
氏名（名称） 県 市町村 市町村 募集区域 地目 面積（㎡） 作付予定作目 特記事項

1 井上 道雄 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

2 今村 義人 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

3 内山 寿弘 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 畑 10,000 飼料

4 内村 正二 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

5 坂元 涼 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

6 天瀨 万利 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

7 小田原 正二 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 畑 10,000 飼料

8 市囿 庄一 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

9 春田 和則 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

10 東 和美 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

11 湯﨑 武德 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

12 軸屋 貞巳 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

13 農事組合法人 ひとつき 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 宮之城 田 10,000 水稲

14 山口 治幸 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 10,000 水稲

15 森山 尚亨 鹿児島県 薩摩郡さつま町 薩摩郡さつま町 薩摩 田 20,000 水稲

16 川添 康弘 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 田 4,000 水稲

17 春成 友貴 鹿児島県 日置市 日置市 吹上 畑 1,500 野菜

18 農事組合法人 田代ビレッジ 鹿児島県 日置市 日置市 東市来 田 5,000 水稲

19 上原 将樹 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

20 下原 時夫 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

21 二石 修三 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

22 仮屋崎 剛 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

23 内村 友治 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

24 内村 浩樹 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

25 冨ヶ原 士郎 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

26 大冨 義輝 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 飼料

27 妙見 良一 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

28 山下 秀一 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

29 山里 一幸 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

30 岡山 慶二 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

31 打越 貞夫 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

32 新冨 初男 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

33 檜物 市三 鹿児島県 日置市 日置市 日吉 田 10,000 水稲

34 蓑手 一平 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 荒川 畑 50,000 野菜（カボチャ）など

35 蓑手 一平 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 荒川 田 100,000 水稲

36 蓑手 一平 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 荒川 畑 50,000 野菜(カボチャ)など

37 前鶴 高志 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 照島 田 2,000 野菜（レンコン）など

38 内田 修平 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野市 生福 田 10,000 水稲

39 中原 一朗 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 田 2,000 水稲

40 吉田 幸一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 2,000 野菜

41 有限会社 六田農園 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 加世田 畑 500 野菜・たばこ

42 株式会社 頴有 鹿児島県 南九州市 南さつま市 加世田 畑 2,500 野菜・甘藷

43 クダマ有機 株式会社 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,000 水稲

44 堂薗 照男 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 1,000 水稲

農地中間管理事業に係る農用地等借受希望申込状況　令和４年９月１日貸付開始期

(公財)鹿児島県地域振興公社

No.
借受希望申出者 借受希望農用地等

1 



氏名（名称） 県 市町村 市町村 募集区域 地目 面積（㎡） 作付予定作目 特記事項
No.

借受希望申出者 借受希望農用地等

45 大木下 公征 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 4,000 水稲

46 有限会社 東馬場農場 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 200 水稲

47 松木 次男 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 15,000 水稲

48 永田 安晃 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 3,000 水稲

49 池添 忠 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 13,000 水稲

50 池添 忠 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 10,000 甘藷

51 町屋敷 靖 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 600 甘藷

52 神野 潤也 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 畑 31,000 牧草

53 竹田 修一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,700 水稲

54 米澤 和男 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 金峰 田 2,000 水稲

55 中尾 正樹 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 大浦 田 500 水稲

56 下山 公博 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 坊津 畑 1,000 甘藷

57 小田 陽一 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 坊津 畑 500 甘藷

58 松山 正俊 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 坊津 畑 1,000 甘藷

59 松山 誠 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 坊津 畑 2,100 果樹

60 米山 正人 鹿児島県 南さつま市 南さつま市 坊津 畑 2,000 甘藷

61 有限会社 小磯製茶 鹿児島県 南九州市 南九州市 頴娃 畑 7,000 茶

62 株式会社 南九州物産 鹿児島県 南九州市 南九州市 頴娃 畑 7,000 甘藷・露地野菜

63 雪丸 賢二 鹿児島県 南九州市 南九州市 頴娃 田 1,000 茶・露地野菜

64 宇都 勝彦 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 6,500 水稲

65 山下 信一郎 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 9,000 園芸

66 山下 信一郎 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 畑 8,000 園芸

67 株式会社 下野農園 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 畑 2,000 水稲・露地野菜

