
二段認定者 5,803 名 2023/4/16　現在
姓 名 都道府県 市区町村 所属 段位 認定日 場所 番号

加賀 壽 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2023/4/16 北斗 001
大岩 俊一 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2023/4/16 北斗 002
森 まどか 北海道 山越郡長万部町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2023/4/16 北斗 003
大森 徹 北海道 函館市 北斗蕎麦打ち倶楽部 2 2023/4/16 北斗 004
松田 裕嗣 北海道 北斗市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2023/4/16 北斗 005
内田 充 北海道 亀田郡七飯町 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2023/4/16 北斗 006
笹木 拓也 北海道 久遠郡せたな町 北檜山手打ちそば愛好会 2 2023/4/16 北斗 007
阪井 世紀 北海道 久遠郡せたな町 北檜山手打ちそば愛好会 2 2023/4/16 北斗 008
三竹 孝一 福井県 福井市 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2023/3/25 富山 001
長谷川 幸寛 福井県 福井市 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2023/3/25 富山 002
岡田 美子 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 003
小池 良二 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 004
岡田 道郎 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 005
藤田 晶子 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 006
荒井 八千代 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 007
山西 潤一 富山県 滑川市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 008
金子 芳博 新潟県 魚沼市 特別個人会員 2 2023/3/25 富山 009
和泉 範子 石川県 白山市 金沢湯涌そばの会 2 2023/3/25 富山 010
飛田 利子 石川県 金沢市 金沢湯涌そばの会 2 2023/3/25 富山 011
宮本 英夫 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 012
五十嵐 秀夫 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 013
加藤 豊 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 014
地子 久子 富山県 氷見市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 015
岡部 澄恵 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2023/3/25 富山 016
浜野 智恵子 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2023/3/25 富山 017
川森 純一 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 2 2023/3/25 富山 018
坂本 麻美 富山県 富山市 上市そば道場 2 2023/3/25 富山 019
西脇 清史 富山県 富山市 上市そば道場 2 2023/3/25 富山 020
見高 知子 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 021
髙木 慎也 富山県 高岡市 やつおそば大楽 2 2023/3/25 富山 022
和田 博之 富山県 高岡市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 023
髙田 義則 富山県 高岡市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 024
際 康友 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 025
小森 正之 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2023/3/25 富山 026
髙野 伸一 富山県 中新川郡立山町 立山そば倶楽部 2 2023/3/25 富山 027
戸田 良夫 富山県 中新川郡立山町 立山そば倶楽部 2 2023/3/25 富山 028
稲葉 ヒサ子 長野県 小県郡長和町 信　州　長和蕎麦会 2 2023/3/12 長和 001
菊池 礼子 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 2 2023/3/12 長和 002
北村 みどり 長野県 小県郡青木村 信　州　長和蕎麦会 2 2023/3/12 長和 003
小林 功 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2023/3/12 長和 004
小林 政俊 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2023/3/12 長和 005
齊藤 景子 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2023/3/12 長和 006
齊藤 康 静岡県 菊川市 遠州浜松　そば道場 2 2023/3/12 長和 007
塩之入 安男 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2023/3/12 長和 008
戸谷 里美 長野県 千曲市 姨捨そば道場 2 2023/3/12 長和 009
戸谷 松巳 長野県 千曲市 姨捨そば道場 2 2023/3/12 長和 010
西村 春美 長野県 小県郡長和町 信　州　長和蕎麦会 2 2023/3/12 長和 011
井上 裕司 茨城県 ひたちなか市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 001
髙田 政紀 福島県 双葉郡楢葉町 いわきそば塾 2 2023/3/11 茨城 002
木下 幸雄 福島県 西白河郡矢吹町 郡山そば同好会 2 2023/3/11 茨城 003
佐々木 正幸 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 004
笠井 修斗 茨城県 ひたちなか市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 005
霜田 定二 茨城県 坂東市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 006
小林 隆 茨城県 高萩市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 007
野上 信行 茨城県 常陸大宮市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 008
岸 信隆 茨城県 常陸太田市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 009
滑川 精一 茨城県 高萩市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 010



米澤 勉 茨城県 高萩市 いばらき蕎麦の会 2 2023/3/11 茨城 011
柏 一夫 茨城県 常陸大宮市 常陸そばの会 2 2023/3/11 茨城 012
中村 卓矢 北海道 天塩郡幌延町 朋練会 2 2023/3/5 北竜 001
猪股 英紀 北海道 天塩郡幌延町 朋練会 2 2023/3/5 北竜 002
沼倉 剛 北海道 深川市 幌加内そば工房　坂本 2 2023/3/5 北竜 003
星野 有紀 北海道 雨竜郡北竜町 そば食楽部　北竜 2 2023/3/5 北竜 004
山田 沙恵子 北海道 雨竜郡幌加内町 北海道幌加内高等学校 2 2023/3/5 北竜 005
中村 星花 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2023/3/5 北竜 006
前田 法子 沖縄県 宜野湾市 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2023/2/26 沖縄 001
花城 徳子 沖縄県 国頭郡金武町 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2023/2/26 沖縄 002
宮城 リーミ 沖縄県 名護市 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2023/2/26 沖縄 003
新垣 善一 沖縄県 名護市 2 2023/2/26 沖縄 004
名嘉 和子 沖縄県 島尻郡伊平屋村 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2023/2/26 沖縄 005
與儀 清文 沖縄県 島尻郡南風原町 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2023/2/26 沖縄 006
ウイング 美登子 沖縄県 島尻郡南風原町 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2023/2/26 沖縄 007
上原 久美子 埼玉県 深谷市 手打ちそば教室　蕎麦善 2 2023/2/5 埼玉 001
岩田 莉音 埼玉県 秩父市 2 2023/2/5 埼玉 002
笠原 悠羽 埼玉県 秩父市 2 2023/2/5 埼玉 003
二木 夢乃 埼玉県 秩父市 2 2023/2/5 埼玉 004
栁原 見早子 埼玉県 秩父市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2023/2/5 埼玉 005
江森 翠 東京都 台東区 日本橋そばの会 2 2023/2/5 埼玉 006
青木 良明 埼玉県 上尾市 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2023/2/5 埼玉 007
綿貫 健司 埼玉県 北本市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2023/2/5 埼玉 008
川竹 治 神奈川県 小田原市 桃園そば打ち会 2 2023/2/5 埼玉 009
漆田 利津子 岩手県 二戸郡一戸町 岩手県手打 そばの会 2 2022/12/3 寒河江 001
大木 政男 山形県 山形市 山形県庁そば研究会 2 2022/12/3 寒河江 002
久田 時子 栃木県 宇都宮市 うつのみや　和楽の会 2 2022/11/26 日光 001
守川 南央 栃木県 鹿沼市 2 2022/11/26 日光 002
田中 悦雄 栃木県 宇都宮市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2022/11/26 日光 003
澁谷 純子 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2022/11/26 日光 004
黒川 明 栃木県 小山市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2022/11/26 日光 005
玉野 裕美 栃木県 宇都宮市 栃木県そば振興協議会 2 2022/11/26 日光 006
石下 三要 栃木県 小山市 とちぎ蕎和会 2 2022/11/26 日光 007
篠原 春枝 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 2 2022/11/26 日光 008
前原 桂治 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/11/26 日光 009
小野 真奈美 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/11/26 日光 010
川中子 安子 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/11/26 日光 011
浜松 光弘 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 2 2022/11/26 日光 012
渡辺 佳彦 栃木県 宇都宮市 うつのみや　和楽の会 2 2022/11/26 日光 013
田嶋 良國 栃木県 宇都宮市 清原手打ちそばの会 2 2022/11/26 日光 014
百戸 正行 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2022/11/26 日光 015
塚西 憲次 栃木県 小山市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2022/11/26 日光 016
秋澤 利夫 栃木県 鹿沼市 のぞみ蕎麦の会 2 2022/11/26 日光 017
豊田 謙治 栃木県 真岡市 栃木県そば振興協議会 2 2022/11/26 日光 018
髙橋 周平 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 2 2022/11/26 日光 019
君嶋 幸子 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 2 2022/11/26 日光 020
永井 礼子 埼玉県 蓮田市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/11/26 日光 021
大関 武 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/11/26 日光 022
坂本 百合子 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/11/26 日光 023
木田 比登志 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 2 2022/11/26 日光 024
武田 和博 福岡県 北九州市小倉北区 特別個人会員 2 2022/11/20 北九州 001
神野 宏子 福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町蕎麦の会 2 2022/11/20 北九州 002
河野 浩人 福岡県 北九州市小倉北区 特別個人会員 2 2022/11/20 北九州 003
西村 隆生 福岡県 北九州市小倉北区 特別個人会員 2 2022/11/20 北九州 004
福井 和代 福岡県 田川郡添田町 特別個人会員 2 2022/11/20 北九州 005
安藤 智彰 大分県 豊後高田市 2 2022/11/20 北九州 006
大形 哲也 福岡県 北九州市小倉北区 特別個人会員 2 2022/11/20 北九州 007
原口 康範 福岡県 遠賀郡水巻町 特別個人会員 2 2022/11/20 北九州 008
中西 章子 三重県 津市 下河内の里山を守る会 2 2022/11/19 いなべ 001



南部 沙織 三重県 員弁郡東員町 赤そばの会 2 2022/11/19 いなべ 002
室 吉彦 三重県 鈴鹿市 そば塾すゞか 2 2022/11/19 いなべ 003
石垣 初美 三重県 員弁郡東員町 赤そばの会 2 2022/11/19 いなべ 004
森 宏司 三重県 伊賀市 楽笑そば打ち倶楽部 2 2022/11/19 いなべ 005
稲垣 廣美 岐阜県 土岐市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 006
丹羽 ひで子 岐阜県 土岐市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 007
本多 克次 静岡県 周智郡森町 遠州浜松　そば道場 2 2022/11/19 いなべ 008
近澤 弘子 三重県 亀山市 加太麺友会 2 2022/11/19 いなべ 009
羽場 伸子 三重県 いなべ市 赤そばの会 2 2022/11/19 いなべ 010
川瀬 伊 三重県 いなべ市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2022/11/19 いなべ 011
堀 博 岐阜県 瑞穂市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 012
染川 めぐみ 三重県 津市 熊野古道そばネット 2 2022/11/19 いなべ 013
落合 健一 三重県 亀山市 加太麺友会 2 2022/11/19 いなべ 014
村林 新吾 三重県 松阪市 下河内の里山を守る会 2 2022/11/19 いなべ 015
相羽 光衛 静岡県 菊川市 遠州浜松　そば道場 2 2022/11/19 いなべ 016
桟敷 里美 三重県 いなべ市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 017
奥本 陽子 三重県 四日市市 2 2022/11/19 いなべ 018
柴田 保彦 静岡県 磐田市 遠州浜松　そば道場 2 2022/11/19 いなべ 019
加藤 日出子 岐阜県 瑞浪市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 020
松尾 典子 三重県 津市 いいだ二八会 2 2022/11/19 いなべ 021
平岡 一正 三重県 多気郡多気町 松阪そば打ち同好会 2 2022/11/19 いなべ 022
山口 かおる 三重県 桑名市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2022/11/19 いなべ 023
市川 司 三重県 桑名市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2022/11/19 いなべ 024
近藤 晃 愛知県 長久手市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 025
岡 二美枝 三重県 四日市市 2 2022/11/19 いなべ 026
小林 登 三重県 鈴鹿市 そば塾すゞか 2 2022/11/19 いなべ 027
伊藤 泰昭 三重県 桑名市 赤そばの会 2 2022/11/19 いなべ 028
廣田 能理子 三重県 津市 いいだ二八会 2 2022/11/19 いなべ 029
安間 惠子 静岡県 磐田市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 030
田川 久美子 三重県 鈴鹿市 加太麺友会 2 2022/11/19 いなべ 031
小林 勇治 三重県 亀山市 加太麺友会 2 2022/11/19 いなべ 032
小林 和代 三重県 亀山市 加太麺友会 2 2022/11/19 いなべ 033
田中 耕司 三重県 鈴鹿市 そば塾すゞか 2 2022/11/19 いなべ 034
河村 久美子 岐阜県 岐阜市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 035
加藤 彩加 岐阜県 各務原市 特別個人会員 2 2022/11/19 いなべ 036
安藤 道子 広島県 三原市 三原そばの会 2 2022/11/12 尾道 001
松本 真理子 広島県 広島市東区 広島そば打ち倶楽部 2 2022/11/12 尾道 002
半田 佳代 広島県 三原市 2 2022/11/12 尾道 003
藤井 千寿男 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2022/11/12 尾道 004
尾美 康信 広島県 三原市 三原そばの会 2 2022/11/12 尾道 005
中村 潔 広島県 東広島市 東広島そばの会 2 2022/11/12 尾道 006
國石 浩敬 広島県 三原市 三原そばの会 2 2022/11/12 尾道 007
井原 織江 広島県 広島市南区 広島そば打ち倶楽部 2 2022/11/12 尾道 008
森下 明美 岡山県 玉野市 山陽手打ち蕎麦の會 2 2022/11/12 尾道 009
德山 瑞穂 岡山県 笠岡市 きびじそばの会 2 2022/11/12 尾道 010
前田 修宏 岡山県 岡山市南区 備前沖新田そばの会 2 2022/11/12 尾道 011
竹林 しょう子 岡山県 赤磐市 山陽手打ち蕎麦の會 2 2022/11/12 尾道 012
本藤 展康 広島県 福山市 尾道そば道場 2 2022/11/12 尾道 013
横山 美智子 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2022/11/12 尾道 014
谷本 靖 岡山県 浅口市 きびじそばの会 2 2022/11/12 尾道 015
三好 省子 岡山県 笠岡市 きびじそばの会 2 2022/11/12 尾道 016
田邊 浩道 兵庫県 神戸市東灘区 六甲益田屋そば打ちの会 2 2022/11/12 尾道 017
佐藤 真一 岡山県 岡山市中区 備前沖新田そばの会 2 2022/11/12 尾道 018
浜田 心仁 山口県 周南市 特別個人会員 2 2022/11/12 尾道 019
三好 眞弓 兵庫県 神戸市北区 六甲益田屋そば打ちの会 2 2022/11/12 尾道 020
脇坂 弘美 島根県 出雲市 広島備後そばの会 2 2022/11/12 尾道 021
櫛田 高義 兵庫県 西宮市 西宮そば打ち同好会 2 2022/11/12 尾道 022
澄田 修 島根県 出雲市 広島備後そばの会 2 2022/11/12 尾道 023
原口 正明 兵庫県 神戸市中央区 六甲益田屋そば打ちの会 2 2022/11/12 尾道 024



