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東京都港区芝五丁目３３番１号 
森永乳業株式会社 
代表取締役社長 宮原 道夫 
 

 
所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告 

 
 
 当社は、２０１８年９月１２日開催の取締役会において、会社法第１９７条第１項に  

規定する株式（所在不明株主の株式）の売却を決定いたしました。 
 つきましては、後記の株主様ご所有株式を売却することに対し異議のある株主様、その

他の利害関係人は、２０１８年１２月２０日までに、当社株主名簿管理人である三菱ＵＦ

Ｊ信託銀行株式会社に対し、その旨をお申し出くださいますよう、会社法第１９８条の規

定により公告いたします。 
 

［異議申述（申出）先］ 
株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
（連 絡 先） 〒１３７－８０８１ 新東京郵便局私書箱第２９号 

                 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 
                 電話 ０１２０－２３２－７１１（通話無料） 
 
（注）１．所在不明株主とは、株主名簿に記載または記録された住所または通知先にあて

て発した通知または催告が５年以上継続して到着しておらず、かつ、剰余金の

配当を継続して５年間受領していない株主をいいます。 
   ２．記載に際しては、一般的な都道府県順に配列しております。 
   ３．株主様の氏名および住所等の文字のうち、振替制度では使用することができな

い漢字等が含まれている場合には、振替制度で指定された文字に置き換えてお

りますので、予めご了承ください。 
以上 
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株主番号 氏名または名称 都道府県 株主名簿上の住所
所有株式数
（単位：株）

11705541 計良　繁雄 北海道 札幌市東区北四十一条東５丁目 22
11717910 立花　顕次 北海道 札幌市手稲区手稲本町五条４丁目 22
11717220 奥山　きみ 北海道 函館市千代台町３２－２１ 24
11620611 山ノ井　靖堯 北海道 函館市千歳町２ 22
11610251 鈴木　新松 北海道 釧路市美原３丁目３５－１０ 48
11621040 吉井　武雄 北海道 江別市元野幌 59
11608754 酒井　勇 北海道 士別市中士別町六　線 24
11606088 菊地　周平 北海道 枝幸郡中頓別町字上頓別１０３ 59
10590270 西芭露酪農組合　組合長　伊藤留作 北海道 紋別郡湧別町字西芭露 59
11613106 十河　金次 北海道 中川郡池田町字清見３ 39
11615401 林　清次郎 北海道 中川郡池田町字信取１５２ 36
11621318 米沢　喜義 北海道 十勝郡浦幌町字本町 185
11613507 中川　政雄 北海道 十勝郡浦幌町字吉野２０２ 24
11616657 舟田　善正 北海道 十勝郡浦幌町字稲穂 36
11604105 大川　ヒサ 北海道 白糠郡白糠町茶路共栄 17
11609952 菅原　時雄 岩手県 和賀郡谷内村大字田瀬第２４地割４７ 113
11617786 松原　緑 岩手県 和賀郡土沢町東晴山十二地割１２－１ 49
11606063 菊池　市太郎 岩手県 花巻市石鳥谷町北寺林第１１地割　字新田１１０ 23
11609924 菅　雄一 岩手県 花巻市東和町砂子５区６６ 59
11608283 佐々木　初太郎 岩手県 遠野市青笹町青笹１４－２３ 36
11742893 下公　和歌 宮城県 仙台市東仙台４丁目２－５５　エコーハウス２０２ 12
11747888 高橋　吉彦 宮城県 仙台市宮町４丁目５－５７－　４０２ 12
11708057 及川　亮 宮城県 泉市七北田字二本柳１－５１ 197
10312005 株式会社鎌田　代表取締役　鎌田貞政 秋田県 秋田市旭北栄町１－４３ 21
11605568 鏡　志津子 山形県 東根市大字東根甲５６８ 31
11609897 須藤　喜之助 山形県 東根市大字東根甲５６８ 92
11603631 大貫　忠右衛門 山形県 西置賜郡白鷹町大字荒砥乙９９３ 18
11601500 石田　留吉 福島県 安達郡新殿村大字東新殿字館山 4
11613203 遠藤　タマヨ 福島県 安達郡新殿村杉沢字山田７４ 4
11613200 遠藤　六兵衛 福島県 西白河郡中畑村大字中畑字稲荷釜１ 12
11604619 加藤　義雄 福島県 伊達郡粟野村大字粟野字後塚原８８ 9
11623822 国井　昭七 福島県 信夫郡吾妻町庭坂新町６２ 10
11609327 鴫原　一郎 福島県 安達郡太田村大字上太田字上代積山１４ 17
11609326 鴫原　広治 福島県 安達郡太田村大字上太田字上代積萩ノ田１４ 70
11611365 高橋　勉 福島県 安達郡太田村大字上太田字鳥屋場山１５ 7
11615241 畠山　武義 福島県 西白河郡滑津村大字滑津字小針８１ 5
11618467 水戸　勘衛 福島県 西白河郡中畑村大字中畑字根宿２１９ 4
11604645 加藤　林作 福島県 福島市松川町高野４０ 4
11672149 川上　スイ 福島県 福島市松木町４－１８ 96
11717767 清野　勤 福島県 福島市山口字町尻４７ 59
11609328 鴫原　留重 福島県 福島市松川町字天明根 4
11611919 丹野　幸吉 福島県 福島市松川町字下新田 8
11708893 神保　花枝 福島県 会津若松市町北町大字藤室２４４ 200
11711482 珍田　浩史 福島県 会津若松市米代２丁目３－２９ 98
11732122 根本　兼作 福島県 いわき市平　明治団地５８－１２ 12
11616710 古川　喜内 福島県 二本松市東新殿字古谷８ 7
11601277 池田　友二 福島県 伊達市梁川町粟野字堀切４０ 5
11605937 木幡　重寿 福島県 伊達市霊山町大石字馬越 37
11621710 渡辺　勇二 福島県 安達郡白沢村和田字除石１３７ 6
11730796 岡田　親常 福島県 双葉郡大熊町大字大川原字南平２６８ 63
11609944 菅野　昭親 福島県 相馬郡小高町女湯字中里２５ 34
11710054 田山　梁一 茨城県 鉾田市二重作８８５ 46
11725515 真中　勝 茨城県 稲敷郡阿見町大字阿見４６６６－４９ 22
11713785 大島　浩子 栃木県 宇都宮市戸祭町１－７－　１３ 2
11735440 水沼　シツエ 栃木県 宇都宮市陽南４丁目１－９ 36
11600113 青木　敏雄 栃木県 栃木市西方町金崎４１２ 170
11746027 佐藤　テル子 栃木県 小山市大字南半田４９２－５ 24
11726923 川名子　益治 栃木県 下都賀郡石橋町上町４６２ 63
11608602 斉藤　武平 群馬県 勢多郡城南村大字小屋原２６３ 106
11601482 石関　卯一 群馬県 前橋市東片貝町１－１０５ 36
11604958 金井　徳治 群馬県 前橋市三俣町１９７ 156
11678454 八木原　栄吉 群馬県 前橋市国領町２丁目１８－１５ 98
11637551 太田　亨 群馬県 渋川市行幸田１０３３－４ 123
11600407 雨宮　要助 埼玉県 大里郡武川村大字田中 4
11600472 新井　七郎 埼玉県 秩父郡倉尾村 2
11600499 新井　吉五郎 埼玉県 大里郡本郷村字本郷２０２２ 50
11601066 伊藤　国一 埼玉県 児玉郡長幡村大御堂 4
11601224 飯野　良一 埼玉県 大里郡本畠村 4
11601285 池田　武治 埼玉県 大里郡用土村１８１７ 27
11602813 内田　武 埼玉県 大里郡本郷村本郷 204
11603443 大沢　作栄 埼玉県 大里郡本畠村畠山２９５ 27
11603439 大沢　利治 埼玉県 大里郡本畠村大字畠山４４ 85
11603475 大島　義昌 埼玉県 大里郡用土村４５１５ 17
11603525 大谷　浦五郎 埼玉県 児玉郡金屋村塩谷 4
11604052 押田　実 埼玉県 大里郡用土村２８２５ 9
11604800 笠原　安芳 埼玉県 秩父郡長若村 8
11605121 神尾　宗吉 埼玉県 大里郡本郷村大字針ケ谷 10
11606661 串田　平吉 埼玉県 秩父郡上吉田石間８２ 53
11606854 黒沢　孝作 埼玉県 大里郡本畠村本田２５６ 7
11608616 斉藤　直道 埼玉県 秩父郡倉尾村 3
11619260 茂木　実 埼玉県 大里郡明戸村９７５ 20
11610666 関口　一郎 埼玉県 秩父郡倉尾村日尾１４６１ 142
11610671 関口　富家 埼玉県 秩父郡倉尾村白尾１４６１ 68
11610905 田島　喜市 埼玉県 大里郡本畠畠山２８６ 102
11611348 高野　国太郎 埼玉県 比企郡伊草村大字上伊草１３６３ 2
11611392 高橋　栄治 埼玉県 大里郡本郷村大字本郷 7
11613816 中村　あき 埼玉県 大里郡本畠村本田１４１ 2
11616372 福島　文三郎 埼玉県 児玉郡金屋村字飯倉 2
11617188 堀越　浪次郎 埼玉県 児玉郡金屋村大字飯倉 20
11617405 前川　喜平 埼玉県 児玉郡金屋村飯倉 70
11619775 矢島　治平 埼玉県 児玉郡金屋村飯名 4
11620135 山崎　申寿 埼玉県 秩父郡倉尾村 1
11727714 佐生　徇 埼玉県 さいたま市浦和区元町２丁目１７－１９ 25
11634169 町田　万吉 埼玉県 川越市新宿町２丁目１５－１２ 148
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株主番号 氏名または名称 都道府県 株主名簿上の住所
所有株式数
（単位：株）