68 農事組合法人 たべた 鹿児島県 南九州市 南九州市 川辺 田 2,000 水稲

69 丸野 耕一 鹿児島県 南九州市 南九州市 知覧 田 3,500 水稲

70 川畑 雅彦 鹿児島県 指宿市 指宿市 山川 田 500 野菜

71 太田 真司 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿 畑 5,000 野菜

72 上山 洋平 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 田 60,000 水稲

73 福山 明日香 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 川内 畑 4,000 野菜

74 井上 三千代 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 437 水稲

75 森園 稔 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 2,000 水稲

76 齋藤 政恭 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 東郷 田 1,100 水稲

77 岩下 愛彦 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 樋脇 畑 907 果樹

78 合同会社 グッドフィールド 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 畑 5,000 露地野菜

79 川原 恵 鹿児島県 阿久根市 阿久根市 阿久根 田 3,000 水稲

80 株式会社 竹林農産・光 鹿児島県 出水市 出水市 江内 田 10,000 水稲

81 樋口 安夫 鹿児島県 出水市 出水市 出水 田 5,000 水稲

82 坂口 孝一 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 田 2,000 水稲

83 樋口 肇 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 田 5,000 水稲

84 迫田 翔太 鹿児島県 出水市 出水市 西出水 畑 3,000 露地野菜

85 濱田 美行 鹿児島県 出水郡⾧島町 出水郡⾧島町 ⾧島 畑 3,000 馬鈴薯

86 飯田 満穂 鹿児島県 出水郡⾧島町 出水郡⾧島町 ⾧島 畑 2,000 馬鈴薯

87 東鶴 昭雄 鹿児島県 霧島市 霧島市 横川 田 3,000 水稲

88 吉田 孝 鹿児島県 姶良市 姶良市 加治木 田 1,000 水稲

89 大重 孝司 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 1,000 水稲

90 本村 正一 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 1,000 水稲

91 髙山 秀明 鹿児島県 姶良市 姶良市 蒲生 田 4,000 水稲
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92 井之上 崇 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 30,000 水稲

93 山下 昭彦 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 10,000 水稲

94 株式会社 やまびこの郷 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 3,000 水稲

95 竹下 秀樹 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 田 7,000 水稲

96 茅原 大揮 鹿児島県 伊佐市 伊佐市 伊佐 畑 6,000 飼料作物

97 鎌田 さえ子 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 輝北 畑 8,000 飼料用作物

98 内門 照夫 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 田 5,000 水稲

99 新青木 良祐 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 串良 畑 20,000 飼料作物

100 園田 茂治 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 5,000 大根

101 壹岐 昭伸 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 水稲

102 株式会社 中野ファーム 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 田 5,000 飼料作物

103 田野邉 立樹 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 10,000 甘藷

104 福元 健作 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 吾平 畑 2,000 ゴボウ

105 園田 光郎 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 田 5,000 水稲

106 平松畜産 株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 2,000,000 飼料作物

107 平松畜産 株式会社 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 2,000,000 飼料作物

108 株式会社 マルキヨ 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋 畑 2,000,000 さつまいも､人参､ごぼう､大根

109 三矢物産 株式会社 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 キヌサヤ・インゲン

110 中島 美幸 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

111 小濵 啓輔 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

112 岩橋 由紀 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

113 川井田 淳 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

114 川﨑 成晃 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

115 川﨑 成晃 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 インゲン

116 川﨑 成晃 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 インゲン

117 川﨑 成晃 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 インゲン

118 川﨑 成晃 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

119 松田 重光 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

120 株式会社 カネキヨファーム 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 100,000 米

121 株式会社 カネキヨファーム 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 100,000 インゲン・キヌサヤ

122 池田 孝 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 田 5,000 米

123 石川 翼 鹿児島県 垂水市 垂水市 垂水 畑 5,000 インゲン・スナップエンドウ

124 内倉 美利 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝属郡東串良町 東串良 畑 3,400 飼料用作物

