
1 47 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 伊沢　琢磨 1,237

2 1 静岡県 富士宮農業協同組合 有限会社　井出種畜牧場 1,230

3 20 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 石原　俊明 1,228

4 29 山梨県 山梨県酪農業協同組合 丸本　幸治 1,218

5 33 千葉県 千葉県三和酪農農業協同組合 伊藤　博 1,216

6 － 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 久保田　哲弘 1,214

7 58 群馬県 明友酪農業協同組合 大沢　一夫 1,211

8 45 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 岩崎　正徳 1,210

9 39 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 和知　弘憲 1,209

10 11 静岡県 富士宮農業協同組合 篠原　裕城 1,209

11 66 静岡県 富士開拓農業協同組合 関内　千尋 1,205

12 44 群馬県 利根沼田農業協同組合 金井　洋一 1,204

13 2 静岡県 富士宮農業協同組合 佐野　将史 1,203

14 21 静岡県 富士開拓農業協同組合 金田　強 1,202

15 18 茨城県 茨城西部酪農業協同組合 橘　陽平 1,202

16 46 静岡県 富士開拓農業協同組合 宮島　富士夫 1,202

17 8 群馬県 あがつま農業協同組合 矢内　孝久 1,197

18 17 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 家合　幾夫 1,196

19 － 埼玉県 埼北酪農業協同組合 三川　和男 1,196

20 22 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 小林　利信 1,195

21 31 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 植木　靖 1,194

22 － 茨城県 茨城北酪農業協同組合 佐藤　俊作 1,194

23 3 茨城県 ひので酪農業協同組合 海老沢　佐日出 1,192

24 5 茨城県 ひので酪農業協同組合 打田　真一 1,186

25 43 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 前田　宏幸 1,184

26 7 群馬県 赤城酪農業協同組合連合会 茂木　清明 1,184

27 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 井澤　真也 1,184

28 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 斎藤　実 1,183

29 40 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 川田　佳男 1,182

30 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 根本　勝浩 1,181

31 23 千葉県 新生酪農クラブ 伊藤　裕介 1,179

32 42 群馬県 あがつま農業協同組合 佐々木　経夫 1,179

33 55 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 駒場　久 1,178

34 85 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 加藤　拓央 1,177

35 41 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 高柳　智紀 1,176

36 － 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 須藤　裕紀 1,175

37 73 群馬県 あがつま農業協同組合 佐々木章成 1,170

38 13 群馬県 あがつま農業協同組合 横沢　宏一 1,170

39 84 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 小針　結城 1,168

40 62 静岡県 富士開拓農業協同組合 近藤　雅隆 1,168

41 60 静岡県 富士開拓農業協同組合 後藤　康弘 1,167

42 － 群馬県 群馬中央酪農業協同組合 月田　多久夫 1,166

43 － 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 船津　義和 1,163

44 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 鈴木　宏幸 1,161

45 － 茨城県 茨城西部酪農業協同組合 大里　兼雄 1,159

46 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 黒尾　賢一 1,159

47 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 海老沢　正志 1,158

48 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 室井　忠次 1,158

49 － 東京都 東京都酪農業協同組合 常盤　幸二 1,158

50 － 千葉県 千葉北部酪農農業協同組合 師岡　順 1,157

51 － 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 高橋　正義 1,157

52 54 静岡県 富士開拓農業協同組合 佐々木　剛 1,156
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53 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 大野　雅美 1,152

54 72 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 瀬谷　実 1,147

55 14 群馬県 明友酪農業協同組合 三輪　圭吾 1,146

56 － 茨城県 美野里酪農業協同組合 木名瀬　卓 1,145

57 91 静岡県 伊豆の国農業協同組合 渡辺　謹一 1,145

58 38 茨城県 ひので酪農業協同組合 宮部　清二 1,144

59 75 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 皆川　悦郎 1,144

60 － 静岡県 富士開拓農業協同組合 城田　規孝 1,143

61 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 桃井　一嘉 1,142

62 － 群馬県 榛名酪農業協同組合連合会 清水　邦男 1,141

63 － 千葉県 ちばみどり農業協同組合 石毛　善浩 1,140

64 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 中山　峰雄 1,140

65 － 群馬県 赤城酪農業協同組合連合会 小沼　伸久 1,138

66 51 茨城県 茨城北酪農業協同組合 寿々木　範夫 1,137

67 35 茨城県 茨城北酪農業協同組合 二野屏　忠義 1,137

68 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 永嶋　繁 1,136

69 － 静岡県 富士開拓農業協同組合 太田　清 1,135

70 － 群馬県 赤城酪農業協同組合連合会 細野　孝之 1,134

71 － 静岡県 遠州夢咲農業協同組合 山﨑　清秋 1,132

72 － 埼玉県 埼玉ひびきの農業協同組合 飯島　一明 1,130

73 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 菊地　勇 1,129

74 － 静岡県 富士開拓農業協同組合 城田　義彦 1,128

75 － 茨城県 美野里酪農業協同組合 岩渕　勝彦 1,127

76 － 茨城県 茨城北酪農業協同組合 佐藤　隆義 1,127

77 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 矢萩　美子 1,126

78 － 千葉県 千葉北部酪農農業協同組合 石井　武 1,124

79 50 千葉県 新生酪農クラブ 今関　哲男 1,124

80 － 群馬県 赤城酪農業協同組合連合会 小暮　正美 1,123

81 15 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 井上　幸浩 1,122

82 25 茨城県 ひので酪農業協同組合 津藤　豊 1,121

83 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 印南　尚和 1,120

84 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 庄司　春美 1,119

85 － 茨城県 ひので酪農業協同組合 雨谷　俊祐 1,116

86 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 石川　正嗣 1,114

87 － 群馬県 全国農業協同組合連合会群馬県本部 下境　隆 1,114

88 24 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 奥野　元好 1,113

89 － 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 奥野　政義 1,112

90 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 山本　修 1,110

91 86 千葉県 千葉県みるく農業協同組合 押元　主計 1,110

92 － 茨城県 けんせい酪農業協同組合 増田　茂 1,110

93 － 千葉県 千葉県三和酪農農業協同組合 株式会社 ひまわりファーム 1,109

94 76 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 大木　宏泰 1,109

95 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 人見　寛昭 1,109

96 63 千葉県 千葉県三和酪農農業協同組合 福井　冨士子 1,109

97 － 静岡県 伊豆の国農業協同組合 宮内　豊 1,108

98 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 小口　和則 1,107

99 19 静岡県 富士宮農業協同組合 松下　善洋 1,106

100 － 栃木県 酪農とちぎ農業協同組合 羽田　栄 1,105

※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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