津本 雅之 兵庫県 神戸市垂水区 六甲益田屋そば打ちの会 2 2022/11/12 尾道 025
正岡 泉 兵庫県 西宮市 西宮そば打ち同好会 2 2022/11/12 尾道 026
加尻 豊 大阪府 大阪狭山市 七望流そば道場 2 2022/11/5 泉北 001
安 恵順 大阪府 大阪市福島区 七望流そば道場 2 2022/11/5 泉北 002
脇田 健吾 大阪府 和泉市 和泉蕎麦倶楽部 2 2022/11/5 泉北 003
大浦 宏之 大阪府 大阪市住吉区 2 2022/11/5 泉北 004
上田 治 大阪府 富田林市 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/11/5 泉北 005
大東 幸人 大阪府 堺市南区 七望流そば道場 2 2022/11/5 泉北 006
今西 立昌 大阪府 堺市中区 七望流そば道場 2 2022/11/5 泉北 007
松本 康博 大阪府 交野市 和泉蕎麦倶楽部 2 2022/11/5 泉北 008
中山 麻知 大阪府 堺市南区 ＮＰＯ法人　泉北そば打ち普及の会 2 2022/11/5 泉北 009
太田 しのぶ 大阪府 南河内郡河南町 大阪狭山手打ち　そば会 2 2022/11/5 泉北 010
湊谷 敏美 青森県 八戸市 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 001
下坪 優子 青森県 三戸郡階上町 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 002
小泉 広治 青森県 上北郡六ヶ所村 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 003
月本 麻美子 宮城県 仙台市青葉区 宮城手打ちそば研究会 2 2022/10/22 階上 004
小笠原 弥 青森県 十和田市 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 005
下向 浩子 青森県 三戸郡階上町 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 006
高橋 信壮 宮城県 仙台市青葉区 宮城手打ちそば研究会 2 2022/10/22 階上 007
田村 利通 青森県 八戸市 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 008
大江 政隆 青森県 三戸郡階上町 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 009
升沢 陽一 青森県 十和田市 青森県そば研究会 2 2022/10/22 階上 010
大道 康輝 北海道 砂川市 幌加内そば工房　坂本 2 2022/10/16 東神楽 001
佐藤 穣二 北海道 歌志内市 北海道そば研究会 2 2022/10/16 東神楽 002
工藤 裕光 北海道 北広島市 北広島手打ちそば愛好会 2 2022/10/16 東神楽 003
大居 廣 北海道 夕張郡由仁町 奈井江手打ちそば道光会 2 2022/10/16 東神楽 004
青柳 悦子 北海道 赤平市 北海道そば研究会 2 2022/10/16 東神楽 005
井上 知美 北海道 札幌市豊平区 幌加内そば工房　坂本 2 2022/10/16 東神楽 006
設楽 千恵美 北海道 旭川市 そば道場旭川 2 2022/10/16 東神楽 007
山本 克博 北海道 北広島市 北広島手打ちそば愛好会 2 2022/10/16 東神楽 008
加藤 德弥 北海道 旭川市 旭川手打ちそば笑練会 2 2022/10/16 東神楽 009
清水 みえこ 北海道 北広島市 2 2022/10/16 東神楽 010
安部 寛人 大阪府 茨木市 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 001
片山 公 兵庫県 尼崎市 そばヨガの会 2 2022/10/9 三田 002
北谷 一典 大阪府 豊中市 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 003
岩城 信充 大阪府 豊能郡豊能町 神戸手打ちそばの会 2 2022/10/9 三田 004
谷川 久美 兵庫県 三田市 永沢寺そば打ち愛好会 2 2022/10/9 三田 005
横田 由利子 兵庫県 尼崎市 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 006
奥田 二朗 兵庫県 神戸市東灘区 そばヨガの会 2 2022/10/9 三田 007
永野 好司 大阪府 堺市南区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 008
西原 康晴 大阪府 茨木市 茨木蕎麦打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 009
古川 良則 兵庫県 神戸市西区 神戸手打ちそばの会 2 2022/10/9 三田 010
岡部 勲 東京都 江戸川区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 011
吉村 光生 福井県 鯖江市 そば工房　赤松塾 2 2022/10/9 三田 012
櫻井 誠 兵庫県 姫路市 ゆかいな麺々　姫路 2 2022/10/9 三田 013
木下 文岳 大阪府 大阪市天王寺区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 014
藤森 一仁 大阪府 大阪市鶴見区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/10/9 三田 015
齊藤 敏美 東京都 小平市 雷門そば倶楽部 2 2022/10/9 板橋 001
伊澤 亨 東京都 渋谷区 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 2 2022/10/9 板橋 002
嶋田 肇 東京都 新宿区 2 2022/10/9 板橋 003
安濃 きみ子 東京都 杉並区 桃園そば打ち会 2 2022/10/9 板橋 004
内山 りつ子 東京都 台東区 2 2022/10/9 板橋 005
松島 宏修 東京都 中野区 桃園そば打ち会 2 2022/10/9 板橋 006
小林 信治 千葉県 我孫子市 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2022/10/9 板橋 007
長嶋 光子 東京都 武蔵野市 武蔵野そばの会 2 2022/10/9 板橋 008
齊藤 清 東京都 中野区 桃園そば打ち会 2 2022/10/9 板橋 009
日暮 等 千葉県 我孫子市 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2022/10/9 板橋 010
大竹 弘幸 千葉県 我孫子市 2 2022/10/9 板橋 011
高橋 正卓 神奈川県 横浜市港北区 そばの花日吉 2 2022/10/9 板橋 012



井上 渚 神奈川県 川崎市幸区 桃園そば打ち会 2 2022/10/9 板橋 013
小島 隆史 神奈川県 横浜市港北区 そばの花日吉 2 2022/10/9 板橋 014
大久保 清彦 神奈川県 横浜市金沢区 横浜南そば倶楽部 2 2022/10/9 板橋 015
田中 健一 神奈川県 横浜市泉区 2 2022/10/9 板橋 016
五十嵐 秀樹 埼玉県 さいたま市中央区 2 2022/10/9 板橋 017
山村 まさ子 神奈川県 横浜市鶴見区 そばの花日吉 2 2022/10/9 板橋 018
矢田 嘉弘 埼玉県 さいたま市浦和区 2 2022/10/9 板橋 019
上村 萌奈 群馬県 邑楽郡邑楽町 2 2022/9/25 老神 001
天田 彩楓 群馬県 邑楽郡千代田町 2 2022/9/25 老神 002
木暮 若菜 群馬県 伊勢崎市 2 2022/9/25 老神 003
太田 愛清 群馬県 高崎市 2 2022/9/25 老神 004
岡田 愛花 群馬県 安中市 2 2022/9/25 老神 005
小野寺 春瑠 群馬県 高崎市 2 2022/9/25 老神 006
垣田 結 群馬県 安中市 2 2022/9/25 老神 007
生方 綾華 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 008
戸丸 美花 群馬県 利根郡川場村 2 2022/9/25 老神 009
臼井 そら 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 010
柴川 日向 群馬県 高崎市 2 2022/9/25 老神 011
高島 楓華 群馬県 安中市 2 2022/9/25 老神 012
宮田 桂悟 群馬県 安中市 2 2022/9/25 老神 013
林 日奈葵 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 014
諸田 祐茉 群馬県 利根郡昭和村 2 2022/9/25 老神 015
中林 花恋 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 016
小野 彪雅 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 017
武井 由萌香 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 018
宮田 美咲 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 019
矢作 碧琉 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 020
坂本 恵一 埼玉県 草加市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/9/25 老神 021
石久保 禎浩 群馬県 高崎市 2 2022/9/25 老神 022
木榑 美奈 群馬県 沼田市 2 2022/9/25 老神 023
菅沼 美里 群馬県 利根郡川場村 2 2022/9/25 老神 024
小林 俊春 群馬県 太田市 太田こだわり蕎麦の会 2 2022/9/25 老神 025
山田 則男 千葉県 千葉市稲毛区 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 001
平嶋 知二 千葉県 千葉市美浜区 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 002
古城 泰 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 003
住谷 進 茨城県 龍ケ崎市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 004
南波 麻貴 千葉県 千葉市若葉区 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 005
長谷川 睦美 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2022/9/18 千葉県 006
日野 澄夫 千葉県 佐倉市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 007
伊藤 優悦 千葉県 旭市 2 2022/9/18 千葉県 008
市川 眞理子 神奈川県 座間市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 009
池田 祐希子 千葉県 千葉市緑区 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 010
柴山 久雄 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2022/9/18 千葉県 011
斉田 圭司 千葉県 千葉市稲毛区 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 012
山岸 雄一郎 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 013
中内 幸枝 茨城県 龍ケ崎市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 014
瀬上 清司 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 015
平野 英之 千葉県 印西市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2022/9/18 千葉県 016
井上 玄 千葉県 千葉市花見川区 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 017
酒井 通夫 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2022/9/18 千葉県 018
野間 敏昭 千葉県 佐倉市 さくら蕎麦の会 2 2022/9/18 千葉県 019
伊東 ひろ子 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2022/9/18 千葉県 020
勝沼 康郎 千葉県 市川市 千葉県そば推進協議会 2 2022/9/18 千葉県 021
椎名 弘 千葉県 匝瑳市 匝瑳そばの会 2 2022/9/18 千葉県 022
武石 正敏 千葉県 富津市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2022/9/18 千葉県 023
浦山 みもざ 長野県 下高井郡木島平村 2 2022/9/4 塩尻 001
小林 羽菜 長野県 飯山市 2 2022/9/4 塩尻 002
下里 一也 長野県 安曇野市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2022/9/4 塩尻 003
石田 悟 静岡県 磐田市 遠州浜松　そば道場 2 2022/9/4 塩尻 004



唐澤 嘉男 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2022/9/4 塩尻 005
山口 清史 長野県 千曲市 姨捨そば道場 2 2022/9/4 塩尻 006
藤澤 素子 長野県 伊那市 2 2022/9/4 塩尻 007
丸山 姫風 長野県 下高井郡木島平村 2 2022/9/4 塩尻 008
春日 芳朋 長野県 伊那市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2022/9/4 塩尻 009
櫻井 すみ江 長野県 千曲市 姨捨そば道場 2 2022/9/4 塩尻 010
櫻井 煌大 長野県 松本市 蕎麦道場　大瀬庵 2 2022/9/4 塩尻 011
井上 理 山梨県 富士吉田市 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2022/9/4 塩尻 012
大口 空紺 長野県 飯山市 2 2022/9/4 塩尻 013
丸山 代志子 長野県 須坂市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2022/9/4 塩尻 014
北澤 彩夏 長野県 伊那市 2 2022/9/4 塩尻 015
松下 憲昭 静岡県 袋井市 遠州浜松　そば道場 2 2022/9/4 塩尻 016
長廣 綾 長野県 松本市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2022/9/4 塩尻 017
髙橋 裕二 長野県 小県郡青木村 2 2022/9/4 塩尻 018
湯川 正健 長野県 上伊那郡箕輪町 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2022/9/4 塩尻 019
津滝 浩子 長野県 北安曇郡白馬村 白馬そば塾 2 2022/9/4 塩尻 020
中澤 喜美子 長野県 千曲市 姨捨そば道場 2 2022/9/4 塩尻 021
鈴木 繁利 静岡県 袋井市 特別個人会員 2 2022/9/4 塩尻 022
田中 心 長野県 松本市 蕎麦道場　大瀬庵 2 2022/9/4 塩尻 023
郷田 義弘 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2022/9/4 塩尻 024
石神 聖鳴 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 001
川尻 奏 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 002
佐々木 拓 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 003
板谷 瑚雪 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 004
田村 翔 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 005
中村 紅葉 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 006
西川 優樹 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 007
花田 梨代奈 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 008
林 楓太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 009
山本 悠悟 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2022/7/9 幌加内 010
白﨑 秀一 福井県 福井市 そば工房　赤松塾 2 2022/6/26 越前 001
渡辺 光江 福井県 吉田郡永平寺町 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2022/6/26 越前 002
伊藤 仁美 福井県 越前市 そば工房　赤松塾 2 2022/6/26 越前 003
井上 和代 福井県 南条郡南越前町 そば工房　赤松塾 2 2022/6/26 越前 004
青池 昭典 福井県 三方上中郡若狭町 ふくいそば打ち愛好会 2 2022/6/26 越前 005
髙村 和明 福井県 越前市 そば工房　赤松塾 2 2022/6/26 越前 006
長谷川 葉香 福井県 福井市 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2022/6/26 越前 007
川崎 一恵 福井県 越前市 そば工房　赤松塾 2 2022/6/26 越前 008
荒井 由佳理 福井県 南条郡南越前町 そば工房　赤松塾 2 2022/6/26 越前 009
館内 謙治 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2022/6/26 中標津 001
高橋 翔也 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそば同好会 2 2022/6/26 中標津 002
佐藤 晴美 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそば同好会 2 2022/6/26 中標津 003
佐藤 椿 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそば同好会 2 2022/6/26 中標津 004
磯里 ひとみ 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2022/6/26 中標津 005
花田 幸春 北海道 北見市 十勝蕎麦俱楽部 2 2022/6/26 中標津 006
若木 伸昂 北海道 網走郡美幌町 十勝蕎麦俱楽部 2 2022/6/26 中標津 007
遠藤 淳志 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2022/6/26 中標津 008
高橋 源蔵 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2022/6/26 中標津 009
小山田 真奈美 北海道 網走郡美幌町 十勝蕎麦俱楽部 2 2022/6/26 中標津 010
伊藤 寿 北海道 網走郡美幌町 十勝蕎麦俱楽部 2 2022/6/26 中標津 011
荒川 幸枝 北海道 標津郡中標津町 2 2022/6/26 中標津 012
荒川 範彦 北海道 札幌市豊平区 恵庭川沿そば道場 2 2022/6/26 苫小牧 001
伊藤 康雄 北海道 日高郡新ひだか町 びらとり蕎楽同好会 2 2022/6/26 苫小牧 002
岡田 福一 北海道 上川郡美瑛町 北海道空知上砂川手打ちそば愛好会 2 2022/6/26 苫小牧 003
坂本 清二 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2022/6/26 苫小牧 004
甲野 晴揮 北海道 上川郡美瑛町 北海道空知上砂川手打ちそば愛好会 2 2022/6/26 苫小牧 005
棒手 正行 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2022/6/26 苫小牧 006
森 真佐美 北海道 帯広市 音更蕎麦研究会 2 2022/6/26 苫小牧 007
児島 弘子 北海道 砂川市 北海道そば研究会 2 2022/6/26 苫小牧 008