11753063 隈元　久子 埼玉県 熊谷市柿沼１００６ 48
11608734 坂本　保雄 埼玉県 秩父市吉田久長１３９９ 2
11609496 島崎　トヨ治 埼玉県 秩父市荒川上田野７３３ 66
11617616 町田　徳重 埼玉県 秩父市荒川日野 2
11802665 中村　芳枝 埼玉県 飯能市大字中山２８６－４ 200
11687997 矢島　喜久治 埼玉県 飯能市大字双柳１－２８ 193
11603679 大場　十七市 埼玉県 本庄市児玉町塩谷 2
11617367 真下　昂 埼玉県 本庄市児玉町飯倉 27
11617855 松本　一久 埼玉県 鴻巣市人形１丁目７－５８ 24
11705043 青木　清 埼玉県 深谷市小前田２８２７－１ 96
11603512 大谷　賢一 埼玉県 深谷市荒川２０２ 2
11603871 岡田　金次郎 埼玉県 深谷市荒川１０２０－１ 13
11603856 岡田　理平 埼玉県 深谷市荒川１０１６ 3
11604956 金井　儀一 埼玉県 深谷市荒川１６５３ 11
11605936 木之内　正男 埼玉県 深谷市荒川１８７５ 33
11606792 栗原　辰三 埼玉県 深谷市武蔵野４０５８ 23
11619282 毛呂　三郎 埼玉県 深谷市上野台３２９１ 39
11607344 小嶋　銀平 埼玉県 深谷市武蔵野 33
11608716 坂本　薫 埼玉県 深谷市荒川８９８－３ 2
11609430 柴崎　さだ 埼玉県 深谷市荒川２０４９ 9
11611079 田辺　定介 埼玉県 深谷市荒川２０２８ 13
11611082 田辺　守道 埼玉県 深谷市荒川１０８７－１ 17
11611483 高橋　勝次郎 埼玉県 深谷市荒川９１４ 2
11612122 高橋　栄治 埼玉県 深谷市本郷１６４９ 3
11613268 富田　健二 埼玉県 深谷市武蔵野４０２５ 2
11614847 根岸　貞一 埼玉県 深谷市荒川１０２０－２ 9
11617604 増野　英光 埼玉県 深谷市明戸５１７ 4
11619285 持田　伊一 埼玉県 深谷市荒川１６４４ 7
11619294 持田　国松 埼玉県 深谷市荒川１２５８ 50
11619290 持田　庫治 埼玉県 深谷市荒川 33
11619288 持田　豊三 埼玉県 深谷市荒川１７１３ 20
11733866 持田　東 埼玉県 深谷市荒川１６６ 36
11619291 持田　泰介 埼玉県 深谷市荒川１２６４ 5
11619287 持田　康二 埼玉県 深谷市荒川１２７６ 2
11621058 吉岡　伝作 埼玉県 深谷市武蔵野２８１３ 9
11601869 今村　テル 埼玉県 和光市白子３丁目１８－１５ 284
11705770 川田　つぎ 埼玉県 坂戸市本町１０－３０ 28
11613245 轟　喜与子 埼玉県 比企郡小川町大字大塚１４２ 115
11610959 田中　沢次 埼玉県 秩父郡横瀬町 44
11617034 逸見　武 埼玉県 秩父郡皆野町大字野巻２６ 2
11725477 伊藤　良平 埼玉県 児玉郡神川町大字渡瀬５１５ 1
11605124 神岡　信一 埼玉県 大里郡寄居町大字用土２９４３ 106
11616288 深田　保雄 埼玉県 大里郡寄居町大字桜沢 2
11617887 松本　弥三郎 埼玉県 大里郡寄居町大字用土５０３２ 2
11744243 大井川　孝 千葉県 千葉市千草台２丁目２－８－　２１１ 24
11609921 末吉　和子 千葉県 千葉市花園町１６００－１２ 23
11742096 楢木　洋子 千葉県 千葉市中央３丁目１５－３－　８０２ 12
11751086 松戸　優 千葉県 千葉市若松町２１７３－１２ 48
11710979 小林　靖明 千葉県 松戸市北松戸２丁目７－７ 2
11731611 高橋　誠 千葉県 松戸市古ケ崎２丁目３２１９－　Ｂ－２ 63
11610841 染谷　喜代 千葉県 野田市中里８９５ 118
11604036 奥山　正三 千葉県 佐倉市上座７０７－４３ 27
11707581 高橋　賢一 千葉県 佐倉市上座７３１－４ 55
11718037 古賀　シメ 千葉県 佐倉市石川６３０－３５　角栄９号古賀光幸様方 35
11714777 本多　琴代 千葉県 柏市増尾１１６３－７ 94
11686250 香取　勢津子 千葉県 市原市八幡２０２１－１３ 62
11620179 山下　貞蔵 千葉県 市原市五井西青柳 162
11712887 中　秀子 千葉県 流山市大字東深井８６５－６０ 35
11631688 林　正勝 千葉県 八千代市村上２１１７－３４ 70
11752355 藤田　庄三 千葉県 浦安市日の出６番　カーサ．デ．かんぽ浦安４０９ 12
11608403 佐藤　広則 千葉県 南房総市千倉町北朝夷２３２０ 70
11606072 菊池　凪之助 東京都 八丈島中之郷村 5
11608270 佐々木　通弘 東京都 八丈島末吉村 2
11750543 小南　幸三 東京都 中央区日本橋人形町２丁目２８－２ 96

