農事組合法人 中寺ファーム
代表理事　古館　良介

花巻市 花巻市石鳥谷町中寺林第6地割157番 外1筆 1,495.00

藤原　一男 花巻市 菊池　正勝 花巻市 花巻市石鳥谷町好地第1地割1047番 外1筆 5,519.00

藤原　一男 花巻市 菊池　正勝 花巻市 花巻市石鳥谷町好地第1地割1049番1 1,053.00

藤原　欣也 花巻市 高橋　通義 花巻市 花巻市石鳥谷町新堀第22地割322番2 4,709.00

藤原　正昭 花巻市 高橋　広和 花巻市 花巻市石鳥谷町好地第5地割254番1 外5筆 10,374.00

藤原　善憲 花巻市 平澤　誠幸 花巻市 花巻市石鳥谷町八幡第2地割59番1 外3筆 11,574.00

古舘　伸博 花巻市
農事組合法人 中寺ファーム
代表理事　古館　良介

花巻市 花巻市石鳥谷町八幡第1地割30番5 外7筆 15,797.00

八重樫　和彦 花巻市 板垣　賢仁 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第12地割2342番1 外1筆 6,573.00

八重樫　和彦 花巻市
株式会社 T&Gﾊﾞｲｵﾅｰｻﾘｰ
代表取締役　髙橋　俊明

花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第20地割103番 外5筆 5,571.00

八重樫　俊典 盛岡市 髙橋　博明 花巻市 花巻市石鳥谷町大瀬川第18地割199番 外15筆 10,923.00

八重樫　哲也 日光市
株式会社 T&Gﾊﾞｲｵﾅｰｻﾘｰ
代表取締役　髙橋　俊明

花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第3地割232番 外6筆 6,206.00

八重樫　寛 花巻市
株式会社 T&Gﾊﾞｲｵﾅｰｻﾘｰ
代表取締役　髙橋　俊明

花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第3地割225番 外2筆 3,011.00

八重樫　泰久 花巻市 八重樫　正尚 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割312番1 外1筆 758.00

八重樫　敬夫 花巻市 高橋　幸男 花巻市 花巻市石鳥谷町北寺林第7地割392番1 外1筆 1,393.00

伊藤　忠孝 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第11地割39番1 外2筆 4,788.00

伊藤　英子 花巻市 藤原　敏昭 花巻市 花巻市大迫町内川目第36地割121番 外1筆 2,354.00

伊藤　弘子 北葛飾郡杉戸町高橋　善勝 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第2地割26番1 外4筆 9,438.00
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伊藤　由美子 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第11地割34番 外6筆 10,671.00

鎌田　達也 盛岡市 高橋　善勝 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第3地割146番1 外6筆 11,961.00

菊池　巌 花巻市 高橋　善勝 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第4地割87番1 外2筆 4,019.00

小松平　美千代 花巻市 伊藤　一夫 花巻市 花巻市大迫町内川目第13地割45番4 外4筆 10,832.00

小森林　勳 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第19地割32番7 2,346.00

笹巻　和義 胆沢郡金ヶ崎町
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第12地割76番 外2筆 5,979.00

佐藤　喜悦 花巻市 大和田　博 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第23地割86番1 1,388.00

佐藤　喜悦 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第23地割25番3 1,931.00

佐藤　ひさ江 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第19地割70番1 2,490.00

佐藤　彌四雄 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第18地割21番1 外3筆 5,904.00

佐藤　テイ 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第20地割97番 外3筆 7,374.00

佐藤　テイ 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第23地割25番1 1,199.00

佐藤　洋子 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第20地割95番 外3筆 5,024.00

佐藤　洋子 花巻市 大和田　博 花巻市 花巻市石鳥谷町滝田第20地割12番1 4,828.00

瀬川　和広 花巻市 大和田　博 花巻市 花巻市大迫町大迫第9地割73番1 3,611.00

高橋　常子 仙台市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第29地割83番 外1筆 3,926.00

高橋　直子 花巻市 佐藤　善正 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第20地割147番 490.00