川口 莉生 北海道 二海郡八雲町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2022/6/26 苫小牧 009
加藤 賢子 北海道 上川郡 音更蕎麦研究会 2 2022/6/26 苫小牧 010
堤 悌二 北海道 勇払郡安平町 千歳夢工房手打ちそばの会 2 2022/6/26 苫小牧 011
久保 かおり 北海道 千歳市 恵庭川沿そば道場 2 2022/6/26 苫小牧 012
須藤 正 北海道 白老郡白老町 白老手打ちそばの会 2 2022/6/26 苫小牧 013
本間 みち子 北海道 白老郡白老町 白老手打ちそばの会 2 2022/6/26 苫小牧 014
金納 利隆 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 2 2022/6/26 苫小牧 015
溝口 秀夫 北海道 白老郡白老町 白老手打ちそばの会 2 2022/6/26 苫小牧 016
佐々木 智士 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2022/6/26 苫小牧 017
池田 雅男 北海道 北広島市 大曲手打ちそばの会 2 2022/6/26 苫小牧 018
末廣 恭典 北海道 札幌市清田区 大曲手打ちそばの会 2 2022/6/26 苫小牧 019
田中 崇雄 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2022/6/26 苫小牧 020
坂本 剛朗 北海道 千歳市 千歳夢工房手打ちそばの会 2 2022/6/26 苫小牧 021
堀部 美佐男 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2022/6/18 郡山 001
冨塚 忠夫 福島県 田村市 小野町そば打ち愛好会 2 2022/6/18 郡山 002
石塚 好一 福島県 岩瀬郡天栄村 郡山そば同好会 2 2022/6/18 郡山 003
桑名 芳美 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2022/6/18 郡山 004
佐藤 喜幸 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2022/6/18 郡山 005
橋本 巌 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2022/6/18 郡山 006
山中 茂 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2022/6/18 郡山 007
齋藤 芳子 福島県 田村市 手打ちそばときわ会 2 2022/6/18 郡山 008
山本 光代 福島県 いわき市 特別個人会員 2 2022/6/18 郡山 009
中野 たか子 福島県 双葉郡川内村 特別個人会員 2 2022/6/18 郡山 010
神谷 博美 福島県 郡山市 郡山そば同好会 2 2022/6/18 郡山 011
七海 むつみ 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2022/6/18 郡山 012
金子 長一 福島県 二本松市 小原田そば同好会 2 2022/6/18 郡山 013
鈴木 正晃 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2022/6/18 郡山 014
先崎 佐千代 福島県 田村市 特別個人会員 2 2022/6/18 郡山 015
高橋 祐輔 福島県 会津若松市 会津そば紬の会 2 2022/6/18 郡山 016
久光 修一 宮城県 登米市 宮城手打ちそば研究会 2 2022/6/11 仙台 001
寺田 誠治 宮城県 大崎市 宮城手打ちそば研究会 2 2022/6/11 仙台 002
大久保 孝 宮城県 名取市 宮城手打ちそば研究会 2 2022/6/11 仙台 003
大平 俊光 宮城県 黒川郡大和町 宮城手打ちそば研究会 2 2022/6/11 仙台 004
工藤 久義 宮城県 仙台市太白区 宮城手打ちそば研究会 2 2022/6/11 仙台 005
渡部 好市 宮城県 多賀城市 宮城手打ちそば研究会 2 2022/6/11 仙台 006
大澤 利昭 宮城県 仙台市太白区 宮城手打ちそば研究会 2 2022/6/11 仙台 007
江淵 雅文 北海道 札幌市西区 北海道 蕎悠会 2 2022/5/22 江別 001
芝田 千惠子 北海道 札幌市豊平区 北の郷　そば工房 2 2022/5/22 江別 002
青山 隼空 北海道 江別市 江別手打ちそば愛好会 2 2022/5/22 江別 003
森 隆 埼玉県 久喜市 彩蕎一門会 2 2022/5/15 久喜 001
野口 信子 埼玉県 春日部市 洋子蕎麦打ち倶楽部 2 2022/5/15 久喜 002
山路 雅之 神奈川県 横浜市栄区 麺文化アカデミーよこはま栄 2 2022/5/15 久喜 003
圓﨑 富雄 埼玉県 春日部市 洋子蕎麦打ち倶楽部 2 2022/5/15 久喜 004
工藤 誠 埼玉県 越谷市 しらこばと蕎麦打ち会 2 2022/5/15 久喜 005
増田 友 埼玉県 春日部市 蕎麦の会　藤 2 2022/5/15 久喜 006
渋谷 恭平 東京都 文京区 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2022/5/15 久喜 007
萩原 久子 埼玉県 春日部市 けやき蕎麦打ち同好会 2 2022/5/15 久喜 008
新藤 美也子 埼玉県 所沢市 2 2022/5/15 久喜 009
大塚 徳子 茨城県 潮来市 そばの会　小町 2 2022/5/15 久喜 010
新藤 純司 埼玉県 所沢市 2 2022/5/15 久喜 011
陣内 望 栃木県 小山市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/5/15 久喜 012
阿形 友梨 埼玉県 秩父市 2 2022/5/15 久喜 013
小川 和男 栃木県 小山市 蔵ノ街蕎麦会 2 2022/5/15 久喜 014
三上 芳信 北海道 石狩市 いしかり手打ちそば同好会 2 2022/4/30 石狩 001
糸谷 秀樹 北海道 札幌市手稲区 分いしかり　札幌星置そば道場 2 2022/4/30 石狩 002
猪口 雅之 北海道 札幌市手稲区 分いしかり　札幌星置そば道場 2 2022/4/30 石狩 003
佐藤 功 北海道 北広島市 北広島手打ちそば愛好会 2 2022/4/30 石狩 004
後藤 裕子 北海道 留萌市 特別個人会員 2 2022/4/30 石狩 005
石川 貴史 北海道 虻田郡喜茂別町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2022/4/30 石狩 006



加藤 歩 北海道 小樽市 小樽手打ちそば群来の会 2 2022/4/30 石狩 007
池田 素子 北海道 札幌市豊平区 北の郷　そば工房 2 2022/4/30 石狩 008
岡部 恵子 北海道 札幌市北区 札幌蕎道会 2 2022/4/30 石狩 009
横山 栄一 北海道 札幌市中央区 札幌蕎道会 2 2022/4/30 石狩 010
吉野 浩治 北海道 札幌市南区 札幌手打ちそば愛好会 2 2022/4/30 石狩 011
中秋 勝広 北海道 札幌市清田区 北海道 蕎悠会 2 2022/4/30 石狩 012
木内 規裕 北海道 札幌市厚別区 みなみ製粉株式会社 2 2022/4/30 石狩 013
池田 尚紀 富山県 富山市 上市そば道場 2 2022/4/23 富山 001
堀田 耕永 富山県 中新川郡上市町 上市そば道場 2 2022/4/23 富山 002
久世 和樹 富山県 富山市 立山そば倶楽部 2 2022/4/23 富山 003
田中 昭一 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2022/4/23 富山 005
中谷内 由理 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2022/4/23 富山 006
廣 栄和 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2022/4/23 富山 008
松井 一子 富山県 中新川郡上市町 上市そば道場 2 2022/4/23 富山 013
伊勢 裕美子 富山県 魚津市 新川学びの森そば打ち愛好会 2 2022/4/23 富山 014
前川 直明 富山県 射水市 立山そば倶楽部 2 2022/4/23 富山 015
山崎 洋子 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2022/4/23 富山 016
吉田 善嗣 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2022/4/23 富山 017
桜井 智子 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2022/4/23 富山 018
山下 清文 富山県 富山市 やつおそば大楽 2 2022/4/23 富山 021
湯島 洋和 富山県 富山市 2 2022/4/23 富山 022
増川 直実 北海道 北斗市 八雲蕎遊会 2 2022/4/10 北斗 001
西川 泰弘 北海道 松前郡福島町 2 2022/4/10 北斗 002
鈴木 ゆかり 北海道 亀田郡七飯町 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2022/4/10 北斗 003
斉藤 明弘 北海道 茅部郡森町 八雲蕎遊会 2 2022/4/10 北斗 004
髙野 敏子 北海道 久遠郡せたな町 2 2022/4/10 北斗 005
伊藤 敏文 北海道 函館市 北斗蕎麦打ち倶楽部 2 2022/4/10 北斗 006
奈良 美代子 北海道 松前郡福島町 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2022/4/10 北斗 007
榎波 ゆかり 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2022/4/10 北斗 008
赤間 德夫 北海道 滝川市 じぞう庵そば塾 2 2022/3/27 北竜 002
芦野 由美子 北海道 歌志内市 北海道そば研究会 2 2022/3/27 北竜 003
荻原 秀輝 千葉県 四街道市 朋練会 2 2022/3/27 北竜 004
阿部 欣史 長野県 東御市 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 001
岡安 秀 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 002
加藤 文子 長野県 小県郡長和町 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 003
金井 正好 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 004
清住 直 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 005
小林 悦雄 長野県 佐久市 2 2022/3/20 長和 007
小松 邦雄 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 008
櫻井 久男 長野県 千曲市 姨捨そば道場 2 2022/3/20 長和 009
佐藤 重俊 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 010
佐藤 千栄子 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 2 2022/3/20 長和 011
皆川 恭子 長野県 小県郡青木村 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 012
峯山 明 長野県 上田市 2 2022/3/20 長和 013
八島 博子 長野県 小県郡青木村 信　州　長和蕎麦会 2 2022/3/20 長和 014
浅川 祐子 茨城県 常陸大宮市 いばらき蕎麦の会 2 2022/3/12 茨城 002
瀧口 昇 茨城県 日立市 2 2022/3/12 茨城 003
浦瀬 陽子 栃木県 宇都宮市 2 2022/3/12 茨城 004
落合 祐一郎 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 2 2022/3/12 茨城 005
大根田 達也 栃木県 宇都宮市 2 2022/3/12 茨城 006
鹿志村 均 茨城県 那珂市 いばらき蕎麦の会 2 2022/3/12 茨城 007
田所 政治 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 2 2022/3/12 茨城 009
加茂 幸子 茨城県 つくば市 いばらき蕎麦の会 2 2022/3/12 茨城 010
紺野 浩 茨城県 土浦市 いばらき蕎麦の会 2 2022/3/12 茨城 011
水嶋 伸一 茨城県 ひたちなか市 いばらき蕎麦の会 2 2022/3/12 茨城 012
島村 勝也 茨城県 坂東市 2 2022/3/12 茨城 013
宮城 久美子 沖縄県 国頭郡大宜味村 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2022/2/27 沖縄 001
新城 喜代美 沖縄県 国頭郡大宜味村 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2022/2/27 沖縄 004
松本 安子 沖縄県 国頭郡大宜味村 やんばる手打ちそば倶楽部 2 2022/2/27 沖縄 008



持田 若那 埼玉県 秩父市 2 2022/2/5 秩父 001
武内 玉緒 埼玉県 大里郡寄居町 2 2022/2/5 秩父 002
小河 寿行 埼玉県 秩父郡小鹿野町 2 2022/2/5 秩父 003
秋山 佳代 埼玉県 さいたま市大宮区 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2022/2/5 秩父 004
橋本 ゆき子 大阪府 三島郡島本町 島本蕎麦打ち倶楽部 2 2022/1/29 泉北 001
宮本 賢祐 大阪府 河内長野市 河内そば打ち会 2 2022/1/29 泉北 004
武島 幹雄 大阪府 堺市西区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2022/1/29 泉北 005
池田 善三 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2021/12/5 千葉 001
有田 真由美 千葉県 千葉市花見川区 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 002
渡邉 雅仁 千葉県 千葉市花見川区 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 005
渡邊 信義 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 006
北村 司 千葉県 千葉市花見川区 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 009
秋山 登 千葉県 四街道市 2 2021/12/5 千葉 011
福原 和美 千葉県 千葉市花見川区 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 012
鳥海 清治 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 013
鎌田 八重子 千葉県 印西市 2 2021/12/5 千葉 015
庄司 善明 千葉県 船橋市 2 2021/12/5 千葉 016
高久 隆 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2021/12/5 千葉 017
石井 薫 千葉県 千葉市緑区 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 018
関根 祐子 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2021/12/5 千葉 021
萩原 武史 千葉県 千葉市花見川区 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 022
岡田 正 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2021/12/5 千葉 024
宇都宮 弘信 千葉県 浦安市 千葉県そば推進協議会 2 2021/12/5 千葉 025
本村 敏 福岡県 北九州市小倉南区 特別個人会員 2 2021/11/28 北九州 001
赤木 哲朗 鹿児島県 伊佐市 伊佐手打ちそば倶楽部 2 2021/11/28 北九州 004
原田 優子 鹿児島県 伊佐市 伊佐手打ちそば倶楽部 2 2021/11/28 北九州 005
橋口 徳二 鹿児島県 伊佐市 伊佐手打ちそば倶楽部 2 2021/11/28 北九州 006
坂本 匠 埼玉県 秩父市 2 2021/11/27 埼玉 002
坂巻 一男 埼玉県 川口市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2021/11/27 埼玉 004
柳 孝男 栃木県 真岡市 2 2021/11/27 日光 001
小村 恵美 栃木県 宇都宮市 うつのみや　和楽の会 2 2021/11/27 日光 003
阿久津 一巳 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 2 2021/11/27 日光 005
山内 達夫 栃木県 宇都宮市 下野そばの会 2 2021/11/27 日光 007
近藤 大斗 栃木県 下野市 2 2021/11/27 日光 008
野澤 加代子 栃木県 宇都宮市 2 2021/11/27 日光 009
山内 邦子 福島県 南会津郡南会津町 会津そば紬の会 2 2021/11/27 日光 016
橋本 勝生 栃木県 下野市 2 2021/11/27 日光 017
野口 金三郎 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2021/11/27 日光 018
鈴木 克巳 栃木県 芳賀郡益子町 2 2021/11/27 日光 019
梶本 光二 岐阜県 関市 2 2021/11/21 名古屋 001
大竹 基広 愛知県 名古屋市緑区 2 2021/11/21 名古屋 002
小田 司 愛知県 額田郡幸田町 ネバーランドそば打ち研究会 2 2021/11/21 名古屋 003
岡田 照利 静岡県 浜松市西区 遠州浜松　そば道場 2 2021/11/21 名古屋 005
草地 義和 静岡県 磐田市 遠州浜松　そば道場 2 2021/11/21 名古屋 006
水野 孝夫 長野県 中野市 2 2021/11/21 名古屋 007
里際 学 和歌山県 新宮市 熊野古道そばネット 2 2021/11/20 いなべ 001
二宮 美代子 三重県 員弁郡東員町 2 2021/11/20 いなべ 002
守山 浩子 三重県 いなべ市 赤そばの会 2 2021/11/20 いなべ 003
日紫喜 としこ 三重県 いなべ市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2021/11/20 いなべ 005
櫻井 實 三重県 津市 松阪そば打ち同好会 2 2021/11/20 いなべ 006
浦 照美 三重県 鈴鹿市 特別個人会員 2 2021/11/20 いなべ 008
難波 靖子 岡山県 岡山市北区 山陽手打ち蕎麦の會 2 2021/11/6 尾道 003
垣内 博行 広島県 三原市 三原そばの会 2 2021/11/6 尾道 004
藤江 真二 広島県 府中市 広島備後そばの会 2 2021/11/6 尾道 006
西原 徹 広島県 三原市 三原そばの会 2 2021/11/6 尾道 007
岩井 嗣公 岡山県 瀬戸内市 山陽手打ち蕎麦の會 2 2021/11/6 尾道 009
寺岡 澄寛 広島県 尾道市 三原そばの会 2 2021/11/6 尾道 010
渡辺 哲夫 岡山県 岡山市南区 2 2021/11/6 尾道 011
清水 貞臣 広島県 三原市 三原そばの会 2 2021/11/6 尾道 012