10401166
ＹＡＭＡＩＣＨＩ　ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ　ＬＴＤ．ＧＥＮＥＶＥ　ＢＲＡＮＣ
Ｈ　常任代理人　山一證券株式会社

東京都 中央区日本橋兜町５－１ 102

11610308 鈴木　ヤス 東京都 中央区築地２丁目１２－１４　鈴木敏雄様方 111
11624552 田中　幸一郎 東京都 中央区霊岸島１－１０ 148
11705636 笠井　喜美子 東京都 港区白金４丁目６－２０　白金シテイハウス２０３ 2
11752063 坪井　英子 東京都 港区赤坂７丁目６－５６ 12
11712514 渡辺　朝子 東京都 港区北青山３丁目４－２３－　３０１ 25
11747648 石原　きの 東京都 新宿区百人町３丁目２１－１４　新栄住宅３０１ 12
11751698 須藤　和子 東京都 新宿区市谷砂土原町３丁目８ 36
11600451 荒木　裕子 東京都 台東区上野４丁目７－２ 18
11740718 土屋　よし子 東京都 台東区台東２丁目１９－７ 60
11723111 波岡　久史 東京都 台東区蔵前３丁目２１－１　カーサ蔵前９０８号 35
11619254 目崎　行雄 東京都 台東区谷中清水町１ 111
11725859 山下　文銓 東京都 台東区西浅草２丁目１５－１３　日光社３Ｂ 229
11700923 井本　アイ子 東京都 江東区亀戸９丁目１７－７ 143
11718229 鈴木　通子 東京都 江東区亀戸８丁目２３－３　ニユーパークハイツ６０４号 35
11745853 鈴木　佐登 東京都 品川区東大井３丁目２８－１ 24
11608652 斉藤　とし子 東京都 目黒区洗足１３３６ 145
11600649 新井　聡 東京都 大田区上池上町１０２７ 28
11752367 伊藤　健治 東京都 大田区大森北６丁目１２－６ 36
11728502 岩崎　和江 東京都 大田区萩中１丁目７－８－　１０２ 25
11712908 高橋　な美 東京都 大田区山王３丁目２５－１０ 47
11612944 土屋　亟三郎 東京都 大田区北千束３丁目１２－２　土屋様方 115
11612785 土屋　哲 東京都 大田区北千束３丁目１２－２　土屋様方 115
11745789 生田　公子 東京都 世田谷区宮坂２丁目１５－１－　３０３ 12
11604400 大塚　金助 東京都 世田谷区玉川瀬田町７４０ 59
11608684 坂口　盛綱 東京都 世田谷区代田１丁目７７７ 19
11709137 富沢　千代吉 東京都 世田谷区野沢２丁目３４－３ 57
11753933 安藤　嘉信 東京都 世田谷区下馬１丁目２５－３ 36
11607119 小池　福太郎 東京都 渋谷区神宮前２丁目１８－１６ 83
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11753481 森川　則男 東京都 渋谷区恵比寿南１丁目４－７　サン恵比寿２０３ 24
11708716 阿部　吉春 東京都 中野区中野２丁目１６－５　清水ハウス４－３５ 143
11657758 石川　千絵子 東京都 中野区上鷺宮３丁目８－２２　Ｄ３０４ 141
11606557 久滋　正造 東京都 中野区大和町２７１ 120
11714238 島崎　裕子 東京都 中野区東中野１丁目３２－１－　Ａ８０１ 35
11753331 ＥＩＩＣＨＩ　ＮＡＧＡＳＡＷＡ 東京都 豊島区千早２丁目２９－９　シティハウス２０１号　長澤洋英様方 24
11753716 関　京子 東京都 豊島区東池袋２丁目５９－３　石上荘２号 24
11741504 栗原　峰 東京都 北区上十条５丁目２１－６ 24
11732752 福田　実 東京都 板橋区仲町３７－１０ 12
11752582 今井　共七郎 東京都 練馬区豊玉南１丁目１９ 24
11752896 高橋　美知子 東京都 練馬区中村３丁目３３－９ 12
11707986 高橋　力 東京都 練馬区谷原５丁目１１－１７ 35
11729499 伊藤　陽子 東京都 足立区伊興町本町３６８６－８ 1
11743913 金子　ふさ子 東京都 足立区扇３丁目９－２－　４０７ 12
11605514 鎌田　孝夫 東京都 足立区鹿浜３丁目１９－１９ 31
11745216 菊池　千之 東京都 足立区東伊興町１４－３ 24
11706122 小堀　善松 東京都 足立区梅島１丁目１０－８ 89
11749627 川島　一雄 東京都 葛飾区東四つ木３丁目３４－２１　松和荘 12
11603406 大久保　千尋 東京都 調布市佐須町３３５ 70
11709138 大沢　創 東京都 調布市柴崎町２－７－　１ 71
11725075 高尾　栄子 東京都 町田市玉川学園２丁目１１－２４ 67
11747987 田中　みどり 東京都 小金井市本町５丁目２１－１５ 12
11751700 加納　茂美 東京都 日野市大坂上３丁目１１－１　大坂上三丁目アパート１２－４０１ 200
11749342 酒田　千代 東京都 日野市旭が丘２丁目２３－４　メリーハウス２０１ 12
11684052 郷沢　貞夫 東京都 東村山市萩山町１丁目１４－３－　２０３ 166
11626424 田山　欣吉 東京都 保谷市泉町２丁目１７－１６ 73
11750359 三浦　栄子 東京都 保谷市下保谷５丁目８－２７ 12
11625598 福田　マサ子 東京都 狛江市西和泉１丁目１３－１０３ 193
11743733 長谷川　敏子 東京都 東大和市湖畔２丁目３５１－８１ 12
11602085 石川　清造 東京都 東久留米市久留米町落合４９８－４ 4
11617686 松木　応作 東京都 八丈支庁樫立村 2
11620207 山下　いとゑ 東京都 八丈支庁樫立村 2
11620173 山下　鹿市 東京都 八丈支庁樫立村 75
11620182 山下　秀雄 東京都 八丈支庁樫立村 3
11620190 山下　秀光 東京都 八丈支庁樫立村 2
11620205 山下　福之助 東京都 八丈支庁樫立村 11
11620192 山下　正躬 東京都 八丈支庁樫立村 7
11620428 山本　周助 東京都 八丈支庁樫立村 2
11600294 浅沼　喜三 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11600298 浅沼　重雄 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11600314 浅沼　三千治 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11601385 石井　宏太郎 東京都 八丈島八丈町中之郷 3
11603437 大沢　一三 東京都 八丈島八丈町樫立　村 2
11603451 大沢　久之助 東京都 八丈島八丈町樫立　村 2
