
※桑折町の公募区域は令和元年6月24日より町全域となりました。以前にエントリーされた方の区域は町全域とお読み替えください。

平成26年度 第2回 桑折町 桑折 感謝農園平井(株) ○ 2,000 2,000 果物全般

平成27年度 第3回 桑折町 桑折 佐藤　榮三 ○ 100 100 水稲

平成28年度 10月(2) 桑折町 桑折 佐藤　德雄 ○ 20 20 桃

平成28年度 12月 桑折町 桑折 氏家　浩 ○ 20 20 桃

平成28年度 1月 桑折町 桑折 亀岡　聡 ○ ○ 100 100 200 桃

平成29年度 2月(2) 桑折町 桑折 渡邉　公治 ○ 500 500 水稲

平成30年度 5月(2) 桑折町 桑折 羽根田　幸将 ○ 70 70 桃

平成30年度 6月(1) 桑折町 桑折 石川　茂夫 ○ 40 40 水稲

平成30年度 1月 桑折町 桑折 (株)菱沼農園 ○ 200 200 桃

平成26年度 第4回 桑折町 睦合 感謝農園平井(株) ○ 1,000 1,000 果物全般

平成29年度 2月(2) 桑折町 睦合 渡邉　公治 ○ 500 500 水稲

平成30年度 1月 桑折町 睦合 (株)菱沼農園 ○ 200 200 桃

平成26年度 第2回 桑折町 伊達崎 佐藤　親 ○ 200 200 400
水稲 
桃

平成26年度 第3回 桑折町 伊達崎 斉藤　道寿 ○ 6 6 桃

平成26年度 第4回 桑折町 伊達崎 感謝農園平井(株) ○ 1,000 1,000 果物全般

平成27年度 第3回 桑折町 伊達崎 佐藤　榮三 ○ 100 100 水稲

平成28年度 3月(2) 桑折町 伊達崎 (株)蓬田 ○ 500 100 600
水稲 
桃

平成29年度 5月 桑折町 伊達崎 後藤　学 ○ 20 20 桃

平成29年度 2月(2) 桑折町 伊達崎 渡邉　公治 ○ 500 500 水稲

平成30年度 5月(2) 桑折町 伊達崎 羽根田　幸将 ○ 70 70 桃

借受希望者の応募状況〔桑折町〕
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平成30年度 8月(1) 桑折町 伊達崎 石幡　丈雄 ○ 110 110 米

平成30年度 1月 桑折町 伊達崎 岡崎　吉一 ○ 6 6 桃

平成30年度 1月 桑折町 伊達崎 平井　富夫 ○ 6 6 桃

平成30年度 1月 桑折町 伊達崎 (株)菱沼農園 ○ 200 200 桃

平成30年度 1月 桑折町 伊達崎 南　友祐 ○ 4 4 桃

平成26年度 第4回 桑折町 半田 感謝農園平井(株) ○ 1,000 1,000 果物全般

平成27年度 第3回 桑折町 半田 佐藤　榮三 ○ 100 100 水稲

平成28年度 3月(2) 桑折町 半田 (株)蓬田 ○ 500 500 水稲

平成29年度 2月(2) 桑折町 半田 渡邉　公治 ○ 500 500 水稲

平成30年度 5月(2) 桑折町 半田 羽根田　幸将 ○ 70 70 桃

平成30年度 8月(1) 桑折町 半田 石幡　丈雄 ○ 50 50 米

平成30年度 1月 桑折町 半田 (株)菱沼農園 ○ 200 200 桃

令和２年度 4月 桑折町 町全域 (有)佐藤農園 ○ 21 21 水稲

令和２年度 1月 桑折町 町全域 亀岡　弘 ○ 30 30 桃

令和２年度 1月 桑折町 町全域 後藤　哲男 ○ 5 5 桃

令和２年度 2月 桑折町 町全域 朽木　国之 ○ 42 42 桃

令和２年度 2月 桑折町 町全域 平井　佳宣 ○ 59 59 桃

令和２年度 3月 桑折町 町全域 安田　長生 ○ 100 100 果樹

令和３年度 6月 桑折町 町全域 加藤　貴子 ○ ○ 38 38 桃

令和３年度 6月 桑折町 町全域 菊地　俊作 ○ ○ 10 10 桃
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令和３年度 1月 桑折町 町全域 浅尾　日出夫 ○ 20 20 水稲

令和３年度 2月 桑折町 町全域 蓬田　利昭 ○ 24 24 桃

令和４年度 ５月 桑折町 町全域 後藤　学 ○ 1,008 1,008 水稲

令和４年度 ９月 桑折町 町全域 佐久間　勝博 ○ 20 20 水稲

令和４年度 １０月 桑折町 町全域 佐久間　秀男 ○ 10 10 水稲

令和４年度 １月 桑折町 町全域 佐久間　秀幸 ○ ○ 10 10 もも

令和４年度 １月 桑折町 町全域 佐藤農産株式会社 ○ ○ 200 200 400
水稲
もも

りんご

令和４年度 ２月 桑折町 町全域 蓬田　正信 ○ 30 30 水稲

令和４年度 ２月 桑折町 町全域 小坂アグリ㈱ ○ 50 50 水稲

令和４年度 ２月 桑折町 町全域 みらいアグリサービス㈱ ○ 50 50 小麦

桑折町 集計 50 件 5,369 6,850 0 12,219
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