兼本 博司 広島県 三原市 三原そばの会 2 2021/11/6 尾道 013
杉山 智明 岡山県 岡山市 山陽手打ち蕎麦の會 2 2021/11/6 尾道 014
桶本 英治 広島県 三原市 三原そばの会 2 2021/11/6 尾道 015
岡田 勉 岡山県 倉敷市 岡山そばの楽校 2 2021/11/6 尾道 018
佐藤 庄太郎 岡山県 岡山市中区 備前沖新田そばの会 2 2021/11/6 尾道 020
山下 芳弘 岡山県 岡山市南区 備前三たて会 2 2021/11/6 尾道 021
尾﨑 美津枝 岡山県 高梁市 備中そばりえの会 2 2021/11/6 尾道 023
永井 登 兵庫県 姫路市 特別個人会員 2 2021/11/6 尾道 025
松本 末美 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2021/11/6 尾道 028
天川 和彦 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 2 2021/10/30 老神 001
鏑木 正一 群馬県 みどり市 さの蕎麦の会 2 2021/10/30 老神 002
野澤 一郎 栃木県 宇都宮市 蔵ノ街蕎麦会 2 2021/10/30 老神 004
川上 竜征 群馬県 高崎市 2 2021/10/30 老神 006
林 雅斗 群馬県 沼田市 2 2021/10/30 老神 007
藤井 裕子 群馬県 沼田市 2 2021/10/30 老神 008
中島 信之 群馬県 前橋市 群馬奥利根連合そば会 2 2021/10/30 老神 009
髙木 正季 北海道 帯広市 2 2021/10/24 十勝 001
森 澄夫 北海道 北見市 2 2021/10/24 十勝 002
池田 晴美 北海道 北見市 十勝蕎麦俱楽部 2 2021/10/24 十勝 003
苅谷 浩二 北海道 北見市 十勝蕎麦俱楽部 2 2021/10/24 十勝 004
山下 博之 北海道 旭川市 東神楽町聖台手打ちそば研究会 2 2021/10/17 東神楽 002
小野 直子 北海道 旭川市 2 2021/10/17 東神楽 003
小林 弘樹 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2021/10/16 郡山 001
遠藤 秀歳 福島県 会津若松市 会津そば紬の会 2 2021/10/16 郡山 002
遠藤 信一 福島県 田村郡小野町 小野町そば打ち愛好会 2 2021/10/16 郡山 003
佐久間 富美子 福島県 田村市 手打ちそばときわ会 2 2021/10/16 郡山 004
鈴木 實 福島県 西白河郡泉崎村 結乃會 2 2021/10/16 郡山 005
福田 菊夫 福島県 西白河郡泉崎村 2 2021/10/16 郡山 006
橋本 禎子 福島県 郡山市 安積そば同好会 2 2021/10/16 郡山 010
長谷川 力 福島県 郡山市 安積そば同好会 2 2021/10/16 郡山 011
本田 勝敏 福島県 会津若松市 大島そば同好会 2 2021/10/16 郡山 013
荒井 博 福島県 田村郡小野町 小野町そば打ち愛好会 2 2021/10/16 郡山 014
佐藤 功一 福島県 田村市 手打ちそばときわ会 2 2021/10/16 郡山 015
佐藤 高憲 福島県 西白河郡西郷村 結乃會 2 2021/10/16 郡山 016
勝倉 孝行 福島県 いわき市 2 2021/10/16 郡山 017
国分 秀司 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2021/10/16 郡山 018
野川 清和 福島県 郡山市 2 2021/10/16 郡山 019
安部 秀昭 福島県 耶麻郡猪苗代町 大島そば同好会 2 2021/10/16 郡山 022
戸田 邦子 福島県 田村市 手打ちそばときわ会 2 2021/10/16 郡山 024
小谷 満知子 兵庫県 姫路市 2 2021/10/10 三田 002
浅水 千咲 大阪府 藤井寺市 2 2021/10/10 三田 003
山下 心平 兵庫県 小野市 播州そばの学校 2 2021/10/10 三田 004
梨木 優佳 京都府 乙訓郡大山崎町 2 2021/10/10 三田 005
太田 孝一 三重県 松阪市 2 2021/10/10 三田 006
掃部 成生 兵庫県 三田市 神戸手打ちそばの会 2 2021/10/10 三田 007
蒲原 宏大 兵庫県 姫路市 はりまの国麺道倶楽部 2 2021/10/10 三田 008
高本 雄二郎 兵庫県 姫路市 ゆかいな麺々 2 2021/10/10 三田 009
熊田 由夫 兵庫県 神戸市東灘区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2021/10/10 三田 011
三浦 康男 兵庫県 姫路市網干区 福戎そば会 2 2021/10/10 三田 012
松村 克徳 大阪府 大阪市淀川区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2021/10/10 三田 016
廣瀬 暢彦 京都府 京田辺市 祇園蕎麦塾 2 2021/10/10 三田 017
中村 和幸 兵庫県 伊丹市 そばヨガの会 2 2021/10/10 三田 018
岡本 一真 兵庫県 加西市 2 2021/10/10 三田 020
榎本 守 埼玉県 白岡市 特別個人会員 2 2021/10/10 板橋 001
高崎 敏子 栃木県 小山市 特別個人会員 2 2021/10/10 板橋 005
友山 雅人 東京都 大田区 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 2 2021/10/10 板橋 009
林田 恵子 東京都 江東区 江戸流手打ちそば　鵜蕎の会 2 2021/10/10 板橋 010
渡辺 慎一 千葉県 我孫子市 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2021/10/10 板橋 013
鈴木 秀夫 宮城県 仙台市泉区 2 2021/10/2 仙台 003



網野 美香 長野県 松本市 蕎麦道場　大瀬庵 2 2021/9/20 松本 001
村松 千恵子 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 2 2021/9/20 松本 002
岸田 美月 長野県 飯山市 2 2021/9/20 松本 004
島田 一敏 長野県 長野市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2021/9/20 松本 005
松坂 明 長野県 長野市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2021/9/20 松本 006
藤牧 美男 長野県 須坂市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2021/9/20 松本 007
原 和弘 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 2 2021/9/20 松本 010
河野 大夢 長野県 飯山市 2 2021/9/20 松本 013
若林 行正 長野県 長野市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2021/9/20 松本 014
安藤 壽夫 長野県 須坂市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2021/9/20 松本 015
渡辺 政和 山梨県 富士吉田市 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2021/9/20 松本 018
菅野 利昭 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2021/9/20 松本 019
宮越 康市 北海道 伊達市 伊達手打ちそば愛好会 2 2021/8/1 苫小牧 001
小野 真由美 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2021/8/1 苫小牧 002
大久保 利裕 北海道 勇払郡むかわ町 びらとり蕎楽同好会 2 2021/8/1 苫小牧 003
川崎 真也 北海道 札幌市西区 白老手打ちそばの会 2 2021/8/1 苫小牧 004
中澤 十四三 北海道 勇払郡むかわ町 びらとり蕎楽同好会 2 2021/8/1 苫小牧 005
巻口 義明 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2021/8/1 苫小牧 006
及川 久美子 北海道 日高郡新ひだか町 2 2021/8/1 苫小牧 007
松浦 博子 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2021/8/1 苫小牧 009
松野 保廣 北海道 沙流郡日高町 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2021/8/1 苫小牧 011
沖田 美香 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2021/8/1 苫小牧 013
石坂 優奈 北海道 雨竜郡幌加内町 北海道幌加内高等学校 2 2021/7/10 幌加内 003
山田 零綺 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2021/7/10 幌加内 007
小野 祥生 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2021/7/10 幌加内 009
帰山 孝行 福井県 敦賀市 特別個人会員 2 2021/6/6 越前 001
村内 繁 福井県 福井市 ふくいそば打ち愛好会 2 2021/6/6 越前 002
久野 理恵子 福井県 福井市 そば工房　赤松塾 2 2021/6/6 越前 003
片谷 勝邦 福井県 福井市 越前そば道場 2 2021/6/6 越前 004
田中 昭雄 福井県 坂井市 ふくいそば打ち愛好会 2 2021/6/6 越前 005
梅原 融 福井県 福井市 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2021/6/6 越前 006
大野 耕一 北海道 札幌市手稲区 分いしかり　札幌星置そば道場 2 2021/4/24 石狩 001
河田 茂 北海道 磯谷郡蘭越町 北の郷　そば工房 2 2021/4/24 石狩 005
北村 吉雄 北海道 札幌市中央区 手打ちそばグループ白花 2 2021/4/24 石狩 006
三船 勝博 北海道 小樽市 小樽手打ちそば群来の会 2 2021/4/24 石狩 010
中野 秀昭 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 2 2021/4/24 石狩 011
竹森 雅博 北海道 札幌市南区 2 2021/4/24 石狩 013
田中 義仁 北海道 札幌市東区 札幌蕎道会 2 2021/4/24 石狩 014
三浦 友美 北海道 札幌市豊平区 札幌蕎道会 2 2021/4/24 石狩 016
山川 茂 北海道 亀田郡七飯町 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2021/4/11 道南 002
小林 正憲 千葉県 松戸市 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 002
鈴木 貴美恵 茨城県 ひたちなか市 2 2021/4/10 茨城 004
肥髙 正代 茨城県 久慈郡大子町 常陸そばの会 2 2021/4/10 茨城 005
吉沢 尚子 茨城県 那珂市 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 008
田口 敬一 茨城県 北茨城市 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 010
篠原 はるみ 茨城県 稲敷市 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 016
宮本 茂男 茨城県 稲敷郡美浦村 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 017
鈴木 尚 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 018
沼田 薫 茨城県 北茨城市 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 022
関澤 雅博 茨城県 東茨城郡城里町 2 2021/4/10 茨城 023
横山 伸子 茨城県 稲敷郡美浦村 2 2021/4/10 茨城 024
野澤 正憲 栃木県 那須烏山市 常陸そばの会 2 2021/4/10 茨城 026
矢川 輝明 神奈川県 横浜市瀬谷区 特別個人会員 2 2021/4/10 茨城 027
常井 洋治 茨城県 水戸市 いばらき蕎麦の会 2 2021/4/10 茨城 028
横山 このみ 東京都 北区 ＴＯＫＹＯ蕎麦塾 2 2021/4/10 茨城 029
浅見 弘美 埼玉県 秩父市 2 2021/3/27 秩父 002
志儀 潤 埼玉県 東松山市 2 2021/3/27 秩父 004
小河原 隆史 東京都 江戸川区 2 2021/3/27 秩父 006
伊賀﨑 渉 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2021/3/21 長和 001



内山 由紀 長野県 上田市 2 2021/3/21 長和 002
惠本 久美子 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2021/3/21 長和 003
渡邉 三枝子 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2021/3/21 長和 007
鈴木 博宣 北海道 室蘭市 2 2021/2/28 北竜 004
飛嶋 忍 北海道 伊達市 2 2021/2/28 北竜 005
中川 鉱一 愛知県 名古屋市東区 幌加内そば工房　坂本 2 2021/2/28 北竜 006
塚本 淳一 北海道 中川郡中川町 朋練会 2 2021/2/28 北竜 007
小池 雅則 新潟県 新潟市江南区 2 2020/11/22 日光 003
渡邉 琳華 栃木県 栃木市 2 2020/11/22 日光 004
野中 節子 栃木県 宇都宮市 2 2020/11/22 日光 005
柴田 陽子 茨城県 古河市 2 2020/11/22 日光 010
田代 佳克 栃木県 宇都宮市 2 2020/11/22 日光 012
佐藤 米子 栃木県 宇都宮市 2 2020/11/22 日光 017
加藤 征男 福島県 西白河郡西郷村 結乃會 2 2020/11/22 日光 021
国重 伸枝 広島県 三原市 2 2020/11/7 尾道 001
山田 誠也 鳥取県 東伯郡北栄町 広島備後そばの会 2 2020/11/7 尾道 002
髙橋 孝子 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2020/11/7 尾道 005
出口 照夫 岡山県 総社市 岡山そばの楽校 2 2020/11/7 尾道 009
清水 康彦 兵庫県 加古郡稲美町 六甲益田屋そば打ちの会 2 2020/11/7 尾道 010
前田 成美 兵庫県 芦屋市 2 2020/11/7 尾道 014
山田 洋子 岡山県 岡山市東区 2 2020/11/7 尾道 015
山岸 文三 千葉県 市川市 2 2020/10/25 千葉 001
齊藤 良一 千葉県 柏市 将門そば道場 2 2020/10/25 千葉 009
峰岡 信子 神奈川県 川崎市多摩区 特別個人会員 2 2020/10/25 千葉 010
長尾 武昭 千葉県 印西市 2 2020/10/25 千葉 013
森 晃二 千葉県 船橋市 2 2020/10/25 千葉 014
丸山 卓三 千葉県 千葉市美浜区 千葉県そば推進協議会 2 2020/10/25 千葉 015
熱田 秀代 千葉県 匝瑳市 匝瑳そばの会 2 2020/10/25 千葉 017
藤賀 敏和 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2020/10/25 千葉 019
内田 康勝 千葉県 四街道市 千葉県そば推進協議会 2 2020/10/25 千葉 022
大熊 黄三郎 北海道 士別市 多寄町そば打ち愛好会 2 2020/10/25 東神楽 006
田辺 正一 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2020/10/25 東神楽 007
加藤 孝広 北海道 士別市 しべつ麺打ち愛好会 2 2020/10/25 東神楽 010
佐藤 容史美 北海道 名寄市 名寄地区手打ちそば愛好会 2 2020/10/25 東神楽 011
神田 壽昭 北海道 士別市 多寄町そば打ち愛好会 2 2020/10/25 東神楽 014
斉藤 清枝 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2020/10/25 東神楽 015
長谷川 一利 北海道 江別市 2 2020/10/25 東神楽 016
市橋 由美 兵庫県 小野市 2 2020/10/18 三田 002
照屋 孝行 兵庫県 三田市 永沢寺そば打ち愛好会 2 2020/10/18 三田 008
多田 喜廣 大阪府 吹田市 2 2020/10/18 三田 009
大西 喜造 大阪府 枚方市 和泉蕎麦倶楽部 2 2020/10/18 三田 010
林 政夫 大阪府 吹田市 びわ湖手打ちそばの会 2 2020/10/18 三田 011
高 正幸 兵庫県 伊丹市 いなそば生粉打ち体験道場 2 2020/10/18 三田 013
西田 隆 大阪府 交野市 和泉蕎麦倶楽部 2 2020/10/18 三田 014
三浦 智美 三重県 松阪市 松阪そば打ち同好会 2 2020/10/18 三田 017
田中 一久 三重県 鈴鹿市 そば塾すゞか 2 2020/10/18 三田 019
堀川 玲子 兵庫県 西宮市 いなそば生粉打ち体験道場 2 2020/10/18 三田 021
戸部 秀樹 兵庫県 姫路市 ゆかいな麺々　姫路 2 2020/10/18 三田 022
種子尾 清和 兵庫県 三田市 神戸手打ちそばの会 2 2020/10/18 三田 023
木田 真 兵庫県 神戸市灘区 六甲益田屋そば打ちの会 2 2020/10/18 三田 025
竹之内 通 大阪府 吹田市 なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部 2 2020/10/18 三田 027
長谷川 敏和 兵庫県 姫路市 2 2020/10/18 三田 029
山本 美智子 福井県 福井市 2 2020/10/18 三田 034
末本 淳子 福井県 坂井市 2 2020/10/18 三田 036
竹之内 さなえ 大阪府 吹田市 なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部 2 2020/10/18 三田 038
戎居 壮太郎 兵庫県 小野市 2 2020/10/18 三田 039
和泉 槙之助 滋賀県 彦根市 2 2020/10/18 三田 040
堀江 八恵美 大阪府 大阪市中央区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2020/10/18 三田 041
田中 佑典 東京都 中野区 桃園そば打ち会 2 2020/10/11 板橋 001