11603448 大沢　元四郎 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 5
11603952 沖山　秋作 東京都 八丈島八丈町末吉　村 2
11603948 沖山　悦郎 東京都 八丈島八丈町末吉　村 2
11603967 沖山　喜久身 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11603964 沖山　譲五郎 東京都 八丈島八丈町末吉　村 2
11603957 沖山　忠度 東京都 八丈島八丈町末吉　村 7
11603949 沖山　鉄郎 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11603966 沖山　富士作 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 5
11603958 沖山　友巳 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11603953 沖山　真平 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11603960 沖山　正恒 東京都 八丈島八丈町末吉　村 2
11603951 沖山　政雄 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11603944 沖山　優一 東京都 八丈島八丈町末吉　村 2
11603963 沖山　義信 東京都 八丈島八丈町末吉　村 4
11604041 奥山　重明 東京都 八丈島八丈町樫立　村 2
11604038 奥山　哲夫 東京都 八丈島八丈町樫立　村 18
11604039 奥山　敏男 東京都 八丈島八丈町樫立　村 54
11604973 金打　百蔵 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 47
11605043 金田　善右衛門 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 14
11605268 川上　運祐 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 18
11605413 河崎　規矩郎 東京都 八丈島八丈町樫立　村 11
11606064 菊池　勝太郎 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 42
11606045 菊池　孝男 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 7
11606067 菊池　佐次郎 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 19
11606046 菊池　三吉 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 11
11606066 菊池　芳太郎 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 10
11606027 菊池　亮 東京都 八丈島八丈町末吉　村 7
11608393 佐藤　善松 東京都 八丈島八丈町樫立　村 3
11608398 佐藤　信弥 東京都 八丈島八丈町樫立　町 7
11608242 佐々木　度 東京都 八丈島八丈町中之郷　村 2
11608257 佐々木　豊作 東京都 八丈島八丈町樫立　村 2
11608271 佐々木　光秀 東京都 八丈島八丈町樫立　村 2
11608953 笹本　勝利 東京都 八丈島八丈町樫立 67
11608944 笹本　桂 東京都 八丈島八丈町樫立　村 7
11608954 笹本　重徳 東京都 八丈島八丈町樫立　村 2
11608947 笹本　春一 東京都 八丈島八丈町樫立　村 2
11608952 笹本　和彦 東京都 八丈島八丈町樫立　村 5
11614071 長戸路　武夫 東京都 八丈島八丈町末吉　村 2
11602948 梅津　粂吉 神奈川県 足柄下郡下中村小船９５ 43
11604632 加藤　貞吉 神奈川県 中郡国府村生沢１１８３ 683
11609890 須藤　博 神奈川県 中郡伊勢原町１２２２ 156
11610160 鈴木　勇造 神奈川県 足柄下郡国府津町国府津１６０１ 24
11611444 高橋　俊通 神奈川県 中郡西秦野町堀西３６１ 102
11615423 原　虎二 神奈川県 中郡高部屋村上粕屋２９３７ 26
11615434 原　延作 神奈川県 中郡高部屋村上粕屋２９０１ 3
11615455 原　陸太郎 神奈川県 中郡高部屋村上粕屋４８１ 241
11617121 細谷　茂作 神奈川県 中郡成瀬村高森 47
11618381 三宮　博 神奈川県 中郡国府村生沢９２３ 624
11619402 守屋　彦三郎 神奈川県 中郡国府村黒岩 3
11619800 矢作　健蔵 神奈川県 中郡高部屋村上粕屋３６５０ 2
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11621210 吉田　辰五郎 神奈川県 中郡北秦野村横野６２４ 12
11616310 深谷　営平治 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見町３９９ 1,366
11600181 赤坂　文子 神奈川県 横浜市神奈川区大口通５５ 5
11729093 鈴木　邦夫 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町４丁目１１５ 47
11608725 坂本　定次 神奈川県 横浜市南区六ツ川町１２４０ 73
11605237 苅部　マサ子 神奈川県 横浜市保土ケ谷区上星川町１０７３ 5
11749930 江口　典 神奈川県 横浜市磯子区汐見台１丁目４－１４０６－　６４３ 12
11610154 鈴木　昇治 神奈川県 横浜市港北区日吉町３８１ 26
11615539 橋本　忠一 神奈川県 横浜市港北区日吉本町７６０ 8
11733681 坂本　こずえ 神奈川県 横浜市旭区笹野台１０２ 12
11686700 永禮　素雄 神奈川県 横浜市旭区南希望が丘３９－５ 96
11601203 飯田　泰啓 神奈川県 横浜市緑区長津田町１８５８ 2
11611047 田中　留次郎 神奈川県 横浜市瀬谷区阿久和町３２１３ 24
11705529 河野　数政 神奈川県 川崎市川崎区鋼管通１丁目２２－７ 11
11603899 岡村　鎌一 神奈川県 川崎市高津区二子５１４ 296
11626792 芹田　つね 神奈川県 川崎市高津区末長９０２ 70