125 清水 京 鹿児島県 肝属郡東串良町 肝属郡東串良町 東串良 田 1,000 WCS、水稲

126 西元 裕樹 鹿児島県 肝属郡錦江町 肝属郡錦江町 田代 田 6,000 飼料作物

127 有限会社 高橋組 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝属郡肝付町 内之浦 田 298 WCS

128 久保 忠夫 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 田 25,000 水稲

129 吉松 幸治 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 畑 10,000 飼料作物

130 ⿁丸 博文 鹿児島県 曽於市 曽於市 財部 田 60,000 飼料

131 イシハラフーズ 株式会社 宮崎県 都城市 曽於市 末吉 畑 5,000,000 大根、ほうれん草、甘藷、その他

132 イシハラフーズ 株式会社 宮崎県 都城市 曽於市 末吉 畑 60,000 ほうれん草、人参、甘藷

133 向段 勇二 鹿児島県 志布志市 志布志市 志布志 田 5,000 飼料作物

134 株式会社 さかうえ 鹿児島県 志布志市 志布志市 志布志 畑 20,000 飼料作物

135 株式会社 さかうえ 鹿児島県 志布志市 志布志市 志布志 畑 10,000 飼料作物

136 株式会社 さかうえ 鹿児島県 志布志市 志布志市 志布志 田 10,000 飼料作物

137 中村 隆生 鹿児島県 志布志市 志布志市 松山 畑 10,000 飼料作物

138 中馬 耕二郎 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 5,000 飼料作物
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139 林 貞雄 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 10,000 水稲、WCS

140 株式会社 内村産業 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 10,000 水稲

141 株式会社 川﨑農産 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 田 5,000 水稲

142 立山 雄大 鹿児島県 志布志市 志布志市 有明 畑 5,000 飼料作物

143 善宝 忠文 鹿児島県 志布志市 曽於郡大崎町 大崎 田 3,072 水稲

144 善宝 忠文 鹿児島県 志布志市 曽於郡大崎町 大崎 田 3,308 水稲

145 鮫島 光一 鹿児島県 曽於郡大崎町 曽於郡大崎町 大崎 田 1,340 水稲

146 エスエスファーム株式会社 鹿児島県 西之表市 西之表市 安城 畑 10,000 フリージア

147 エスエスファーム株式会社 鹿児島県 西之表市 西之表市 安城 畑 9,000 フリージア

148 西川 剛行 鹿児島県 西之表市 西之表市 安城 畑 3,000 さとうきび、ばれいしょ

149 株式会社 日髙農産 鹿児島県 西之表市 西之表市 安納 畑 7,000 ばれいしょ、安納芋

150 古田 恭子 鹿児島県 西之表市 西之表市 伊関 畑 2,000 ロべ、ヒサカキ

151 小山田 春文 鹿児島県 西之表市 西之表市 現和 畑 4,000 さとうきび

152 折口 好喜 鹿児島県 西之表市 西之表市 現和 畑 5,000 さとうきび

153 株式会社 西之表精脱 鹿児島県 西之表市 西之表市 住吉 畑 2,000 さとうきび

154 鮫島 栄次 鹿児島県 西之表市 西之表市 住吉 畑 1,000 牧草

155 株式会社 西之表精脱 鹿児島県 西之表市 西之表市 榕城 畑 2,000 さとうきび

156 野下 英樹 鹿児島県 西之表市 西之表市 榕城 畑 6,000 牧草

157 川下 慎也 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 岩岡 畑 11,009 さとうきび

158 德 洋和 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 岩岡 畑 11,314 さとうきび

159 德 洋和 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 岩岡 畑 9,501 さとうきび

160 德 義昭 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 岩岡 畑 8,929 さとうきび

161 上妻 英矢 鹿児島県 西之表市 熊毛郡中種子町 星原 畑 2,538 さとうきび

162 上妻 英矢 鹿児島県 西之表市 熊毛郡中種子町 星原 畑 4,857 さとうきび

163 基 威津雄 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 4,991 野菜

164 株式会社 中種子精脱 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 11,359 さとうきび