富岡 憲一郎 東京都 世田谷区 2 2020/10/11 板橋 002
高橋 義一 東京都 板橋区 特別個人会員 2 2020/10/11 板橋 003
村松 常治 東京都 練馬区 2 2020/10/11 板橋 004
佐藤 俊樹 東京都 多摩市 特別個人会員 2 2020/10/11 板橋 005
高橋 臣子 東京都 町田市 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2020/10/11 板橋 009
前田 恭央 東京都 墨田区 2 2020/10/11 板橋 010
山岸 篤志 東京都 世田谷区 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2020/10/11 板橋 011
金子 憲幸 神奈川県 横浜市泉区 2 2020/10/11 板橋 016
川上 都 東京都 調布市 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2020/10/11 板橋 017
大前 麗 神奈川県 横浜市金沢区 横浜南そば倶楽部 2 2020/10/11 板橋 018
堤 勇二 神奈川県 横浜市泉区 2 2020/10/11 板橋 019
竹山 義昭 東京都 杉並区 江戸流手打ちそば　鵜蕎の会 2 2020/10/11 板橋 021
浅坂 夏華 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2020/7/11 幌加内 001
今野 徹也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2020/7/11 幌加内 004
高橋 裕香 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2020/7/11 幌加内 006
津島 柊人 北海道 上川郡剣淵町 2 2020/7/11 幌加内 007
椿 怜奈 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2020/7/11 幌加内 008
佐藤 瑠奈 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2020/7/11 幌加内 009
赤羽 健治 長野県 松本市 信州そば道場 2 2020/3/22 長和 001
市川 一夫 長野県 松本市 信州そば道場 2 2020/3/22 長和 002
沖田 明男 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 2 2020/3/22 長和 004
掛川 一清 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2020/3/22 長和 006
鴨志田 孝幸 長野県 松本市 2 2020/3/22 長和 007
佐藤 祥子 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 2 2020/3/22 長和 008
篠原 一成 長野県 東御市 2 2020/3/22 長和 009
下城 敏昭 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2020/3/22 長和 010
関 サヨ子 長野県 上田市 2 2020/3/22 長和 011
田上 勝通 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 2 2020/3/22 長和 013
髙山 久典 長野県 松本市 姨捨そば道場 2 2020/3/22 長和 014
永井 春輝 長野県 松本市 信州そば道場 2 2020/3/22 長和 015
名取 久夫 長野県 小県郡長和町 信　州　長和蕎麦会 2 2020/3/22 長和 016
並木 寛 長野県 佐久市 2 2020/3/22 長和 017
古川 ひさ子 長野県 小県郡長和町 2 2020/3/22 長和 018
山村 麻衣子 北海道 士別市 2 2020/2/29 北竜 005
岡野 義雄 埼玉県 桶川市 2 2020/1/19 埼玉 001
鈴木 三郎 茨城県 古河市 2 2020/1/19 埼玉 003
馬岡 聡 埼玉県 鴻巣市 2 2020/1/19 埼玉 004
渡邉 貞司 埼玉県 行田市 2 2020/1/19 埼玉 005
吉川 宣行 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2020/1/19 埼玉 006
泉 聡 埼玉県 さいたま市中央区 2 2020/1/19 埼玉 007
古沢 和夫 栃木県 下都賀郡野木町 2 2020/1/19 埼玉 008
髙萩 繁行 千葉県 我孫子市 2 2020/1/19 埼玉 009
大原 浩司 埼玉県 鴻巣市 2 2020/1/19 埼玉 010
松﨑 宗康 埼玉県 東松山市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2020/1/19 埼玉 011
久保 誠 埼玉県 深谷市 2 2020/1/19 埼玉 013
成田 邦夫 群馬県 高崎市 2 2020/1/19 埼玉 014
髙橋 治子 埼玉県 春日部市 2 2020/1/19 埼玉 015
足立 めぐみ 埼玉県 さいたま市南区 2 2020/1/19 埼玉 016
伊関 誠子 埼玉県 さいたま市緑区 2 2020/1/19 埼玉 017
布野 秀二 茨城県 つくば市 2 2020/1/19 埼玉 018
岡田 香羽 埼玉県 北葛飾郡松伏町 2 2020/1/19 埼玉 021
小池 和男 埼玉県 比企郡小川町 2 2020/1/19 埼玉 023
松島 久夫 栃木県 小山市 2 2020/1/19 埼玉 024
山上 一久 東京都 北区 2 2020/1/19 埼玉 025
加藤 珠雨 埼玉県 秩父郡横瀬町 2 2020/1/19 埼玉 026
久我 寿幸 埼玉県 所沢市 2 2020/1/19 埼玉 027
因泥 辰夫 茨城県 古河市 2 2020/1/19 埼玉 028
杉本 誠 神奈川県 厚木市 伊勢原蕎麦打ち倶楽部 2 2020/1/19 埼玉 029
野口 禎夫 埼玉県 春日部市 洋子蕎麦打ち倶楽部 2 2020/1/19 埼玉 030



渋沢 怜央 埼玉県 秩父市 2 2020/1/19 埼玉 031
井上 功 埼玉県 春日部市 2 2020/1/19 埼玉 032
村山 亨 新潟県 十日町市 そば始め会 2 2020/1/19 埼玉 033
髙橋 秀典 埼玉県 入間市 2 2020/1/19 埼玉 034
内田 眞理子 埼玉県 さいたま市南区 2 2020/1/19 埼玉 036
堀内 晴 埼玉県 秩父市 2 2020/1/19 埼玉 037
細田 有司 埼玉県 比企郡吉見町 2 2020/1/19 埼玉 038
三橋 武 茨城県 古河市 2 2020/1/19 埼玉 039
深川 元秀 埼玉県 上尾市 2 2020/1/19 埼玉 040
齋藤 豊 新潟県 燕市 特別個人会員 2 2020/1/17 茨城 002
大曽根 利光 茨城県 那珂市 いばらき蕎麦の会 2 2020/1/17 茨城 005
関根 正徳 茨城県 北茨城市 2 2020/1/17 茨城 006
横山 幸子 栃木県 芳賀郡茂木町 2 2020/1/17 茨城 008
渡辺 敏夫 茨城県 水戸市 2 2020/1/17 茨城 009
小松崎 知貞 茨城県 水戸市 2 2020/1/17 茨城 010
岩上 安雄 茨城県 那珂市 2 2020/1/17 茨城 012
宇佐美 務 茨城県 北茨城市 2 2020/1/17 茨城 013
秋山 峰夫 茨城県 ひたちなか市 2 2020/1/17 茨城 014
岩上 正宏 茨城県 那珂市 いばらき蕎麦の会 2 2020/1/17 茨城 015
石川 孝行 茨城県 日立市 2 2020/1/17 茨城 019
横山 茂樹 栃木県 芳賀郡茂木町 2 2020/1/17 茨城 020
小林 保男 茨城県 那珂市 いばらき蕎麦の会 2 2020/1/17 茨城 022
笹﨑 圭太 茨城県 常陸大宮市 2 2020/1/17 茨城 023
有賀 さよ子 茨城県 北茨城市 いばらき蕎麦の会 2 2020/1/17 茨城 025
井出 久治 長野県 佐久市 2 2019/12/1 根羽 001
村田 温子 三重県 津市 いいだ二八会 2 2019/12/1 根羽 002
加藤 眞理子 愛知県 知多市 とこなめそば打ち道場 2 2019/12/1 根羽 003
武井 義典 長野県 岡谷市 2 2019/12/1 根羽 004
吉田 菊夫 愛知県 長久手市 2 2019/12/1 根羽 005
佐々木 達郎 愛知県 豊田市 ネバーランドそば打ち研究会 2 2019/12/1 根羽 006
北岡 秀夫 三重県 津市 いいだ二八会 2 2019/12/1 根羽 007
太田 幸一郎 静岡県 浜松市南区 遠州浜松　そば道場 2 2019/12/1 根羽 008
小林 完 長野県 飯田市 2 2019/12/1 根羽 010
岡本 富夫 愛知県 北名古屋市 2 2019/12/1 名古屋 001
小林 暢一 愛知県 常滑市 いいだ二八会 2 2019/12/1 名古屋 002
澤野 認 愛知県 江南市 2 2019/12/1 名古屋 003
新村 克次 静岡県 静岡市駿河区 2 2019/12/1 名古屋 004
佐藤 栄里子 愛知県 北名古屋市 特別個人会員 2 2019/12/1 名古屋 005
土屋 誠一郎 岐阜県 可児市 2 2019/12/1 名古屋 006
渡辺 悦男 岐阜県 美濃加茂市 特別個人会員 2 2019/12/1 名古屋 007
大泉 荘市 山形県 西村山郡西川町 ふるさと寒河江そば工房 2 2019/11/30 寒河江 002
元原 啓二 大阪府 吹田市 2 2019/11/24 三田 001
濱名 正二 兵庫県 宝塚市 2 2019/11/24 三田 003
波佐尾 祥宏 兵庫県 尼崎市 2 2019/11/24 三田 004
永渕 弘人 兵庫県 神戸市北区 2 2019/11/24 三田 009
今井 義幸 大阪府 大阪市東住吉区 なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部 2 2019/11/24 三田 011
福﨑 真帆 大阪府 豊中市 2 2019/11/24 三田 016
藤尾 美正 兵庫県 姫路市 はりまの国麺道倶楽部 2 2019/11/24 三田 021
樋口 晋 大阪府 大阪市東住吉区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2019/11/24 三田 022
古江 栄子 大阪府 茨木市 2 2019/11/24 三田 023
宮本 善弘 兵庫県 姫路市 ゆかいな麺々　姫路 2 2019/11/24 三田 024
小谷 憲秀 兵庫県 神戸市垂水区 2 2019/11/24 三田 025
小幡 奈美 大阪府 守口市 2 2019/11/24 三田 026
齋藤 稔 大阪府 吹田市 2 2019/11/24 三田 028
赤松 啓至 兵庫県 赤穂市 特別個人会員 2 2019/11/24 三田 029
東野 巧美 大阪府 大阪市住吉区 2 2019/11/24 三田 030
坂口 将之 兵庫県 神戸市中央区 2 2019/11/24 三田 035
阪上 健 兵庫県 神戸市垂水区 2 2019/11/24 三田 038
榎本 任志 和歌山県 岩出市 2 2019/11/24 三田 039



江木 惠美子 大阪府 茨木市 茨木蕎麦打ち倶楽部 2 2019/11/24 三田 041
岩元 和子 三重県 鈴鹿市 そば塾すゞか 2 2019/11/23 いなべ 002
上田 さち子 三重県 亀山市 2 2019/11/23 いなべ 004
大山 道臣 三重県 尾鷲市 熊野古道そばネット 2 2019/11/23 いなべ 005
藤井 初江 三重県 いなべ市 2 2019/11/23 いなべ 007
小川 和美 三重県 いなべ市 2 2019/11/23 いなべ 008
桜井 安子 三重県 津市 津手打ちそばの会 2 2019/11/23 いなべ 009
大川 誉 三重県 北牟婁郡紀北町 2 2019/11/23 いなべ 015
羽場 照美 三重県 いなべ市 2 2019/11/23 いなべ 016
加治 久美子 三重県 いなべ市 2 2019/11/23 いなべ 017
中北 ゆう子 三重県 津市 2 2019/11/23 いなべ 019
北島 良則 大阪府 和泉市 和泉蕎麦倶楽部 2 2019/11/23 泉北 006
小山 基博 兵庫県 神戸市北区 和泉蕎麦倶楽部 2 2019/11/23 泉北 007
草川 克子 奈良県 奈良市 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 2 2019/11/23 泉北 008
村岡 麻衣子 大阪府 大阪市西区 2 2019/11/23 泉北 009
西辻 昭典 大阪府 和泉市 和泉蕎麦倶楽部 2 2019/11/23 泉北 010
田中 里美 大阪府 富田林市 2 2019/11/23 泉北 011
山中 一起 大阪府 和泉市 和泉蕎麦倶楽部 2 2019/11/23 泉北 012
西村 光矢 大阪府 門真市 2 2019/11/23 泉北 013
岡本 ひなの 大阪府 豊中市 2 2019/11/23 泉北 014
大薗 勇輝 大阪府 大阪市東淀川区 2 2019/11/23 泉北 015
藤田 滋子 大阪府 大阪市浪速区 2 2019/11/23 泉北 016
山崎 正喜 茨城県 結城市 2 2019/11/17 日光 001
平野 隆伸 福島県 南会津郡南会津町 2 2019/11/17 日光 002
荒井 豊吉 茨城県 古河市 2 2019/11/17 日光 003
水上 淳 栃木県 宇都宮市 2 2019/11/17 日光 007
大出 桃加 栃木県 栃木市 2 2019/11/17 日光 008
鮎田 信夫 栃木県 宇都宮市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2019/11/17 日光 011
荒木 一雄 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2019/11/17 日光 014
海老沼 依里 栃木県 小山市 2 2019/11/17 日光 015
中田 正人 岡山県 岡山市北区 岡山そばの楽校 2 2019/11/9 尾道 004
有田 道子 広島県 三原市 備後蕎友会 2 2019/11/9 尾道 008
藤田屋 辰雄 山口県 防府市 2 2019/11/9 尾道 016
西尾 淳巳 広島県 三原市 三原そばの会 2 2019/11/9 尾道 020
福本 琢也 愛媛県 喜多郡内子町 内子蕎麦倶楽部 2 2019/11/9 尾道 025
河本 慎也 岡山県 岡山市南区 2 2019/11/9 尾道 028
武内 肇子 岡山県 岡山市中区 2 2019/11/9 尾道 030
寳泉 武徳 愛媛県 喜多郡内子町 内子蕎麦倶楽部 2 2019/11/9 尾道 031
柿埜 武 大阪府 大阪市住之江区 ＮＰＯ法人　泉北そば打ち普及の会 2 2019/11/9 尾道 036
清水 峰子 岡山県 岡山市北区 2 2019/11/9 尾道 037
中田 久美子 岡山県 岡山市北区 2 2019/11/9 尾道 038
橋本 尚明 山口県 下関市 2 2019/11/9 尾道 039
寳中 誠 岡山県 倉敷市 2 2019/11/9 尾道 040
宮岡 章 愛媛県 喜多郡内子町 内子蕎麦倶楽部 2 2019/11/9 尾道 041
三好 沙夜 愛媛県 西予市 2 2019/11/3 北九州 001
青山 弥帆 大分県 豊後高田市 2 2019/11/3 北九州 002
野口 博喜 福岡県 京都郡苅田町 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2019/11/3 北九州 003
矢野 武則 福岡県 京都郡みやこ町 みやこ町蕎麦の会 2 2019/11/3 北九州 004
大森 康雄 鹿児島県 伊佐市 伊佐手打ちそば倶楽部 2 2019/11/3 北九州 005
毛利 勉 福岡県 北九州市八幡西区 2 2019/11/3 北九州 006
上岡 美稀 愛媛県 大洲市 2 2019/11/3 北九州 009
田邉 史奈 大分県 豊後高田市 2 2019/11/3 北九州 010
内田 克彦 福岡県 行橋市 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2019/11/3 北九州 011
田中 良 福岡県 福岡市博多区 2 2019/11/3 北九州 014
青木 吉則 福岡県 京都郡みやこ町 2 2019/11/3 北九州 016
安武 選義 福岡県 古賀市 2 2019/11/3 北九州 019
大宅 徳仁 佐賀県 武雄市 2 2019/11/3 北九州 022
梅田 貢 福岡県 北九州市小倉南区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2019/11/3 北九州 023
中島 信俊 北海道 旭川市 Ａネットそば打ち研究会 2 2019/10/27 東神楽 003