11613671 中野　良助 神奈川県 川崎市高津区千年４６７－１２ 5
11607427 小貫　義男 神奈川県 川崎市多摩区長尾２丁目２－１６ 55
11727177 佐藤　愛之助 神奈川県 相模原市緑区寸沢嵐７１９－２ 24
11720598 鶴沢　三十喜 神奈川県 横須賀市馬堀町１丁目４７ 47
11621251 吉野　ハル 神奈川県 平塚市公所４７５ 83
11733183 伊藤　進 神奈川県 鎌倉市雪ノ下２丁目８－１９ 89
11729157 伊藤　泰彦 神奈川県 鎌倉市雪ノ下２丁目８－１９ 38
11709919 河原　健一 神奈川県 藤沢市片瀬２丁目１－２０ 1
11733923 武石　あき 神奈川県 茅ヶ崎市東海岸北２丁目１－３８ 24
11607124 小泉　重一 神奈川県 相模原市上溝 9
11619593 諸星　克巳 神奈川県 秦野市渋沢４６７ 106
11620046 山口　福造 神奈川県 秦野市平沢２０７２ 26
11601238 飯原　長治 神奈川県 厚木市愛名１１５３ 98
11603496 大高　健治 神奈川県 厚木市下古沢２８５ 31
11601997 岩本　竹雄 神奈川県 伊勢原市東富岡２４８ 35
11602001 岩本　由夫 神奈川県 伊勢原市東富岡２４９ 23
11614138 成瀬　貢 神奈川県 伊勢原市日向５４０ 204
11601898 岩壁　一作 神奈川県 海老名市国分１２４６ 7
11604647 加藤　一良 神奈川県 海老名市上今泉９５ 22
11604560 加藤　昊 神奈川県 海老名市上今泉６丁目３９－２８ 2
11604708 加藤　千代太郎 神奈川県 海老名市上今泉９５ 161
11719580 佐藤　政義 神奈川県 海老名市望地１０４ 44
11734625 鈴木　フミ江 神奈川県 綾瀬市上土棚２２７６ 12
11606609 久保田　忠吉 神奈川県 中郡大磯町高麗 122
11607752 後藤　繁 神奈川県 中郡大磯町生沢１９８ 70
11607763 後藤　義造 神奈川県 中郡大磯町月京１１７ 163
11754469 山崎　修 神奈川県 足柄下郡箱根町湯元１６２ 12
11603979 荻田　愛次郎 神奈川県 愛甲郡愛川町田代１９３２ 49
11608248 佐々木　正次 神奈川県 愛甲郡愛川町半原６５２ 57
11620067 山口　藤作 神奈川県 愛甲郡愛川町田代８８１ 9
11753478 塩谷　亨 新潟県 新潟市中央区上所１丁目１２－　Ａ１２０ 12
11717169 榎田　護 新潟県 長岡市今井２丁目３８－３０１ 47
11746076 佐々木　長一郎 富山県 富山市大泉町２丁目８－２２ 12
11742160 密田　秀之 富山県 富山市八人町４－１５ 36
11735305 宅　嘉昭 石川県 金沢市泉本町３丁目１１６　野村ビル２０２号 24
11711183 西竹　外志夫 石川県 金沢市本町２丁目１９－１１ 98
11723944 羽田　敏朗 山梨県 富士吉田市下吉田９２７－１１ 70
11618269 三浦　伝 山梨県 甲斐市竜王３２２４ 91
11622955 渡辺　善家 山梨県 西八代郡下部町久那土 48
11607930 小野　菊市 山梨県 西八代郡市川三郷町八之尻 59
11602609 宇治　通雄 長野県 上伊那郡小野村８４１ 7
11605262 川上　藤一 長野県 南安曇郡梓村２９５０ 22
11606652 草間　吉衛 長野県 東筑摩郡笹賀村８３４ 170
11607551 小林　練巳 長野県 東筑摩郡筑摩地村４４２５ 2
11607636 小松　茂夫 長野県 東筑摩郡筑摩地村４５５６ 1
11607631 小松　民治 長野県 東筑摩郡筑摩地村４５５６ 14
11607633 小松　利郎 長野県 東筑摩郡片丘村７４４５ 4
11607746 五味　拓信 長野県 東筑摩郡片丘村４３５１ 83
11609301 塩沢　喜代志 長野県 下伊那郡松尾村１５２８ 67
11609583 下村　三郎 長野県 木曽郡上杉町３０３－３ 85
11611530 高山　武雄 長野県 東筑摩郡島内村４０５ 14
11612710 塚田　芳春 長野県 南安曇郡梓村４１３３ 2
11613576 中島　忠利 長野県 東筑摩郡片丘村１０１５ 4
11613636 中谷　岩男 長野県 上伊那郡朝日村１５８８ 44
11616755 古畑　一 長野県 東筑摩郡筑摩地村１２４７ 7
11617572 増沢　喜鶴 長野県 東筑摩郡上川手村５０７６ 4
11619575 森山　精次 長野県 東筑摩郡片丘村２１８４－３ 4
11683420 金　勝一 長野県 長野市三輪５丁目１－１３　清和ハウス２Ｆ西端 35
11740189 永井　良子 長野県 長野市徳間１６８０－１１ 12
11615537 波多腰　定夫 長野県 松本市波田３００３－１１ 142
11700209 宮沢　浩一 長野県 飯田市江戸町２４７ 12
11613555 中島　庄吾 長野県 塩尻市大門 56
11605173 石附　和子 長野県 安曇野市穂高４７５０ 17
11601083 伊藤　政司 長野県 諏訪郡富士見町１０２４２ 2
11603735 大森　弘雄 長野県 上伊那郡辰野町大字樋口１５９２ 16
11609553 下井　杉三 長野県 下伊那郡松川町元大島２６３２ 27
11604028 奥村　理一 長野県 下伊那郡喬木村５８３９ 55
11616655 船沢　次郎 長野県 下伊那郡喬木村３９９ 106
11606323 桐原　秀吉 長野県 東筑摩郡山形村３２９７ 4
11611567 滝沢　虎雄 長野県 東筑摩郡筑北村坂井６５７５ 2
11611179 高井　一 岐阜県 加茂郡加茂野村 7
11611175 高井　清 岐阜県 加茂郡加茂野村 59
11611190 高井　増信 岐阜県 加茂郡加茂野村 99
11611188 高井　若吉 岐阜県 加茂郡加茂野村 16
11617393 間宮　盛一 岐阜県 加茂郡加茂野村 409
11621706 渡辺　善一 岐阜県 加茂郡加茂野村 512
11743554 三宅　隆義 岐阜県 岐阜市桜木町２丁目３４－３ 12
11673680 森島　登志子 岐阜県 岐阜市神室町２丁目２０ 103
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11729988 尾崎　文子 岐阜県 恵那市明智町新町１ 12
11784234 西村　理恵子 岐阜県 各務原市那加吾妻町７２ 200
11600393 天野　惣太郎 静岡県 庵原郡庵原村伊佐布３３９－１－１ 88
11601759 稲葉　森蔵 静岡県 賀茂郡岩科村岩科 14
11606275 清水　平作 静岡県 庵原郡両河内村葛沢 12
11606278 清水　政平 静岡県 庵原郡両河内村葛沢 24
11606881 黒田　半三 静岡県 賀茂郡三坂村一色１６ 73
11609467 柴山　久一郎 静岡県 庵原郡両河内村高瀬 49