165 株式会社 中種子精脱 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 増田 畑 5,925 さとうきび

166 折戸 春己 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 畑 1,604 ヒサカキ・フェニックスロベ

167 牧瀬 龍一 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 南界 畑 5,713 野菜等

168 木下 武治 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 5,856 さとうきび

169 濵脇 浩二 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間下 畑 3,131 さとうきび

170 株式会社 たすくる 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 野間上 畑 1,642 さとうきび

171 美原 康幸 鹿児島県 熊毛郡中種子町 熊毛郡中種子町 油久 畑 9,223 牧草

172 中脇 義隆 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 西之 畑 3,177 安納芋

173 徳永 昭 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 西之 畑 3,013 牧草

174 日髙 健次郎 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 西之 畑 4,000 サトウキビ

175 河野 久徳 鹿児島県 熊毛郡南種子町 熊毛郡南種子町 西之 畑 1,000 牧草

176 岩川 義成 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 2,095 ﾛｰｽﾞｸﾞﾗｽ

177 岩川 義成 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 1,973 ﾛｰｽﾞｸﾞﾗｽ

178 日高 基樹 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 2,633 ウコン・ガジュツ

179 鎌田 俊 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 1,882 ガジュツ

180 鎌田 俊 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 熊毛郡屋久島町 南部 畑 2,205 ガジュツ

181 中棚 昭三十 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 20,000 さとうきび

182 前田 要 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 15,000 さとうきび・路地野菜

183 榮 大文 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 5,200 さとうきび

184 田中 幸洋 鹿児島県 奄美市 奄美市 笠利 畑 3,500 さとうきび

185 加納 茂宏 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 753 さとうきび
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186 合同会社 大地の恵 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 1,233 さとうきび

187 壽 文也 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 894 さとうきび

188 實 廣志 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 2,831 さとうきび

189 寶 利一郎 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 3,017 飼料作物

190 松本 望 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 9,445 さとうきび

191 株式会社 ファームテック喜界 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 200 さとうきび

192 株式会社 ファームテック喜界 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 5,956 さとうきび

193 永 政倫 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 2,390 さとうきび

194 澄岡 博人 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 154 さとうきび

195 繁田 幸雄 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 800 さとうきび

196 近藤 時義 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 1,063 さとうきび

197 郡山 留五郎 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 406 さとうきび

198 開 孝行 鹿児島県 大島郡喜界町 大島郡喜界町 喜界 畑 11,350 さとうきび

199 嶺田 茂 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 2,000 サトウキビ

200 平瀬 勝 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 10,000 サトウキビ

201 株式会社 永吉ファーム 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 4,000 採草

202 爲島 良一 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 10,000 サトウキビ

203 紀乃 芳則 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 3,000 サトウキビ・ジャガイモ

204 鮫島 徹三 鹿児島県 大島郡徳之島町 大島郡徳之島町 徳之島 畑 3,000 サトウキビ

205 久富 裕樹 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

206 国分 俊弘 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 サトウキビ

207 大栄 善享 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 サトウキビ

208 大江 義仁 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 馬鈴薯

209 末川 周子 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

210 松井 末照 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 サトウキビ

211 松井 涼 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 里芋

212 榮 富常 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 サトウキビ

213 池田 幸男 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

214 葉棚 安雄 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

215 野村 綾乃 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 サトウキビ

216 関根 吉一 鹿児島県 大島郡和泊町 大島郡和泊町 和泊 畑 2,000 飼料作物

217 奥間 弘和 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 住吉 畑 16,000 さとうきび

218 盛山 里徳 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 上平川 畑 5,000 バレイショ

219 前田 三十八 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 瀬利覚 畑 1,600 さとうきび

220 朝戸 恒二 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 田皆 畑 4,000 さとうきび

221 沖田 辰也 鹿児島県 大島郡知名町 大島郡知名町 田皆 畑 2,500 さとうきび

222 本 光夫 鹿児島県 大島郡与論町 大島郡与論町 与論 畑 2,090 牧草
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