木村 志津子 北海道 旭川市 2 2019/10/27 東神楽 004
梅津 孔希 北海道 雨竜郡幌加内町 幌加内そば工房　坂本 2 2019/10/27 東神楽 005
花田 奉之 北海道 網走郡大空町 中標津手打ちそばささ藪学校 2 2019/10/27 東神楽 006
本部 京子 北海道 旭川市 東神楽町聖台手打ちそば研究会 2 2019/10/27 東神楽 007
築山 富士枝 北海道 旭川市 2 2019/10/27 東神楽 009
斉藤 聡 北海道 旭川市 2 2019/10/27 東神楽 013
安藤 洋子 北海道 旭川市 2 2019/10/27 東神楽 014
濤岡 亜紀 青森県 上北郡おいらせ町 2 2019/10/20 階上 001
小笠原 奏恵 岩手県 遠野市 2 2019/10/20 階上 003
浅利 信夫 青森県 青森市 蓬田村そば打ち研究会 2 2019/10/20 階上 004
時田 未都子 青森県 八戸市 2 2019/10/20 階上 005
小林 幸来乃 岩手県 滝沢市 2 2019/10/20 階上 007
伊藤 航 青森県 三戸郡階上町 2 2019/10/20 階上 008
小林 隆 青森県 青森市 2 2019/10/20 階上 010
後藤 正利 北海道 虻田郡京極町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2019/10/6 江別 003
数井 孝志 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 2 2019/10/6 江別 004
田中 均 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 2 2019/10/6 江別 007
髙橋 美奈子 北海道 虻田郡留寿都村 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2019/10/6 江別 010
宮本 貞道 北海道 恵庭市 2 2019/10/6 江別 011
坂本 勇 北海道 江別市 2 2019/10/6 江別 012
青井 正信 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 2 2019/10/6 江別 013
菅原 裕子 北海道 様似郡様似町 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2019/10/6 江別 014
村山 碧 埼玉県 草加市 2 2019/10/6 板橋 005
佐藤 綾楓 埼玉県 白岡市 2 2019/10/6 板橋 006
肥田 昭枝 東京都 江戸川区 蕎麦喰地蔵尊　蕎麦打ち会 2 2019/10/6 板橋 008
大澤 可南子 東京都 板橋区 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2019/10/6 板橋 009
大塚 幸子 埼玉県 越谷市 手打ちそばサークル悠遊 2 2019/10/6 板橋 011
小笠原 祥子 神奈川県 藤沢市 麺文化アカデミーよこはま栄 2 2019/10/6 板橋 013
十川 克章 東京都 江戸川区 2 2019/10/6 板橋 014
金 喆柱 茨城県 牛久市 2 2019/10/6 板橋 015
小山 航汰 埼玉県 久喜市 2 2019/10/6 板橋 016
竹花 雅子 埼玉県 草加市 2 2019/10/6 板橋 017
藤咲 昌宏 東京都 小平市 蕎麦喰地蔵尊　蕎麦打ち会 2 2019/10/6 板橋 018
内藤 道行 千葉県 松戸市 2 2019/10/6 板橋 019
矢野 芳道 東京都 杉並区 2 2019/10/6 板橋 021
倉林 紀雄 埼玉県 秩父郡皆野町 2 2019/9/28 群馬 001
中島 百絵 群馬県 利根郡昭和村 2 2019/9/28 群馬 003
高橋 芳旭 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2019/9/28 群馬 004
小林 美槻 群馬県 利根郡川場村 2 2019/9/28 群馬 005
佐藤 憲行 群馬県 伊勢崎市 2 2019/9/28 群馬 006
松井 圭吾 群馬県 沼田市 2 2019/9/28 群馬 007
柏田 信子 栃木県 宇都宮市 のぞみ蕎麦の会 2 2019/9/28 群馬 008
戸丸 めい 群馬県 利根郡川場村 2 2019/9/28 群馬 010
倉田 葵奈 群馬県 利根郡片品村 2 2019/9/28 群馬 013
滝澤 敏弘 群馬県 高崎市 2 2019/9/28 群馬 014
高橋 康江 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2019/9/28 群馬 015
吉澤 知子 群馬県 沼田市 2 2019/9/28 群馬 016
立見 昌枝 群馬県 高崎市 2 2019/9/28 群馬 017
高橋 すゑ子 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2019/9/28 群馬 018
山田 慧 長野県 松本市 2 2019/9/23 松本 001
篠﨑 由起子 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2019/9/23 松本 002
青山 真士 長野県 岡谷市 2 2019/9/23 松本 003
桑原 麻実 長野県 下水内郡栄村 2 2019/9/23 松本 004
山室 彩叶 長野県 飯山市 2 2019/9/23 松本 005
稲垣 江里奈 長野県 松本市 2 2019/9/23 松本 006
金井 桂子 長野県 松本市 2 2019/9/23 松本 007
横澤 秀水 長野県 須坂市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2019/9/23 松本 010
島田 松征 長野県 須坂市 信州中野蕎麦文化普及会 2 2019/9/23 松本 013
大野 恭裕 長野県 伊那市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2019/9/23 松本 014



児玉 義明 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2019/9/23 松本 016
出澤 瑠奈 長野県 飯山市 2 2019/9/23 松本 017
相澤 優樹 長野県 下水内郡栄村 2 2019/9/23 松本 018
三村 朋美 長野県 松本市 2 2019/9/23 松本 019
川上 悠里 長野県 松本市 蕎麦道場　大瀬庵 2 2019/9/23 松本 020
滝澤 理紗 長野県 松本市 2 2019/9/23 松本 022
田中 茂 長野県 北佐久郡御代田町 2 2019/9/23 松本 024
大塚 吉晴 長野県 長野市 2 2019/9/23 松本 025
澤井 光雄 富山県 富山市 上市そば道場 2 2019/9/22 富山 001
林 和子 富山県 富山市 2 2019/9/22 富山 002
浦野 孝一 富山県 滑川市 新川学びの森そば打ち愛好会 2 2019/9/22 富山 004
岸本 直子 富山県 魚津市 新川学びの森そば打ち愛好会 2 2019/9/22 富山 005
井上 綾子 富山県 富山市 2 2019/9/22 富山 006
土橋 冷子 富山県 富山市 2 2019/9/22 富山 007
袋谷 智恵子 富山県 射水市 2 2019/9/22 富山 008
小森 智昭 富山県 下新川郡入善町 2 2019/9/22 富山 011
柳瀬 哲夫 富山県 富山市 2 2019/9/22 富山 012
稲葉 美千和 千葉県 柏市 千葉県そば推進協議会 2 2019/9/15 千葉 001
越山 雅安 千葉県 千葉市緑区 2 2019/9/15 千葉 002
中島 邦彦 千葉県 船橋市 2 2019/9/15 千葉 005
田中 正明 千葉県 千葉市緑区 2 2019/9/15 千葉 006
青柳 俊士 千葉県 千葉市若葉区 2 2019/9/15 千葉 007
金子 聖一 千葉県 佐倉市 さくら蕎麦の会 2 2019/9/15 千葉 008
高橋 誠 千葉県 松戸市 千葉県そば推進協議会 2 2019/9/15 千葉 009
市川 義和 千葉県 柏市 千葉県そば推進協議会 2 2019/9/15 千葉 010
森 芳布 千葉県 千葉市稲毛区 2 2019/9/15 千葉 011
多々羅 彰二 千葉県 柏市 2 2019/9/15 千葉 012
野老 正雄 千葉県 大網白里市 2 2019/9/15 千葉 022
川村 美穂 千葉県 船橋市 2 2019/9/15 千葉 024
大和久 重一 千葉県 千葉市稲毛区 千葉県そば推進協議会 2 2019/9/15 千葉 026
鶴岡 正二 千葉県 茂原市 2 2019/9/15 千葉 027
大森 道正 千葉県 四街道市 千葉県そば推進協議会 2 2019/9/15 千葉 028
有村 俊明 千葉県 大網白里市 2 2019/9/15 千葉 031
齋藤 美代子 千葉県 千葉市花見川区 2 2019/9/15 千葉 034
牛窪 和男 千葉県 茂原市 2 2019/9/15 千葉 035
近藤 誠一郎 千葉県 船橋市 2 2019/9/15 千葉 036
田中 和希 福島県 喜多方市 2 2019/9/7 山都 001
穴澤 盛之 福島県 喜多方市 大島そば同好会 2 2019/9/7 山都 002
小林 実 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2019/9/7 山都 003
光岡 雅男 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2019/9/7 山都 004
田川 学 茨城県 土浦市 2 2019/9/7 山都 005
成澤 風汰 福島県 河沼郡会津坂下町 2 2019/9/7 山都 006
浅野 登太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2019/7/6 幌加内 001
大上 勝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2019/7/6 幌加内 003
西村 尚人 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2019/7/6 幌加内 006
細谷 太世侑 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2019/7/6 幌加内 008
道下 凌 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2019/7/6 幌加内 009
星野 一輝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2019/7/6 幌加内 012
押切 直樹 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2019/6/30 中標津 001
柳澤 慶三 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2019/6/30 中標津 002
吉野 昌子 北海道 札幌市北区 2 2019/6/30 中標津 003
中田 優貴 北海道 帯広市 十勝蕎麦俱楽部 2 2019/6/30 中標津 005
本多 勝美 群馬県 前橋市 2 2019/6/30 中標津 006
佐々木 健一 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2019/6/30 苫小牧 002
宇髙 貞子 北海道 室蘭市 室蘭手打ちそば愛好会 2 2019/6/30 苫小牧 012
道政 道子 北海道 河東郡音更町 2 2019/6/30 苫小牧 013
佐澤 宏嘉 福井県 福井市 越前そば道場 2 2019/6/30 美山 002
笠原 等 滋賀県 彦根市 多賀そば地域協議会 2 2019/6/30 美山 003
武澤 喜久夫 福井県 福井市 2 2019/6/30 美山 004



佐藤 輝男 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2019/6/15 郡山 001
佐藤 禎隆 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2019/6/15 郡山 003
渡辺 和男 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2019/6/15 郡山 004
安部 麻莉 福島県 喜多方市 2 2019/6/15 郡山 005
菊地 庸雄 福島県 河沼郡会津坂下町 結乃會 2 2019/6/15 郡山 007
渡辺 哲也 福島県 田村市 手打ちそばときわ会 2 2019/6/15 郡山 008
根本 伸治 福島県 いわき市 2 2019/6/15 郡山 009
名木橋 麻衣 北海道 上川郡新得町 2 2019/6/9 十勝 002
田村 雅典 北海道 上川郡新得町 2 2019/6/9 十勝 003
佐々木 幸枝 北海道 河東郡上士幌町 2 2019/6/9 十勝 004
吉田 輝男 北海道 中川郡池田町 2 2019/6/9 十勝 005
鈴木 真寿美 北海道 上川郡新得町 2 2019/6/9 十勝 006
小池 美恵子 北海道 帯広市 十勝蕎麦俱楽部 2 2019/6/9 十勝 007
鈴木 まり子 北海道 中川郡池田町 2 2019/6/9 十勝 008
由水 彩乃 北海道 中川郡豊頃町 2 2019/6/9 十勝 009
三宅 直文 北海道 帯広市 2 2019/6/9 十勝 010
関口 多津子 北海道 北広島市 北広島手打ちそば愛好会 2 2019/6/9 奈井江 002
小野 初雄 北海道 北広島市 2 2019/6/9 奈井江 003
松永 幸則 北海道 三笠市 2 2019/6/9 奈井江 005
富濱 宗助 北海道 空知郡南幌町 奈井江手打ちそば道光会 2 2019/6/9 奈井江 013
千葉 郁夫 北海道 名寄市 名寄地区手打ちそば愛好会 2 2019/6/9 奈井江 014
能澤 正彦 北海道 札幌市清田区 恵庭川沿そば道場 2 2019/6/9 奈井江 016
玉田 薫 宮城県 亘理郡山元町 2 2019/6/8 仙台 001
横山 康彦 宮城県 仙台市青葉区 仙台一番町そば塾 2 2019/6/8 仙台 004
菅 いずみ 岩手県 二戸市 岩手県手打 そばの会 2 2019/6/8 仙台 006
佐藤 岩男 福島県 伊達郡川俣町 特別個人会員 2 2019/6/8 仙台 008
中島 壽一 福島県 福島市 福島手打ちそばの会 2 2019/6/8 仙台 009
佐藤 肇 宮城県 仙台市青葉区 宮城手打ちそば研究会 2 2019/6/8 仙台 010
佐藤 光一 宮城県 石巻市 宮城手打ちそば研究会 2 2019/6/8 仙台 011
中原 清文 宮城県 仙台市青葉区 仙台一番町そば塾 2 2019/6/8 仙台 012
遠藤 守男 福島県 福島市 2 2019/6/8 仙台 015
田辺 定春 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2019/6/1 東京 001
赤松 保夫 千葉県 船橋市 2 2019/6/1 東京 002
嘉部 敏夫 神奈川県 横浜市瀬谷区 2 2019/6/1 東京 003
小山 明徳 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2019/6/1 東京 005
石川 文敏 千葉県 習志野市 2 2019/6/1 東京 006
川村 吉則 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2019/6/1 東京 008
鷲山 昭枝 千葉県 習志野市 2 2019/6/1 東京 009
田端 英夫 福井県 坂井市 2 2019/5/26 越前 001
谷川 哲 富山県 氷見市 2 2019/5/26 越前 002
田上 政輝 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2019/5/26 越前 003
山﨑 三男 石川県 金沢市 石川蕎麦愛好会 2 2019/5/26 越前 007
中出 䝨司 石川県 野々市市 2 2019/5/26 越前 008
竹田 佳正 福井県 勝山市 2 2019/5/26 越前 009
小原 ゆかり 福井県 福井市 2 2019/5/26 越前 010
蔵 重幸 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 2 2019/5/26 越前 011
石田 貴子 福井県 鯖江市 2 2019/5/26 越前 012
清水 貞雄 福井県 大野市 2 2019/5/26 越前 013
髙橋 瑞男 神奈川県 相模原市緑区 2 2019/5/26 春日部 001
新井 美智子 埼玉県 春日部市 蕎麦の会　藤 2 2019/5/26 春日部 012
水戸 みゆき 北海道 伊達市 2 2019/4/28 道南 001
和泉 光雄 北海道 函館市 2 2019/4/28 道南 002
郷六 優輝 北海道 函館市 2 2019/4/28 道南 003
長谷川 英幸 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2019/4/28 道南 004
髙坂 重穂 北海道 北斗市 2 2019/4/28 道南 006
楠木 茂広 北海道 北斗市 2 2019/4/28 道南 007
下田 良徳 北海道 伊達市 2 2019/4/28 道南 008
木戸口 正治 北海道 函館市 2 2019/4/28 道南 009
塚野 紀幸 北海道 函館市 2 2019/4/28 道南 010



