
会　　　員　　　名 漁業権番号 所属漁協 会　　　員　　　名 漁業権番号 所属漁協

(有)三うろこ漁業部 斜さけ・ほっけ定第３号 杉森 英一　ほか42名 常さけ定第１号

(有)新生漁業部 斜さけ・ほっけ定第４号 本間 進也　ほか42名 常小さけ定第１号

(有)今井共同漁業部 斜さけ・ほっけ定第５号 阿部 敏彦　ほか163名 湧さけ定第１号

(有)イタシベ漁業部 斜さけ・ほっけ定第６号 関野 博之　ほか163名 湧さけ定第２号

(有)協和漁業部 斜さけ・ほっけ定第７号 田宮 一弥　ほか163名 湧さけ定第３号

(有)睦漁業部 斜さけ・ほっけ定第８号 今泉 克臣　ほか163名 湧さけ定第４号

知床漁業生産組合 斜さけ・ほっけ定第９号 髙澤 幸春　ほか163名 湧小さけ定第１号

(有)貮拾参号漁業部 斜さけ・ほっけ定第11号 飯田 弘明　ほか18名 紋さけ定第１号

(有)第弌大鱗漁業部 斜さけ・ほっけ定第12号 越田 盛雄　ほか18名 紋さけ定第２号

遠音別漁業生産組合　ほか1名 斜さけ定第９号 大澤 眞人　ほか18名 紋さけ定第３号

オコツク漁業生産組合 斜さけ・ほっけ定第14号 古畑 定一　ほか18名 紋さけ定第４号

斜里日の出漁業生産組合 小清さけ定５号 富樫 輝美　ほか18名 紋さけ定第５号

(有)北洋共同漁業部　ほか1名 小清さけ定６号 渡邊  　尚　ほか18名 紋さけ定第６号

豊洋水産(有) 斜さけ定第１号 奥谷 誠治　ほか18名 紋さけ定第７号

(同)齊藤漁業部 ほか1名 斜さけ定第２号 森　　利則　ほか18名 紋小さけ定第１号

大和漁業(有) 斜さけ定第３号 清水 政美　ほか18名 紋小さけ定第２号

(同)和田漁業部 ほか1名 斜さけ定第４号 横内 武久　ほか26名 興さけ定第１号

斜里合同水産(有) 斜さけ定第５号 髙橋 和彦　ほか5名 興さけ定第２号

(有)北斗漁業部 斜さけ・ほっけ定第１号 畑山 光男　ほか5名 興さけ定第３号

斜里真鯉漁業生産組合 斜さけ定第６号 渡部 　 等　ほか1名 興さけ定第４号

(有)共営漁業部 斜さけ・ほっけ定第２号 加賀 繁明　ほか11名 興さけ定第５号

(有)斜里拾参号漁業部 斜さけ定第７号 佐野 勇二　ほか2名 興さけ定第６号

斜里漁業生産組合 斜さけ・ほっけ定第10号 中上 篤　ほか1名 興さけ定第７号

アウンモイ漁業(有) 斜さけ定第８号 上原 健司　ほか12名 興さけ定第８号

(有)豊慶漁業部 斜さけ・ほっけ定第13号 小泉 禎範　ほか１名 興さけ定第９号

ホロモイ漁業生産組合　ほか1名 斜さけ定第９号 田島 宏俊　ほか104名 興小さけ定第１号

元角 文雄　ほか173名　 網さけ定第１号 佐藤 　 功　ほか104名 興小さけ定第２号

中原 大輔 外173名 網さけ定第２号 中島 勝明　ほか5名 雄さけ定第１号

田中 　 裕　ほか173名　 網さけ定第３号 古山 彰一　ほか6名 雄さけ定第２号

出口　  均　ほか173名　 網さけ定第４号 横内 敏男　ほか5名 雄さけ定第３号

根田　  守　ほか173名　 網さけ定第５号 天間 一章 ほか5名 雄さけ定第４号

藤原 慶裕　ほか173名　 網さけ定第６号 佐藤 勝　ほか9名 雄さけ定第５号

丸清水一夫　ほか173名　 網さけ定第７号 高宮継一郎　ほか9名 雄さけ定第６号

今井 太一　ほか173名　 網さけ定第８号 田中 政明　ほか6名 雄さけ定第７号

斉藤日出夫　ほか173名　 網小さけ定第１号 畑野 好男　ほか6名 雄さけ定第８号

田中　  稔　ほか173名　 小清さけ定第１号 ウトロ漁業協同組合

大澤 久司　ほか173名 小清さけ定第２号 斜里第一漁業協同組合

遠藤 貴之　ほか173名　 小清さけ定第３号 網走漁業協同組合

新谷 光一　ほか173名　 小清さけ定第４号 西網走漁業協同組合

石館 正也　ほか３１名　 能さけ定第１号 常呂漁業協同組合

哘　  栄治　ほか３１名　 能さけ定第２号 佐呂間漁業協同組合

海馬澤 正文　ほか３１名　 能さけ定第３号 湧別漁業協同組合

河原田 剛　ほか３１名　 能さけ定第４号 紋別漁業協同組合

山本 正樹　ほか３１名　 能さけ定第５号 沙留漁業協同組合

中村 浩一郎　ほか３１名　 能さけ定第６号 雄武漁業協同組合

田中 栄治　ほか３１名　 能さけ定第７号 斜　　里　　町

野崎 芳仁　ほか３１名　 能さけ定第８号 網　　走　　市

佐藤 亮一　ほか３１名　 能さけ定第９号 北　　見　　市

柳田 広一　ほか３１名　 能さけ定第１０号 佐　呂　間　町

川口 和良 外135名 常さけ定第２号 湧　　別　　町

大川 健志 外135名 常さけ定第３号 紋　　別　　市

松永 勝寿 外135名 常さけ定第４号 興　　部　　町

金野 泰樹 外135名 常さけ定第５号 雄　　武　　町

中原 宇俊 外135名 常さけ定第６号 正会員の内訳

芹田 寛之 外135名 常さけ定第７号 定 置 漁 業 者 会 員

前田 祐志 外135名 常さけ定第８号 漁 協 会 員

竹村 嘉敏 外135名 常小さけ定第２号 市 町 村 会 員

髙木  力 外135名 常小さけ定第３号 正 会 員 数 合 計

西網走漁協

常呂漁協

92

10

8

110

第 １１ 事 業 年 度 　正  会  員  名  簿
（令和５年４月１日現在）

ウトロ漁協

佐呂間漁協

湧別漁協

紋別漁協

斜里第一漁協

沙留漁協

網走漁協

雄武漁協
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