高橋　直子 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第19地割107番 外3筆 7,202.00

高橋　修一 花巻市
農事組合法人 早池峰
代表理事　高橋　幸造

花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第8地割127番2 外1筆 1,797.00

藤原　京一 花巻市 大和田　博 花巻市 花巻市石鳥谷町滝田第20地割8番3 外1筆 1,482.00

藤原　律子 花巻市 藤原　宏康 花巻市 花巻市大迫町内川目第18地割88番1 2,367.00

吉田　綾子 花巻市 高橋　澄 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第39地割62番 外4筆 14,581.00

吉田　綾子 花巻市 石ヶ森　行男 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第46地割73番 外1筆 4,474.00

伊藤　育子 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬9区147番 外12筆 12,959.00

伊藤　潤 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬3区73番 外16筆 8,374.00

白藤　幸子 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町外谷地5区12番1 外1筆 3,225.00

白藤　幸子 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町外谷地3区195番1 外5筆 4,481.00

小田島　建 花巻市 薄衣　健一 花巻市 花巻市東和町土沢4区159番 外6筆 3,202.00

小原　千治 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬9区81番1 外10筆 7,506.70

菊池　靖弘 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町北小山田3区26番 外3筆 2,003.00

佐藤　啓子 喜多方市 小菅　稲雄 花巻市 花巻市東和町上浮田1区276番 外4筆 9,401.00

菅原　亀三 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬9区69番 外12筆 12,049.00

菅原　講作 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬10区137番 外3筆 7,548.00

菅原　秀夫 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町外谷地3区196番1 1,014.00

菅原　英子 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬3区87番 外9筆 7,214.00

菅原　和一 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町前田10区27番2 外2筆 3,939.00

曾我　藤吉 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬10区196番1 外1筆 1,433.00

曽我　藤二 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬10区196番3 外4筆 4,586.00

高橋　房 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町外谷地2区31番 外11筆 10,656.00
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中島　カヤ子 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町百ノ沢5区78番 外16筆 12,767.00

中島　カヤ子 花巻市 及川　庄一 花巻市 花巻市幸田第14地割28番1 外11筆 9,547.00

中島　丈晴 花巻市 及川　庄一 花巻市 花巻市幸田第14地割36番1 外6筆 5,672.00

中野　敬 花巻市 門岡　将 花巻市 花巻市東和町田瀬10区163番 外9筆 7,431.00

濱田　幸男 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町百ノ沢6区179番 外1筆 2,117.00

林　博 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町百ノ沢6区178番 外1筆 1,867.00

堀切　幾夫 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町北小山田1区140番 外3筆 2,151.00

吉田　耕治 仙台市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町百ノ沢8区126番1 外7筆 5,744.00

吉田　勤 花巻市
有限会社 太陽商会
代表取締役　菅原　萬一

花巻市 花巻市東和町百ノ沢8区27番 外3筆 3,458.00

高畑　衆三 花巻市 高橋　澄 花巻市 花巻市大迫町亀ヶ森第45地割32番 外2筆 9,432.00

佐々木　栄一 花巻市
農事組合法人 中寺ファーム
代表理事　古館　良介

花巻市 花巻市石鳥谷町中寺林第6地割156番 984.00

小田島　修 花巻市 薄衣　希一 花巻市 花巻市東和町土沢6区426番 外1筆 916.00

名須川　義夫 花巻市 久保田　正信 花巻市 花巻市円万寺字大曲298番 外1筆 5,960.00

伊藤　勝雄 花巻市
有限会社 アグリファイン
代表取締役　大和　一信

花巻市 花巻市轟木20地割106番3 外1筆 4,657.00

鎌田　伸一 花巻市
有限会社 アグリファイン
代表取締役　大和　一信

花巻市 花巻市横志田7地割263番 外8筆 26,713.00

八木　直彦 花巻市 佐藤　明 花巻市 花巻市松園町390番1 6,104.00

209 件 976 筆 1,209,255.52㎡
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