
1 1 静岡県 富士宮農業協同組合 有限会社　井出種畜牧場 1,240

2 5 静岡県 富士宮農業協同組合 佐野　将史 1,238

3 19 茨城県 ひので酪農業協同組合 海老沢　佐日出 1,225

4 42 群馬県 赤城酪農業協同組合連合会 石田　祐一 1,221

5 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 打田　真一 1,218

6 28 茨城県 けんせい酪農業協同組合 野口　保 1,216

7 2 群馬県 赤城酪農業協同組合連合会 茂木　清明 1,212

8 4 群馬県 あがつま農業協同組合 矢内　孝久 1,209

9 52 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 山野井　純夫 1,208

10 10 静岡県 浜名酪農業協同組合 西郷　重雄 1,206

11 22 静岡県 富士宮農業協同組合 篠原　裕城 1,204

12 － 茨城県 けんせい酪農業協同組合 鈴木　勝一 1,199

13 14 群馬県 あがつま農業協同組合 横沢　宏一 1,198

14 26 群馬県 明友酪農業協同組合 三輪　圭吾 1,197

15 6 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 井上　幸浩 1,196

16 － 静岡県 御殿場農業協同組合 長田　良一 1,192

17 － 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 家合　幾夫 1,191

18 61 茨城県 茨城西部酪農業協同組合 橘　陽平 1,190

19 11 静岡県 富士宮農業協同組合 松下　善洋 1,188

20 39 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 石原　俊明 1,185

21 30 静岡県 富士開拓農業協同組合 金田　強 1,182

22 73 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 小林　利信 1,181

23 － 千葉県 新生酪農クラブ 伊藤　裕介 1,179

24 16 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 奥野　元好 1,178

25 12 茨城県 ひので酪農業協同組合 津藤　豊 1,177

26 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 鈴木　宏幸 1,175

27 38 茨城県 美野里酪農業協同組合 木名瀬　幸吉 1,170

28 － 静岡県 富士酪農業協同組合 工藤　茂 1,170

29 － 山梨県 山梨県酪農業協同組合 丸本　幸治 1,169

30 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 高木　茂雄 1,169

31 49 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 植木　靖 1,168

32 41 群馬県 赤城酪農業協同組合連合会 奈良　俊彦 1,166

33 3 千葉県 千葉県三和酪農農業協同組合 伊藤　博 1,163

34 57 群馬県 榛名酪農業協同組合連合会 伊藤　英美 1,163

35 － 茨城県 茨城北酪農業協同組合 二野屏　忠義 1,162

36 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 安孫子　健一 1,161

37 － 静岡県 富士酪農業協同組合 赤池　昭悟 1,160

38 60 茨城県 ひので酪農業協同組合 宮部　清二 1,158

39 79 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 和知　弘憲 1,158

40 98 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 川田　佳男 1,158

41 8 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 高柳　智紀 1,156

42 20 群馬県 あがつま農業協同組合 佐々木　経夫 1,151

43 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 前田　宏幸 1,150

44 55 群馬県 利根沼田農業協同組合 金井　洋一 1,150

45 62 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 岩崎　正徳 1,149

46 31 静岡県 富士開拓農業協同組合 宮島　富士夫 1,147

47 44 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 伊沢　琢磨 1,147

48 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 小森　祟宏 1,147

49 － 埼玉県 埼北酪農業協同組合 長島　彦衛 1,146

50 76 千葉県 新生酪農クラブ 今関　哲男 1,146

51 － 茨城県 茨城北酪農業協同組合 寿々木　範夫 1,142

52 － 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 桑子　俊和 1,142
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53 － 埼玉県 さいたま農業協同組合 山根　実 1,142

54 － 静岡県 富士開拓農業協同組合 佐々木　剛 1,141

55 7 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 駒場　久 1,141

56 65 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 柳　吉成 1,140

57 － 埼玉県 くまがや農業協同組合 北爪　一夫 1,140

58 15 群馬県 明友酪農業協同組合 大沢　一夫 1,139

59 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 人見　浩美 1,138

60 － 静岡県 富士開拓農業協同組合 後藤　康弘 1,138

61 － 千葉県 真栄酪農会 金子　秀之 1,137

62 37 静岡県 富士開拓農業協同組合 近藤　雅隆 1,132

63 13 千葉県 千葉県三和酪農農業協同組合 福井　冨士子 1,132

64 － 茨城県 けんせい酪農業協同組合 福島　久 1,132

65 － 静岡県 伊豆の国農業協同組合 飯田　正彦 1,132

66 － 静岡県 富士開拓農業協同組合 関内　千寿 1,131

67 97 茨城県 ひので酪農業協同組合 海老沢　恒也 1,130

68 － 群馬県 あがつま農業協同組合 牧山　明 1,130

69 80 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 田中　和雄 1,130

70 － 千葉県 千葉みらい農業協同組合 小関　精一 1,130

71 － 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 田島　則明 1,128

72 － 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 瀬谷　実 1,126

73 － 群馬県 あがつま農業協同組合 佐々木　章成 1,124

74 － 静岡県 御殿場農業協同組合 鈴木　正則 1,124

75 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 皆川　悦郎 1,123

76 71 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 大木　宏泰 1,122

77 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 佐藤　創一 1,122

78 34 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 増茂　利美 1,122

79 － 群馬県 あがつま農業協同組合 高橋　智史 1,121

80 21 茨城県 ひので酪農業協同組合 遠藤　正敏 1,117

81 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 高久　秀明 1,116

82 － 東京都 東京都酪農業協同組合 中里　伊平次 1,116

83 － 群馬県 東毛酪農業協同組合 川浦　稔 1,115

84 9 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 小針　結城 1,114

85 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 加藤　拓央 1,114

86 99 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 押元　主計 1,114

87 36 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 大柿　彰吾 1,113

88 85 茨城県 美野里酪農業協同組合 (株)チェスナットファーム 1,112

89 － 静岡県 南駿農業協同組合 武井　徳吉 1,112

90 － 静岡県 富士開拓農業協同組合 南嶋　壽保 1,112

91 － 静岡県 伊豆の国農業協同組合 渡辺　謹一 1,112

92 － 群馬県 あがつま農業協同組合 阿部　秀章 1,111

93 － 茨城県 茨城北酪農業協同組合 森川　茂 1,111

94 － 山梨県 山梨県酪農業協同組合 角田　元昭 1,111

95 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 後藤　浩 1,111

96 46 群馬県 東毛酪農業協同組合 長谷川　哲夫 1,110

97 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 小松　巌 1,110

98 － 群馬県 あがつま農業協同組合 (有)神代牧場 1,109

99 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 松山　秀夫 1,109

100 24 群馬県 榛名酪農業協同組合連合会 反保　勉 1,109

※前回順位は100位までを記載している。

※同点の場合は出荷乳量が多い生産者を上位としている。
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