取得者のご紹介（関東）


中野 愛子 さん（東京都）



住友化学株式会社



有限会社桂農産



吉田屋



株式会社関東甲信クボタ



株式会社ケツト科学研究所



三井物産アグロビジネス株式会社



那須野農業協同組合



株式会社森田屋



株式会社中山農場



株式会社種商



金子 浩之 さん（東京都）



設楽・阪本法律事務所



全国農業協同組合連合会 茨城県本部



茨城県県北農林事務所



全農物流株式会社



株式会社ライスアイランド



有坂ファーム



株式会社サリックスマーチャンダイズシステムズ



大塚薬品工業株式会社



茨城県農業総合センター農業研究所



茨城県農業総合センター生物工学研究所



茨城県農業総合センター農業研究所



茨城県農業総合センター生物工学研究所



茨城県県央農林事務所



茨城県農業総合センター農業研究所



いちかわライスビジネス株式会社



有限会社竹ノ内米店



有限会社半田屋



渋江 頼夫 さん（栃木県）



株式会社生活品質科学研究所



株式会社ケツト科学研究所



服部八郎経営コンサルタント事務所



株式会社ケツト科学研究所

櫻本 拓 さん（東京都大田区）



株式会社ケツト科学研究所

安田 左紀子 さん（東京都大田区）



株式会社アグリネットサービス



全農パールライス東日本株式会社



株式会社ケツト科学研究所



株式会社むらせ



株式会社ゼンショーホールディングス

吉川 雅子 さん（東京都中央区）
安藤 純一 さん（茨城県東茨城郡）

小林 祥子 さん（東京都台東区）
深石 浄治 さん（群馬県前橋市）
久城 翔 さん（東京都大田区）
持丸 温信 さん（東京都中央区）

相馬 雅弘 さん（栃木県大田原市）

川崎 元也 さん（東京都府中市）
中山 研二 さん（埼玉県幸手市）

原口 伸一 さん（東京都）

阪本 智宏 さん（東京都）
鈴木 優太 さん（茨城県東茨城郡）

栗田 絵里香 さん（茨城県）

松田 泰裕 さん（東京都）
渡辺 陽菜 さん（東京都）

沼野 里美 さん（栃木県塩谷郡塩谷町）
神戸 景子 さん（茨城県猿島郡五霞町）

脇 枝里子 さん
泉澤 直 さん（茨城県水戸市）
岡本 和之 さん（茨城県水戸市）

岩澤 紀生 さん（茨城県水戸市）
川又 快 さん（茨城県水戸市）

堤 仁一 さん(茨城県笠間市）
油谷 百合子 さん（茨城県）
市川 晴久 さん（東京都町田市）

竹ノ内 邦宏 さん（千葉県君津市）

新井 富美子 さん（群馬県桐生市）

門之園 知子 さん（東京都）
船山 輝 さん（東京都大田区）
服部 八郎 さん（東京都立川市）

佐藤 千聖 さん（東京都千代田区）
西野入 英幸 さん（東京都千代田区）

江原 崇光 さん（東京都大田区）

佐々木 剛 さん（東京都中央区）
圓見 顕子 さん（東京都港区）



有限会社櫻井米穀店



株式会社田口商事



吉田屋



栃木県中央食販株式会社



東京山手食糧販売協同組合



有限会社鶴ヶ丘米店



エムエスデリカチーム協同組合

北川 裕久 さん（千葉県千葉市）



株式会社日本デリカフレッシュ

天野 裕之 さん（埼玉県）



小泉商事有限会社

小泉 博文 さん（東京都練馬区）



株式会社ヤマタネ

小山 義昭 さん（東京都江東区）



株式会社ヤマタネ

笠原 忠敏 さん（東京都江東区）



株式会社ヤマタネ

八木 正浩 さん（東京都江東区）



株式会社ヤマタネ

東 健三 さん（東京都江東区）



株式会社大嶋農場

大嶋 美智子 さん（茨城県筑西市）



ＪＡ全農山形



全農パールライス東日本株式会社



株式会社ムラセエコライン



木徳神糧株式会社



株式会社ナオイ



細田有機



三井物産株式会社

正木 卓 さん（東京都）



株式会社筑波農場

小久保 貴史 さん（茨城県つくば市）



東京食糧株式会社

福島 一生 さん（東京都豊島区）



株式会社鍋屋商店

齋藤 敏之 さん（千葉県山武郡）



宇都宮食販株式会社



株式会社大嶋農場



日立アプライアンス株式会社



髙橋 幸雄 さん（千葉県）



全農パールライス東日本株式会社

平野 勝己 さん（東京都千代田区）



全農パールライス東日本株式会社

吉田 浩 さん（東京都千代田区）



アーリーフーズ

山口 純平 さん（埼玉県）



株式会社むらせ

菱沼 義行 さん（埼玉県入間市）



株式会社むらせ

矢作 徹 さん（東京都中央区）



木徳神糧株式会社

中村 喜正 さん（福岡県粕屋郡）



木徳神糧株式会社

佐藤 哲 さん（東京都江戸川区）



木徳神糧株式会社

藤川 訓 さん（東京都江戸川区）



木徳神糧株式会社

情野 竜平 さん（東京都江戸川区）



木徳神糧株式会社

岸 直宏 さん（東京都江戸川区）



木徳神糧株式会社

飯塚 誠 さん（東京都江戸川区）



木徳神糧株式会社

小島 純子 さん（東京都江戸川区）



三多摩食糧卸協同組合

藤田 宏行 さん（東京都荒川区）



三多摩食糧卸協同組合

原島 晃 さん（東京都立川市）

桜井 啓志 さん（東京都西東京市）
田口 伸一 さん（茨城県鹿嶋市）

小林 健志 さん（東京都台東区）
田辺 晃央 さん（栃木県宇都宮市）
長谷川 努 さん（東京都杉並区）

落合 賢 さん（神奈川県相模原市）

吉田 幸平 さん（東京都千代田区）
神保 正義 さん（東京都千代田区）

齊藤 智子 さん（千葉県千葉市）

川原田 幸一郎 さん（東京都江戸川区）
入谷 貴輝 さん（埼玉県蕨市）

細田 大和 さん（茨城県）

宇賀神 克己 さん（栃木県宇都宮市）
大嶋 康司 さん（茨城県筑西市）
諸田 百合子 さん（東京都）



株式会社ナオイ



高橋 ちひろ さん（東京都）



全農パールライス東日本株式会社



東京食糧株式会社



千田みずほ株式会社



幸福米穀株式会社



株式会社田島屋



北相米穀株式会社

溝呂木 剛 さん（神奈川県相模原市）



有限会社亀田商店

亀田 陽介 さん（神奈川県）



有限会社横田農場

城山 善博 さん（茨城県）

殿塚 義信 さん（埼玉県蕨市）

安藤 繁 さん（東京都千代田区）

吉岡 浩憲 さん（東京都豊島区）
齋藤 直之 さん（神奈川県横浜市）
橋本 竜一 さん（東京都中央区）
田嶋 新太郎 さん（茨城県）