11609619 白石　宰二 静岡県 賀茂郡下河津村谷津 12
11609622 白石　和好 静岡県 賀茂郡下河津村谷津８ 2
11610057 杉山　静夫 静岡県 駿東郡富岡村下和田 163
11610258 鈴木　久嘉 静岡県 駿東郡富士岡村 26
11610815 外岡　勝太郎 静岡県 賀茂郡三坂村入間６８ 60
11611546 滝　保 静岡県 庵原郡小島村小河内坂本 20
11612792 土屋　順一 静岡県 賀茂郡稲梓村須原８５１ 7
11616281 深沢　馬太郎 静岡県 庵原郡両河内村西里 70
11617140 堀池　伊三郎 静岡県 庵原郡小島村但沼 12
11617372 真田　伍東 静岡県 駿東郡富岡村下和田 31
11617511 牧野　猪助 静岡県 庵原郡庵原村山切３９９ 12
11617506 牧野　滝三 静岡県 庵原郡両河内村和田島 142
11618642 宮城　莞一 静岡県 庵原郡小島村小河内柿戸 4
11619091 村上　源六 静岡県 庵原郡庵原村吉原１０５１ 70
11619327 望月　儀作 静岡県 庵原郡両河内村西里 1
11619305 望月　軍一 静岡県 庵原郡両河内村中河内１区 10
11619331 望月　林作 静岡県 庵原郡飯田村高橋西８３３ 133
11619341 望月　光一郎 静岡県 庵原郡両河内村西里１０－１ 75
11619507 森田　松一 静岡県 庵原郡両河内村中河内遠呂島 33
11601670 市川　錬一 静岡県 静岡市葵区瀬名２３０５－１ 11
11601296 池田　惣作 静岡県 静岡市清水区和田島 213
11602655 上倉　清 静岡県 静岡市清水区小河内 4
11602749 植田　貞三 静岡県 静岡市清水区小島町８７２ 9
11607296 小沢　幸太郎 静岡県 静岡市清水区小島町 4
11611723 武田　亟一 静岡県 静岡市清水区葛沢 14
11615155 萩原　絹太郎 静岡県 静岡市清水区小島町 2
11607103 源平　喜作 静岡県 静岡市清水区高山 14
11607102 源平　清夫 静岡県 静岡市清水区高山 14
11607104 源平　治作 静岡県 静岡市清水区高山 19
11619350 望月　今次郎 静岡県 静岡市清水区杉山 18
11753409 秋山　友子 静岡県 浜松市中区元城町１０５－７ 12
11722465 新貝　允次 静岡県 浜松市中区船越町４－１５ 1
11748695 溝口　愛 静岡県 浜松市東区西ケ崎町８２３－１ 12
11748289 桑原　昌代 静岡県 静岡市伝馬町新田３８７－１９ 36
11604927 勝又　大吉 静岡県 三島市元山中 53
11606800 栗原　久夫 静岡県 三島市市ノ山 8
11610021 杉本　儀作 静岡県 三島市市ノ山 4
11610030 杉本　隆次郎 静岡県 三島市市ノ山 7
11610223 鈴木　重作 静岡県 三島市中　村 255
11617095 細井　角次郎 静岡県 三島市三ツ谷 12
11611346 高野　喜一郎 静岡県 富士宮市麓 94
11733652 磯山　清 静岡県 伊東市富戸８４６ 12
11601488 石田　泰三 静岡県 富士市塔の木 111
11721398 大庭　よし江 静岡県 磐田市中町２１２－１４ 35
11609015 沢地　忠一 静岡県 下田市蓮台寺２８１ 44
11600326 浅野　義家 静岡県 伊豆の国市四日町 189
11601015 伊賀　徳松 静岡県 伊豆の国市田中山 13
11604825 梶原　島吉 静岡県 伊豆の国市田中山 14
11740871 杉浦　瑞美 静岡県 牧之原市西萩間 12
11603454 大塩　富彦 静岡県 賀茂郡河津町梨本４３３－２ 229
11618634 宮川　七五三 静岡県 賀茂郡河津町梨本８０９ 99
11620216 山田　堯 静岡県 賀茂郡南伊豆町下小野２９９ 13
11601405 石川　翠 静岡県 田方郡函南町丹那　新山 2
11611799 棚井　万作 静岡県 田方郡函南町塚本 341
11608319 佐藤　清一 愛知県 愛知郡豊明村西川 4
11611614 竹内　邦義 愛知県 知多郡旭村字金沢 97
11614028 長谷川　一一 愛知県 東春日井郡坂下町大字明知１２４ 113
11614049 長谷川　政光 愛知県 丹羽郡布袋町東大海道６５ 121
11615972 平木　吉助 愛知県 知多郡野間町奥田字南側 2
11620324 山田　弥曽一 愛知県 葉栗郡草井村 2
11730074 早川　一雄 愛知県 名古屋市西区葭原町４丁目２ 12
11740550 三輪　悦子 愛知県 名古屋市西区東枇杷島町２９４－６ 36
11733402 金田　雲錫 愛知県 名古屋市中村区新富町２丁目４－２０ 38
11730855 古橋　かず子 愛知県 名古屋市中区錦１丁目１９－２５　東京生命名古屋支社内 12
11721794 神谷　鶴二 愛知県 名古屋市昭和区御器所２丁目４－１０ 87
11738838 鈴木　美智子 愛知県 名古屋市名東区神丘町２丁目２１　虹ヶ丘東団地１７号棟３０１号 12
11738919 石川　格 愛知県 岡崎市羽根町字鰻池８９－１ 12
11689130 近藤　ともゑ 愛知県 春日井市勝川町３丁目３６２３ 49
11617204 堀場　多賀治 愛知県 江南市宮田　後飛保フツコ９６ 14
10590297 布袋酪農南集乳所　代表者　土田一三 愛知県 江南市大字小折３７１７ 41
11610094 鈴木　勇 愛知県 小牧市大字小牧原新田 8
11727595 高田　宜計 愛知県 小牧市大字小牧原新田１６４－１ 25
11611925 丹羽　武雄 愛知県 小牧市小牧　村中 11
10191076 尾西酪農農業協同組合　組合長理事　丹羽正義 愛知県 稲沢市祖父江町桜方３７２－１ 20
11608989 沢木　栄一 愛知県 東海市名和町薮ケ鼻４ 10
11602852 内藤　両市 愛知県 大府市長草町前屋敷 55
11749253 鈴木　克彦 愛知県 田原市田原町西大浜１ 12
11732317 家田　芳樹 愛知県 清須市西枇杷島町小場塚１２３４ 12
11600397 田中　房子 愛知県 長久手市蟹原２１０７ 89
11749608 魚住　安義 愛知県 西春日井郡西春町大字弥勒寺１４８７ 12
11610981 田中　光男 愛知県 丹羽郡大口町小口 24
11618407 三輪　利夫 愛知県 丹羽郡大口町河北１８０９ 94
11600378 天木　松太郎 愛知県 知多郡美浜町大字上野間字北川５４ 20
11616064 広沢　節夫 愛知県 知多郡美浜町上野間 142
11621829 渡辺　富次郎 愛知県 知多郡美浜町奥田 9
11610010 杉村　巧平 三重県 津市古河一の組 38