市川 弘子 北海道 函館市 2 2019/4/28 道南 012
藤川 政一 北海道 北斗市 2 2019/4/28 道南 013
萱森 政芳 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 2 2019/4/27 石狩 004
高橋 耕平 北海道 札幌市豊平区 2 2019/4/27 石狩 008
齋藤 陽平 東京都 足立区 北の郷　そば工房 2 2019/4/27 石狩 009
山木 雅夫 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 2 2019/4/27 石狩 011
今泉 明 北海道 岩内郡岩内町 共和手打ちそば愛好会 2 2019/4/27 石狩 012
中田 優樹 北海道 札幌市東区 2 2019/4/27 石狩 014
鈴木 雅之 埼玉県 狭山市 2 2019/4/14 那須 001
小笠原 賢次 栃木県 小山市 2 2019/4/14 那須 002
青野 かね子 群馬県 邑楽郡千代田町 2 2019/4/14 那須 003
志賀 文和 茨城県 取手市 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2019/4/14 那須 004
石井 孝志 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 2 2019/4/14 那須 006
尾花 淳美 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 2 2019/4/14 那須 007
秋元 節子 栃木県 小山市 2 2019/4/14 那須 009
山口 正行 埼玉県 所沢市 2 2019/4/14 那須 010
生井 克治 栃木県 那須塩原市 2 2019/4/14 那須 013
谷原 準一朗 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 2 2019/4/14 那須 015
津久井 博子 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 2 2019/4/14 那須 016
前原 浩美 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 2 2019/4/14 那須 017
池田 憲俊 長野県 上田市 2 2019/3/24 長和 001
大沢 章子 長野県 小県郡長和町 2 2019/3/24 長和 002
加藤 幸雄 長野県 小県郡長和町 2 2019/3/24 長和 003
小須田 晃 長野県 上田市 2 2019/3/24 長和 005
児玉 紗百合 長野県 長野市 2 2019/3/24 長和 006
小林 絵莉香 長野県 小県郡長和町 信　州　長和蕎麦会 2 2019/3/24 長和 007
堀内 愛 長野県 上田市 2 2019/3/24 長和 008
鵜野 美代子 北海道 雨竜郡沼田町 2 2019/3/3 北竜 001
海野 忠 北海道 留萌市 2 2019/3/3 北竜 003
古莊 拓哉 北海道 天塩郡天塩町 2 2019/3/3 北竜 007
秋間 一則 栃木県 栃木市 2 2019/1/18 茨城 002
黒羽 ひとみ 茨城県 水戸市 2 2019/1/18 茨城 003
黒澤 和郎 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 2 2019/1/18 茨城 004
日高 昌之 栃木県 栃木市 2 2019/1/18 茨城 005
小泉 クリスティナ 茨城県 常陸大宮市 2 2019/1/18 茨城 006
中島 界 鳥取県 鳥取市 2 2019/1/18 茨城 008
菊池 英美子 茨城県 常陸大宮市 2 2019/1/18 茨城 011
大橋 光男 栃木県 栃木市 2 2019/1/18 茨城 012
平澤 和年 茨城県 水戸市 2 2019/1/18 茨城 013
中嶋 亮 埼玉県 児玉郡神川町 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2019/1/18 茨城 014
菅井 翔太 茨城県 常陸太田市 2 2019/1/18 茨城 016
松岡 八彦 埼玉県 熊谷市 2 2019/1/13 埼玉 001
目黒 賢二 埼玉県 久喜市 彩蕎一門会 2 2019/1/13 埼玉 003
横田 昇三 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2019/1/13 埼玉 004
三好 泰朗 埼玉県 越谷市 2 2019/1/13 埼玉 005
大島 治夫 栃木県 小山市 2 2019/1/13 埼玉 006
澤木 進 埼玉県 越谷市 2 2019/1/13 埼玉 007
栁澤 正巳 埼玉県 さいたま市北区 2 2019/1/13 埼玉 008
米谷 真由美 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2019/1/13 埼玉 012
福嶋 敏光 埼玉県 加須市 2 2019/1/13 埼玉 013
秋山 裕之 埼玉県 加須市 2 2019/1/13 埼玉 014
三村 作治 埼玉県 桶川市 2 2019/1/13 埼玉 018
吉川 淳子 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 彩蕎一門会 2 2019/1/13 埼玉 019
山形 恒一 埼玉県 さいたま市西区 2 2019/1/13 埼玉 020
坂 幸昭 千葉県 野田市 2 2019/1/13 埼玉 021
八下田 聡 栃木県 佐野市 2 2019/1/13 埼玉 022
鈴木 實 埼玉県 さいたま市北区 2 2019/1/13 埼玉 023
納田 佳和 千葉県 我孫子市 こもれび蕎麦の会 2 2019/1/13 埼玉 024
永井 健一 北海道 札幌市西区 2 2019/1/13 埼玉 025



小井田 康子 栃木県 小山市 2 2019/1/13 埼玉 026
木村 京子 栃木県 小山市 2 2019/1/13 埼玉 027
田村 賢樹 栃木県 下都賀郡野木町 2 2019/1/13 埼玉 029
松丸 正法 千葉県 流山市 特別個人会員 2 2019/1/13 埼玉 030
玉上 正明 埼玉県 蓮田市 2 2019/1/13 埼玉 031
笠原 夕稀香 埼玉県 秩父市 2 2019/1/13 埼玉 032
尾花 陽子 栃木県 下都賀郡野木町 2 2019/1/13 埼玉 036
足立 秀樹 静岡県 掛川市 遠州浜松　そば道場 2 2018/12/2 根羽 001
新村 孝人 静岡県 浜松市西区 遠州浜松　そば道場 2 2018/12/2 根羽 002
山田 克彦 愛知県 知多市 とこなめそば打ち道場 2 2018/12/2 根羽 008
池野 照司 静岡県 藤枝市 遠州浜松　そば道場 2 2018/12/2 根羽 010
西田 幸成 静岡県 藤枝市 遠州浜松　そば道場 2 2018/12/2 根羽 011
宮崎 建男 静岡県 藤枝市 遠州浜松　そば道場 2 2018/12/2 根羽 013
紀平 貞子 三重県 津市 いいだ二八会 2 2018/12/2 根羽 015
村松 通弘 静岡県 藤枝市 遠州浜松　そば道場 2 2018/12/2 根羽 018
森下 耕一 愛知県 常滑市 とこなめそば打ち道場 2 2018/12/2 根羽 019
武居 洋子 長野県 塩尻市 蕎麦道場　大瀬庵 2 2018/12/2 根羽 020
岡本 融 長野県 安曇野市 姨捨そば道場 2 2018/12/2 根羽 022
鈴木 龍之助 山形県 米沢市 ふるさと寒河江そば工房 2 2018/12/1 寒河江 001
佐賀 栄一郎 福島県 耶麻郡猪苗代町 大島そば同好会 2 2018/12/1 寒河江 002
髙村 博 栃木県 日光市 2 2018/11/25 日光 001
伊藤 優希 栃木県 宇都宮市 2 2018/11/25 日光 003
小竹 哲 栃木県 さくら市 2 2018/11/25 日光 004
鈴木 秀男 福島県 西白河郡西郷村 結乃會 2 2018/11/25 日光 006
湯田 京子 福島県 南会津郡南会津町 2 2018/11/25 日光 007
星 昌典 栃木県 下都賀郡野木町 2 2018/11/25 日光 010
浦田 正司 栃木県 宇都宮市 2 2018/11/25 日光 011
中川 幸子 栃木県 河内郡上三川町 しらさぎ蕎楽会 2 2018/11/25 日光 013
大竹 修二 福島県 西白河郡西郷村 結乃會 2 2018/11/25 日光 014
榊原 重夫 愛知県 知多郡美浜町 2 2018/11/25 名古屋 001
永田 道子 愛知県 知多郡武豊町 2 2018/11/25 名古屋 002
二井 美咲 三重県 いなべ市 2 2018/11/25 名古屋 003
寺本 よう子 愛知県 知多郡美浜町 2 2018/11/25 名古屋 004
畑中 きみか 愛知県 知多郡美浜町 2 2018/11/25 名古屋 005
尾﨑 喜三 三重県 鈴鹿市 2 2018/11/24 いなべ 001
伊藤 千代忠 愛知県 名古屋市守山区 2 2018/11/24 いなべ 002
亀井 時子 三重県 津市 2 2018/11/24 いなべ 004
宇留田 貢 三重県 津市 2 2018/11/24 いなべ 005
大西 浩司 三重県 鈴鹿市 2 2018/11/24 いなべ 009
伊藤 圭一 三重県 鈴鹿市 2 2018/11/24 いなべ 010
岩永 一彦 三重県 四日市市 2 2018/11/24 いなべ 011
岡田 義弘 滋賀県 犬上郡多賀町 多賀そば地域協議会 2 2018/11/24 いなべ 012
原 茂 三重県 鈴鹿市 2 2018/11/24 いなべ 013
位田 いつ子 三重県 桑名市 2 2018/11/24 いなべ 016
渡邊 明 和歌山県 新宮市 2 2018/11/24 いなべ 017
谷口 真知子 三重県 度会郡玉城町 2 2018/11/24 いなべ 020
桂山 拓也 三重県 四日市市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2018/11/24 いなべ 023
太村 智浩 兵庫県 神戸市北区 2 2018/11/18 三田 007
朝井 玲子 兵庫県 宝塚市 名塩そば打人 2 2018/11/18 三田 008
竹山 善信 大阪府 大阪市東住吉区 2 2018/11/18 三田 010
西 理光 兵庫県 姫路市 2 2018/11/18 三田 013
上田 貴子 大阪府 大阪市城東区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2018/11/18 三田 017
恒藤 昭 兵庫県 姫路市 2 2018/11/18 三田 020
中村 幸子 奈良県 奈良市 2 2018/11/18 三田 022
武政 篤史 大阪府 高石市 2 2018/11/18 三田 024
浅田 隆士 兵庫県 姫路市 2 2018/11/18 三田 025
石井 知奈美 大阪府 大阪市西区 2 2018/11/18 三田 026
佐藤 梅香 大阪府 吹田市 茨木蕎麦打ち倶楽部 2 2018/11/18 三田 030
金光 裕紀子 岡山県 岡山市中区 岡山そばの楽校 2 2018/11/18 尾道 004



檀上 勲輝 岡山県 岡山市中区 2 2018/11/18 尾道 005
清水 伸 岡山県 高梁市 2 2018/11/18 尾道 006
浅浦 忠 岡山県 岡山市中区 2 2018/11/18 尾道 011
金出 季治 福岡県 北九州市門司区 2 2018/11/18 北九州 001
財満 公典 福岡県 北九州市八幡東区 2 2018/11/18 北九州 002
井上 信郁 福岡県 京都郡みやこ町 2 2018/11/18 北九州 003
市川 結万 大阪府 池田市 2 2018/11/17 泉北 001
井上 富男 大阪府 堺市中区 なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部 2 2018/11/17 泉北 003
マヨ・ アームフィールド 大阪府 大阪市浪速区 2 2018/11/17 泉北 004
中野 孝司 和歌山県 和歌山市 2 2018/11/17 泉北 005
岩口 賢司 大阪府 藤井寺市 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 2 2018/11/17 泉北 006
黑川 冬馬 大阪府 大阪市都島区 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 2 2018/11/17 泉北 007
髙木 惠子 大阪府 河内長野市 2 2018/11/17 泉北 008
寺岡 勇治 大阪府 南河内郡太子町 2 2018/11/17 泉北 009
奥西 翼 大阪府 大阪市淀川区 2 2018/11/17 泉北 011
松岡 岬 大阪府 大阪市福島区 2 2018/11/17 泉北 012
城野 幹子 和歌山県 和歌山市 2 2018/11/17 泉北 013
森川 健市 奈良県 奈良市 2 2018/11/17 泉北 014
岩崎 慶太 大阪府 大阪市阿倍野区 2 2018/11/17 泉北 015
増田 鈴子 大阪府 吹田市 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 2 2018/11/17 泉北 016
美濃 喜介 和歌山県 橋本市 2 2018/11/17 泉北 017
小林 佐喜子 北海道 中川郡美深町 2 2018/10/28 東神楽 004
早坂 晃 北海道 稚内市 2 2018/10/28 東神楽 005
石田 堅太郎 北海道 旭川市 2 2018/10/28 東神楽 007
髙井 康雄 北海道 旭川市 東神楽町聖台手打ちそば研究会 2 2018/10/28 東神楽 009
岡田 正一 北海道 士別市 多寄町そば打ち愛好会 2 2018/10/28 東神楽 010
井上 美津子 北海道 士別市 2 2018/10/28 東神楽 011
小田 健二 北海道 旭川市 2 2018/10/28 東神楽 012
山澤 功 北海道 河東郡士幌町 2 2018/10/28 東神楽 014
高橋 美咲 青森県 八戸市 2 2018/10/21 階上 001
伊藤 真聖 岩手県 盛岡市 2 2018/10/21 階上 002
土井 京子 青森県 上北郡七戸町 2 2018/10/21 階上 003
中野渡 直子 青森県 十和田市 2 2018/10/21 階上 005
遠藤 悠太 岩手県 八幡平市 2 2018/10/21 階上 006
小林 恵美子 青森県 上北郡七戸町 2 2018/10/21 階上 007
大坂家 枝美子 青森県 上北郡七戸町 2 2018/10/21 階上 008
實藤 進大 岩手県 盛岡市 2 2018/10/21 階上 010
横山 和子 青森県 青森市 2 2018/10/21 階上 011
小甲 雅之 北海道 札幌市南区 2 2018/10/21 江別 002
大川 健一 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 2 2018/10/21 江別 004
橋本 隆 北海道 札幌市東区 2 2018/10/21 江別 006
鹿野 勇 北海道 北広島市 2 2018/10/21 江別 010
佐々木 和之 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 2 2018/10/21 江別 014
田中 哲男 北海道 札幌市西区 札幌蕎道会 2 2018/10/21 江別 017
柿澤 正志 北海道 札幌市清田区 2 2018/10/21 江別 018
三浦 誠 北海道 勇払郡安平町 江別手打ちそば愛好会 2 2018/10/21 江別 019
本多 恵子 東京都 世田谷区 2 2018/10/7 板橋 002
上村 紀子 東京都 調布市 2 2018/10/7 板橋 003
加藤 恒男 東京都 板橋区 2 2018/10/7 板橋 005
川上 純一 東京都 調布市 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2018/10/7 板橋 006
太田 政章 千葉県 野田市 2 2018/10/7 板橋 007
佐藤 松江 埼玉県 さいたま市浦和区 蕎麦喰地蔵尊　蕎麦打ち会 2 2018/10/7 板橋 008
中島 由奈 埼玉県 所沢市 2 2018/10/7 板橋 011
矢之貴 孝子 埼玉県 春日部市 2 2018/10/7 板橋 012
瀬能 一浩 東京都 台東区 2 2018/10/7 板橋 015
高橋 啓二 東京都 国分寺市 2 2018/10/7 板橋 020
加藤 花子 東京都 中央区 日本橋そばの会 2 2018/10/7 板橋 022
佐藤 哲夫 埼玉県 新座市 2 2018/10/7 板橋 023
鈴木 志津枝 埼玉県 さいたま市岩槻区 2 2018/10/7 板橋 024



