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唐木 英明 青野 光子 江坂 宗春 北宅 善昭 島田 和宏 堤 伸浩 畑中 寛 武藤 由子

古在 豊樹 青山 勳 江面 浩 木村 吉伸 嶋田 透 恒川 篤史 原田 久富美 村上 章

佐々木 惠彦 浅見 忠男 遠藤 良輔 熊谷 日登美 生源寺 眞一 寺島 一男 彦坂 晶子 望月 龍也

鈴木 昭憲 阿部 芳久 大川 秀郎 久間 和生 白川 隆 土居 邦弘 日竎 隆雄 森上 敦

祖田 修 荒尾 知人 大久保 忠旦 倉田 のり 白谷 栄作 冨田 房男 平野 高司 両角 和夫

西澤 直子 池田 素子 大黒 俊哉 栗原 光規 進士 五十八 中井 裕 廣田 知良 八木 信行

西野 伊史 生駒 吉識 大迫 靖雄 栗山 浩一 菅野 茂 永井 和夫 廣近 洋彦 安永 円理子

林 良博 石塚 真由美 大澤 貫寿 小泉 健 鈴木 滋彦 長澤 寛道 福田 晋 矢野 昌裕

三輪 睿太郎 石原 昂 大杉 立 河野 英一 鈴木 孝子 中静(浅野)透 藤原 信好 山木 昭平

山下 興亜 磯貝 彰 太田 明徳 小崎 隆 住田 弘一 中島 信彦 船田 良 八巻 正

和田 光史 礒田 博子 大谷 敏郎 小迫 孝実 関崎 勉 中嶋 康博 古谷 研 山岸 順子

一井 眞比古 大政 謙次 後藤 貴文 髙井 伸二 中島 隆 保科 次雄 山根 精一郎

井手 任 岡野 健 小前 隆美 高橋 清也 中島 裕美子 堀江 武 山野井 昭雄

稲垣 賢二 小川 奎 小山 修 高梨 祐明 中谷 誠 眞岡 哲夫 山本 勝利

稲葉 忠興 小田切 徳美 小山 良太 髙山 弘太郎 中西 友子 真木 太一 湯川 智行

稲永 忍 小野 正人 酒井 正博 滝本 勇治 中村 宗一郎 増田 昇 弓削 こずえ

犬伏 和之 笠井 久会 佐古 宣道 武内 和彦 中山 一郎 松田 幹 横山 芳博

井上 隆弘 梶浦 一郎 佐々木 昭博 竹内 俊郎 夏秋 啓子 松本 光人 吉川 泰弘

今川 俊明 勝田 眞澄 佐々木 良治 武田 元吉 夏秋 知英 眞鍋 昇 吉田 薫

岩崎 行玄 加藤 千尋 佐藤 秀一 竹中 麻子 鍋谷 浩志 丸山 清明 吉田 穂積

岩下 嘉光 加藤 久典 佐藤 英明 谷 晃 奈良部 孝 水口 亜樹 吉永 優

井邊 時雄 門脇 光一 沢田 治雄 丹下 健 西田 智子 水町 功子 和田 時夫

上田 一郎 川北 一人 三本木 至宏 塚本 康浩 野口 伸 陽 捷行 渡辺 京子

植田 充美 岸田 義典 篠崎 和子 柘植 尚志 芳賀 猛 蓑茂 壽太郎 渡部 終五

梅本 雅 北島 薫 篠田 純男 辻本 壽 萩原 篤志 宮﨑 毅 （五十音順）　

江口 文陽 北本 豊 澁澤 栄 筒井 俊之 橋口 公一 宮下 淸貴
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味の素株式会社

全国農業協同組合中央会

東京農業大学（学長 江口文陽）