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11649016 斎木　ヨシ 三重県 四日市市諏訪町７－１５ 49
11741663 橋本　豊 三重県 名張市柳原町３３７３番地 24
11615391 林　信宏 京都府 京都市上京区元誓願寺六軒町角 2
11720258 八田　浩一 京都府 京都市左京区高野玉岡町１－１４２ 35
11725027 山崎　房子 京都府 京都市左京区東山二乗西入インペリアル岡崎５０６ 44
11743803 竹田　信夫 京都府 京都市中京区西ノ京星池町１７－２４ 36
11718650 永末　ミチ 京都府 京都市東山区今熊野南日吉町４０ 22
11615947 平井　清太郎 京都府 京都市南区上鳥羽勧進橋町２９－１ 78
11722950 西尾　真砂子 京都府 長岡京市調子１丁目１０－１９ 47
11750544 伊達　つや子 大阪府 大阪市東区伏見町４丁目３９ 12
11723890 菅　義雄 大阪府 大阪市西区新町１丁目１０－７ 112
11749468 西村　仲子 大阪府 大阪市天王寺区大道３丁目１－１９ 12
11752538 和田　光世 大阪府 大阪市南区島之内１丁目４－１５ 36
11620400 山本　照治 大阪府 大阪市生野区生野東１丁目１６－４ 19
11617325 保田　乃ふ 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋７－２４ 37
11750722 水井　喜一郎 大阪府 大阪市西成区萩之茶屋３丁目８－１３ 36
11731483 山田　政尚 大阪府 大阪市淀川区三国本町２丁目１３－２３　三国本町スカイハイツ１０１０ 12
11731455 磯部　彩子 大阪府 大阪市北区天満１丁目３－３　天馬パークハウス６０５号 127
11726182 富野　吉雄 大阪府 大阪市北区浪花町１３ 22
11748860 藤田　勝男 大阪府 大阪市北区池田町１－２－　１２１８ 48
11722613 吉谷　一郎 大阪府 堺市堺区神保通３－２ 35
11750160 荒井　雅也 大阪府 堺市東区日置荘北町７０－３９０ 24
11718618 高槻　清 大阪府 堺市西区鳳西町２丁３１６ 155
11752705 中井　アイ子 大阪府 堺市西区上野芝向ケ丘町６丁１２０－２　エクセルコート向ケ丘３０３ 12
11750052 三木　昭雄 大阪府 堺市西区浜寺公園町２丁１０１－１５ 12
11709804 七山谷　英次 大阪府 岸和田市上町 24
11741728 山下　英子 大阪府 高槻市宮田町２丁目９－１ 36
11747331 吉田　佐和子 大阪府 守口市土居町６０ 12
11735880 中村　慶子 大阪府 枚方市渚西１丁目５－１５－　２０７　第３三熊ハイツ 12
11703855 大石　泰三 大阪府 寝屋川市大利町２３－３ 96
11714909 菊間　重喜 大阪府 和泉市室堂町１０８３－１４ 22
11717711 平井　喜雄 大阪府 東大阪市高井田１３６７－５ 246
11603970 興津　久治 兵庫県 三原郡西湊町津井２４０ 39
11725445 南條　久子 兵庫県 神戸市灘区天城通５丁目１－３ 82
11730904 白川　チエ子 兵庫県 神戸市須磨区飛松町１丁目１２ 25
11701917 森下　明 兵庫県 神戸市北区鈴蘭台北町５丁目７－１０ 126
11727235 深澤　高典 兵庫県 神戸市中央区下山手通２丁目５－４ 63
11746738 瀬畑　信也 兵庫県 姫路市御立４８０－１３ 12
11710767 玉島　剛 兵庫県 姫路市忍町５２３ 2
11642731 阿南　エミ子 兵庫県 尼崎市東園田町５丁目９８－１　東園田マンション２０６号 3
11661858 荒川　サチ 兵庫県 尼崎市上坂部２丁目１３－１７ 85
11743695 坂本　祥三 兵庫県 尼崎市長洲中通１丁目３３－１ 36
11723252 番　俊雄 兵庫県 尼崎市武庫之荘５丁目４６－３ 12
11744068 盛岡　りょう子 兵庫県 尼崎市次屋２丁目９－１ 12
11752619 石井　茂 兵庫県 明石市新明町１２－５ 12
11750580 佐野　公彦 兵庫県 明石市松江７５８ 12
11603291 尾白　儀一 兵庫県 洲本市鮎屋７１０ 64
11720586 山下　のふ子 兵庫県 赤穂市御崎３７－９ 141
11611384 高橋　調三 兵庫県 宝塚市小林２丁目８－１６－　１０６ 111
11657597 砂川　隆造 兵庫県 高砂市伊保町中筋７２８ 283
11729998 松下　初男 兵庫県 川西市新田字大西之上１－３６ 25
11717935 岸上　美津江 奈良県 奈良市右京５丁目１１　棟１０２ 1
11617213 本田　義一 奈良県 奈良市学園大和町１丁目１１ 201
11733705 浜田　英徳 奈良県 大和郡山市小林町５６３０－１２ 12
10590071 忍海畜産組合　組合長　佳野清 奈良県 葛城市忍海 197
11748749 川西　勉 奈良県 磯城郡田原本町大字八尾６７０－１９ 12
11709907 岡本　久太郎 奈良県 北葛城郡広陵町大字三吉１４６ 94
11718918 野崎　宏 和歌山県 海南市名高４６ 12
11720063 上野　富也 和歌山県 日高郡美浜町大字三尾２１１５ 35
11688832 松本　信之 鳥取県 境港市渡町３　区１１７６ 4
11808115 大本　勝 岡山県 岡山市北区野田５丁目７－１３ 200
11754201 末本　克己 岡山県 岡山市北区問屋町７ 60
11613188 遠藤　忠太 岡山県 岡山市中区藤原１１２ 12
11726650 小坂田　さえ子 岡山県 岡山市中区住吉町２丁目８８ 49
11750699 露無　明美 岡山県 岡山市中区関３２６－２０ 12
11708630 山口　照子 岡山県 岡山市中区高屋３６２－５０６ 98
11753086 ユアサ　タツオ 岡山県 岡山市中区住吉町１丁目６５－１ 12
11726866 梶原　淳典 岡山県 岡山市東区金岡東町２丁目１１－２５ 12
11646457 太田　武夫 岡山県 岡山市南区あけぼの町２５－６ 1
11646449 青山　英康 岡山県 岡山市津島　岡大南宿舎 2
11749812 高橋　壽也 広島県 広島市中区住吉町６－８ 24
11753567 岡本　辰昭 広島県 広島市安佐南区川内２丁目６－１３ 12
11602753 植野　義雄 広島県 広島市安佐北区可部町大字城４３７ 449
11604818 梶田　徳美 広島県 呉市宮原通１３－７０ 29
11731942 佐々木　為人 広島県 呉市広町　東横路２８６２ 38
11724170 山本　松夫 山口県 玖珂郡和木町４－１４－３４ 22
11600486 新井　秀明 徳島県 名西郡浦庄村大字国実１４４ 2
11600582 蟻川　正 徳島県 名東郡新居村高崎６０３ 2
11601195 飯田　勝男 徳島県 名西郡高志村字佐藤塚西３１８ 2
11603640 大野　堯一 徳島県 名西郡浦庄村 120
11603872 岡田　喜久雄 徳島県 名東郡北井上村芝原字宮本４４ 50
11605057 金山　高一 徳島県 名西郡浦庄村大字諏訪１７７－４ 16
11606304 清水　岩次郎 徳島県 板野郡堀江村牛屋島大浜４２－２ 3
11612623 近藤　竜太郎 徳島県 板野郡藍園村東中富大塚 2
11614558 仁木　又一 徳島県 名東郡新居村北新居１６９ 2
11611706 武市　与一 徳島県 名東郡新居村高崎１０２－１ 8
11611820 谷川　秀雄 徳島県 名東郡国府町南岩延 56
11615162 橋井　守一 徳島県 名東郡新居村南新居９４９ 2
11615844 日野　利一 徳島県 名東郡新居村３２１ 2
11617480 前山　豊吉 徳島県 名西郡浦庄村大字国実３０４ 2
11617789 松原　芳雄 徳島県 名東郡新居村７８６ 2
11619761 矢上　孝一 徳島県 麻植郡牛島村大字牛島２７５ 2
11620072 山口　金太 徳島県 板野郡枝東町牛ノ宮東６４－３ 7
11620432 山本　和美 徳島県 名東郡新井村南新井２３５ 2
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11611757 只川　英 徳島県 徳島市北矢三町４丁目７－６ 40
11602157 板東　三平 徳島県 板野郡上板町高瀬 1
10590177 西植田酪農組合　組合長　宮本信男 香川県 木田郡山田町西植田２９７３ 20
10590087 川添酪農組合　組合長　宮本庄一 香川県 高松市東山崎町３３０－１ 59
11650684 菊池　金一郎 愛媛県 松山市保免西２丁目１６番６号 105
11752627 遠藤　廣子 愛媛県 四国中央市中曽根町１６７２ 12
11708668 浜田　達雄 高知県 高知市愛宕町４丁目１－１５ 70
11727670 秋山　福芳 高知県 長岡郡大豊町川口３０４ 25
11609668 進藤　安孫男 福岡県 福岡市大字五十川７２４－４ 27
11714505 近藤　実 福岡県 北九州市門司区大里本町２丁目１０－２８ 70
11748892 富田　耕市 福岡県 行橋市西宮市２丁目７－７ 12
11753374 荒尾　良伸 福岡県 小郡市大板井２６７－１４－　７－２０１ 12
11750827 德永　秀彦 福岡県 宗像市神湊４０９－２ 60
11752850 中村　正之 福岡県 田川郡香春町大字中津原１２７８－３ 24
11605923 木島　慶造 熊本県 天草郡登立町１３３００ 27
11605950 木村　忠 熊本県 天草郡登立町１４２１１ 8
11614147 成田　喜一郎 熊本県 天草郡登立町７１５１ 1
11618473 水野　高市 熊本県 天草郡登立町１４１１４ 3
11620009 山川　喜一郎 熊本県 天草郡登立町１１６５ 3
11621733 渡辺　福造 熊本県 天草郡上村１２７１ 85
11707033 成尾　政圀 熊本県 熊本市東区東野４丁目１０－３ 44
11604209 岡原　謙一 熊本県 熊本市南区近見町２７１５ 58
11624861 甲斐　静子 熊本県 菊池市泗水町吉富２０７５ 111
11621670 脇山　政雄 宮崎県 児湯郡川南町大字川南１５７９ 4
11603218 榎本　重男 鹿児島県 熊毛郡西之表町西之表花里崎 23
11603770 大六野　与四郎 鹿児島県 日置郡串木野町上名１０２１１ 23
11605259 川上　茂 鹿児島県 揖宿郡指宿町東方１８９４ 7
11606711 窪田　長四郎 鹿児島県 鹿児島郡谷山町下福元４９０７ 7
11611671 竹之脇　清志 鹿児島県 鹿児島郡谷山町中１５６０ 204
11612735 辻　淳 鹿児島県 日置郡串木野町上名７２６２ 10
11613295 富宿　宗平 鹿児島県 日置郡串木野町下名１５８１６ 2
11614089 長野　三男也 鹿児島県 熊毛郡西之表町西之表大花里 18
11615888 東　朝一 鹿児島県 日置郡串木野町下名１２３０４ 28
11615889 東　秀一 鹿児島県 日置郡串木野町下名１２３０４ 13
11616433 福永　喜納 鹿児島県 鹿児島郡谷山町中５３７９ 196
11749525 楠元　浩一 鹿児島県 鹿児島市甲突町２１－８　サンハイツ甲突町８０３ 12
11616342 福島　純 鹿児島県 鹿児島市下福元町４２２０ 14
11616364 福島　竜馬 鹿児島県 鹿児島市下福元町４２２０ 7
11621669 脇元　喜左衛門 鹿児島県 鹿児島市谷山町中１５５９ 14
11611144 田元　アキ 鹿児島県 西之表市野首 3
11622745 山下　孫成 鹿児島県 西之表市住吉３２８５ 1
11616032 平原　哲雄 鹿児島県 日置市東市来町長里３３８４ 92
11618549 南　新蔵 鹿児島県 日置市東市来町湯田１０４ 227
11600225 秋広　義弘 鹿児島県 霧島市隼人町真孝７７６　鹿児島信用金庫隼人支店内 33
11617468 前野　義弘 鹿児島県 いちき串木野市大里３６５６ 37
11619963 柳園　休次郎 鹿児島県 いちき串木野市大里２２５８ 7
11602007 岩屋　シヲ 鹿児島県 熊毛郡中種子町増田６８９ 4
11602006 岩屋　よね 鹿児島県 熊毛郡中種子町増田６８６５ 4
11602695 上田　ミネ 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間　中山１０８２ 7
11602683 上田　矢三 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間１０８２ 14
11606553 久木原　源三 鹿児島県 熊毛郡中種子町増田　古房 4
11608971 里　克巳 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間　太平 1
11610898 田崎　関也 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間　町山崎 12
11613112 戸川　銀衛門 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間　旭町５１７０－１６ 12
11614987 野平　時美 鹿児島県 熊毛郡中種子町増田　右房 7
11617491 牧瀬　武信 鹿児島県 熊毛郡中種子町増田６２６２ 12
11617788 松原　末次 鹿児島県 熊毛郡中種子町増田　右房 25
11613023 寺内　休平 鹿児島県 熊毛郡南種子町上中 2
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