猿谷 葉月 群馬県 安中市 2 2018/9/29 群馬 001
遠間 瑳奈 群馬県 安中市 2 2018/9/29 群馬 002
小板橋 春菜 群馬県 沼田市 2 2018/9/29 群馬 003
稲垣 綾乃 群馬県 利根郡昭和村 2 2018/9/29 群馬 004
岡村 葵 群馬県 沼田市 2 2018/9/29 群馬 005
横坂 晴香 群馬県 利根郡昭和村 2 2018/9/29 群馬 007
渡邉 登 東京都 町田市 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2018/9/29 群馬 008
湯澤 日向子 群馬県 伊勢崎市 2 2018/9/29 群馬 009
新井 一彦 群馬県 渋川市 2 2018/9/29 群馬 010
小杉 陽子 群馬県 太田市 2 2018/9/29 群馬 011
富田 ありさ 群馬県 安中市 2 2018/9/29 群馬 012
公平 七海 群馬県 安中市 2 2018/9/29 群馬 013
林 果恋 群馬県 沼田市 2 2018/9/29 群馬 014
星野 亜実 群馬県 利根郡片品村 2 2018/9/29 群馬 015
角田 ゆう 群馬県 沼田市 2 2018/9/29 群馬 016
宮田 栞菜 群馬県 沼田市 2 2018/9/29 群馬 017
河内 仁志 東京都 中央区 2 2018/9/29 群馬 018
村上 琴音 群馬県 伊勢崎市 2 2018/9/29 群馬 019
原島 充男 群馬県 太田市 2 2018/9/29 群馬 020
凌 晨光 群馬県 太田市 太田こだわり蕎麦の会 2 2018/9/29 群馬 021
竹内 輝夫 群馬県 沼田市 2 2018/9/29 群馬 022
盛田 奈緒子 長野県 長野市 木島平村名水火口そばの会 2 2018/9/22 松本 001
伊賀 結加 長野県 飯山市 2 2018/9/22 松本 002
横田 真希 長野県 長野市 2 2018/9/22 松本 003
田中 由香里 長野県 上水内郡飯綱町 2 2018/9/22 松本 004
宮野 陽子 長野県 長野市 2 2018/9/22 松本 005
榎本 浩実 長野県 木曽郡木曽町 2 2018/9/22 松本 010
桑原 二千夏 長野県 下水内郡栄村 2 2018/9/22 松本 012
栗田 かんな 長野県 下高井郡野沢温泉村 2 2018/9/22 松本 013
勝俣 幸蔵 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2018/9/22 松本 019
井下 紀美子 兵庫県 尼崎市 特別個人会員 2 2018/9/22 松本 021
外山 結可里 長野県 下高井郡木島平村 2 2018/9/22 松本 023
上倉 琉已 長野県 下水内郡栄村 2 2018/9/22 松本 024
田中 博志 長野県 上水内郡飯綱町 2 2018/9/22 松本 025
古畑 洋志 長野県 木曽郡木曽町 2 2018/9/22 松本 026
今村 ひとみ 長野県 木曽郡木曽町 2 2018/9/22 松本 027
大鷲 光夫 千葉県 鎌ケ谷市 千葉県そば推進協議会 2 2018/9/16 千葉 002
渡辺 政紀 千葉県 大網白里市 千葉県そば推進協議会 2 2018/9/16 千葉 003
原田 敏子 千葉県 大網白里市 2 2018/9/16 千葉 004
柿沼 實 千葉県 千葉市美浜区 2 2018/9/16 千葉 007
小松 貞夫 千葉県 佐倉市 さくら蕎麦の会 2 2018/9/16 千葉 008
横井 憲治 千葉県 千葉市中央区 2 2018/9/16 千葉 009
石島 光夫 千葉県 印西市 2 2018/9/16 千葉 010
阿部 剛雄 千葉県 鎌ケ谷市 千葉県そば推進協議会 2 2018/9/16 千葉 011
渡辺 俊雄 千葉県 大網白里市 2 2018/9/16 千葉 013
野々上 正充 千葉県 四街道市 千葉県そば推進協議会 2 2018/9/16 千葉 014
榊原 啓 千葉県 我孫子市 2 2018/9/16 千葉 016
仲村 美奈子 千葉県 八千代市 2 2018/9/16 千葉 017
初見 国雄 千葉県 千葉市花見川区 江戸流手打ち蕎麦　轟そばの会 2 2018/9/16 千葉 019
小林 元気 千葉県 船橋市 2 2018/9/16 千葉 021
佐藤 正男 千葉県 千葉市花見川区 特別個人会員 2 2018/9/16 千葉 022
鈴木 利男 千葉県 四街道市 2 2018/9/16 千葉 024
大原 優 千葉県 千葉市美浜区 千葉手打ち蕎麦の会 2 2018/9/16 千葉 027
佐藤 彌生 千葉県 千葉市稲毛区 2 2018/9/16 千葉 031
大川 康彦 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2018/9/16 千葉 033
並木 博史 千葉県 千葉市花見川区 千葉手打ち蕎麦の会 2 2018/9/16 千葉 035
根岸 美紀子 千葉県 八千代市 2 2018/9/16 千葉 036
鈴木 千恵子 千葉県 松戸市 2 2018/9/16 千葉 038
仲井 雄一 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2018/9/16 富山 002



松倉 石男 富山県 黒部市 2 2018/9/16 富山 007
藤城 雄爾 富山県 富山市 上市そば道場 2 2018/9/16 富山 010
伊藤 ひふみ 富山県 中新川郡上市町 2 2018/9/16 富山 011
石原 雅子 富山県 富山市 2 2018/9/16 富山 012
水野 清美 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2018/7/28 山都 002
佐藤 弥 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2018/7/28 山都 003
島田 義彦 福島県 郡山市 2 2018/7/28 山都 004
坂爪 敏夫 新潟県 柏崎市 2 2018/7/28 山都 005
湯田 信隆 福島県 南会津郡南会津町 会津そば紬の会 2 2018/7/28 山都 006
深谷 光男 福島県 白河市 結乃會 2 2018/7/28 山都 007
添田 眞里 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2018/7/28 山都 008
三浦 勇助 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2018/7/28 山都 009
岩崎 利行 福島県 郡山市 2 2018/7/28 山都 010
今井 智幸 福島県 喜多方市 2 2018/7/28 山都 011
安部 知勝 福島県 喜多方市 2 2018/7/28 山都 012
鈴木 愛大 福島県 喜多方市 2 2018/7/28 山都 013
安孫子 優理 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 001
榎本 龍輝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 004
菅 武尊 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 006
高橋 脩那 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 007
立松 拓磨 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 010
永井 真菜 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 012
三木 まこも 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 015
吉田 明 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 017
井口 優真 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 018
澤田 知佳 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 019
武田 愛美 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 020
立田 菜々子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 021
古谷 安里紗 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2018/7/14 幌加内 022
宮武 雄一 北海道 苫小牧市 2 2018/7/8 苫小牧 001
井上 容子 北海道 伊達市 2 2018/7/8 苫小牧 005
川元 孝三 北海道 千歳市 千歳夢工房手打ちそばの会 2 2018/7/8 苫小牧 008
伊藤 秀志 北海道 浦河郡浦河町 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2018/7/8 苫小牧 009
久野 祐司 福井県 福井市 そば工房　赤松塾 2 2018/7/1 美山 001
寺田 昭弘 大阪府 守口市 特別個人会員 2 2018/7/1 美山 002
辻橋 さとみ 福井県 坂井市 2 2018/7/1 美山 003
山内 正二 北海道 野付郡別海町 中標津手打ちそばささ藪学校 2 2018/6/24 中標津 002
小柳 潔 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2018/6/24 中標津 005
瀬川 晃 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2018/6/24 中標津 006
田中 孝 北海道 釧路市 2 2018/6/24 中標津 007
武澤 克彦 北海道 標津郡中標津町 2 2018/6/24 中標津 011
矢倉 陽子 北海道 釧路市 中標津手打ちそば同好会 2 2018/6/24 中標津 012
小川 義一 北海道 札幌市豊平区 札幌蕎道会 2 2018/6/24 奈井江 003
髙橋 明伸 北海道 夕張郡由仁町 2 2018/6/24 奈井江 006
瀨戸 徹朗 北海道 札幌市手稲区 札幌新川そばの会 2 2018/6/24 奈井江 009
進藤 俊昭 北海道 岩見沢市 2 2018/6/24 奈井江 010
渡部 将 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 2 2018/6/24 奈井江 016
河合 勝 北海道 河西郡芽室町 2 2018/6/10 十勝 001
鈴木 茜 北海道 札幌市北区 2 2018/6/10 十勝 002
西大條 利成 宮城県 仙台市青葉区 2 2018/6/9 仙台 007
上野 いづみ 宮城県 仙台市青葉区 2 2018/6/9 仙台 008
小池 和人 宮城県 仙台市青葉区 2 2018/6/9 仙台 009
小関 三千男 宮城県 白石市 2 2018/6/9 仙台 011
佐藤 勝 宮城県 遠田郡涌谷町 2 2018/6/9 仙台 012
佐藤 忠宏 神奈川県 横浜市磯子区 麺文化アカデミーよこはま栄 2 2018/6/2 東京 002
澁谷 利彦 東京都 江戸川区 2 2018/6/2 東京 003
庄子 千賀夫 神奈川県 川崎市宮前区 2 2018/6/2 東京 005
鈴木 邦昭 東京都 小平市 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 2 2018/6/2 東京 006
星野 陽子 東京都 武蔵野市 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 2 2018/6/2 東京 012



安木 英二 神奈川県 横浜市緑区 2 2018/6/2 東京 013
萬 晃一 東京都 文京区 ＴＯＫＹＯ蕎麦塾 2 2018/6/2 東京 014
中村 是政 福井県 南条郡南越前町 2 2018/5/20 越前 001
福田 博 石川県 金沢市 2 2018/5/20 越前 005
松本 仁次 石川県 金沢市 2 2018/5/20 越前 006
小蕎 早苗 石川県 金沢市 2 2018/5/20 越前 008
真藤 久敬 三重県 伊賀市 2 2018/5/20 越前 009
酒元 礼子 石川県 金沢市 2 2018/5/20 越前 010
仲井 榮一 富山県 滑川市 2 2018/5/20 越前 011
山岸 宏 石川県 金沢市 2 2018/5/20 越前 012
増田 英梨子 福井県 福井市 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2018/5/20 越前 013
乘京 美穂 福井県 坂井市 2 2018/5/20 越前 014
井上 昭弘 北海道 札幌市東区 2 2018/4/28 石狩 002
梅津 壽美恵 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 2 2018/4/28 石狩 005
藤原 玲子 北海道 札幌市西区 じぞう庵そば塾 2 2018/4/28 石狩 006
村上 繁 北海道 岩内郡共和町 共和手打ちそば愛好会 2 2018/4/28 石狩 007
笠間 哲男 北海道 札幌市中央区 2 2018/4/28 石狩 009
小田 貴実子 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 2 2018/4/28 石狩 015
植村 英一 北海道 札幌市南区 2 2018/4/28 石狩 016
戸舘 登美男 北海道 岩内郡共和町 共和手打ちそば愛好会 2 2018/4/28 石狩 017
佐々木 博和 北海道 岩内郡岩内町 共和手打ちそば愛好会 2 2018/4/28 石狩 018
武澤 秀人 北海道 伊達市 2 2018/4/28 石狩 019
中里 覚 栃木県 宇都宮市 2 2018/4/15 那須 002
遠藤 晃彦 栃木県 塩谷郡高根沢町 2 2018/4/15 那須 004
佐久間 みち子 福島県 郡山市 郡山そば同好会 2 2018/4/15 那須 005
髙谷 通 茨城県 常総市 2 2018/4/15 那須 008
室越 昇 栃木県 那須郡那須町 2 2018/4/15 那須 012
小山 勝己 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 そば塾　彩蕎庵 2 2018/4/15 那須 015
藤橋 秀弥 福島県 郡山市 2 2018/4/15 那須 019
原 政春 栃木県 大田原市 2 2018/4/15 那須 022
後藤 貴行 北海道 寿都郡黒松内町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2018/4/7 道南 001
渡辺 嘉幸 北海道 伊達市 2 2018/4/7 道南 004
村上 ゆりえ 北海道 亀田郡七飯町 2 2018/4/7 道南 009
工藤 久美子 北海道 久遠郡せたな町 2 2018/4/7 道南 011
土谷 俊司 北海道 久遠郡せたな町 北檜山手打ちそば愛好会 2 2018/4/7 道南 012
岩淵 萌 北海道 雨竜郡北竜町 2 2018/3/4 北竜 001
濱田 敬一 北海道 石狩市 そば食楽部　北竜 2 2018/3/4 北竜 002
早乙女 晃隆 北海道 上川郡剣淵町 2 2018/3/4 北竜 006
丸田 耕作 神奈川県 横浜市青葉区 朋練会 2 2018/3/4 北竜 008
小西 泰子 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 2 2018/3/4 北竜 010
速見 章一 北海道 雨竜郡秩父別町 秩父別そば打ち同好会 2 2018/3/4 北竜 011
下浦 健太 北海道 雨竜郡北竜町 2 2018/3/4 北竜 013
齋藤 仁志 埼玉県 越谷市 2 2018/2/4 神川 001
尾崎 保博 埼玉県 越谷市 2 2018/2/4 神川 002
柳沢 幸義 長野県 小県郡長和町 2 2018/2/4 神川 006
横沢 美恵子 長野県 上田市 2 2018/2/4 神川 010
堀越 博 福島県 郡山市 安積そば同好会 2 2018/1/26 茨城 002
後藤 智 茨城県 土浦市 2 2018/1/26 茨城 003
石塚 貴幸 茨城県 結城市 いばらき蕎麦の会 2 2018/1/26 茨城 005
大久保 雅之 千葉県 松戸市 2 2018/1/26 茨城 007
宇都野 悦子 茨城県 取手市 2 2018/1/26 茨城 009
山形 三郎 茨城県 ひたちなか市 2 2018/1/26 茨城 010
新村 隆司 栃木県 栃木市 2 2018/1/26 茨城 011
竹 信子 茨城県 取手市 2 2018/1/26 茨城 014
西山 照次 茨城県 北茨城市 2 2018/1/26 茨城 017
大曽根 幸江 茨城県 取手市 2 2018/1/26 茨城 018
神原 章子 茨城県 ひたちなか市 2 2018/1/26 茨城 020
笠井 美紀子 茨城県 ひたちなか市 いばらき蕎麦の会 2 2018/1/26 茨城 023
大野 秋夫 埼玉県 深谷市 2 2018/1/14 埼玉 001



腰塚 正夫 埼玉県 鴻巣市 2 2018/1/14 埼玉 002
多橋 弘行 茨城県 古河市 2 2018/1/14 埼玉 003
古川 勝明 埼玉県 所沢市 2 2018/1/14 埼玉 004
瀧澤 虹綺 埼玉県 さいたま市見沼区 2 2018/1/14 埼玉 006
吉岡 恵子 埼玉県 熊谷市 2 2018/1/14 埼玉 007
齋藤 サダ子 埼玉県 上尾市 2 2018/1/14 埼玉 010
井上 和男 埼玉県 さいたま市緑区 2 2018/1/14 埼玉 013
竹村 信男 埼玉県 鴻巣市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2018/1/14 埼玉 014
櫻井 武 埼玉県 入間市 2 2018/1/14 埼玉 016
星野 睦子 群馬県 前橋市 2 2018/1/14 埼玉 018
佐々木 義光 埼玉県 幸手市 2 2018/1/14 埼玉 019
入 尚史 埼玉県 川口市 2 2018/1/14 埼玉 020
飯嶋 良次 埼玉県 大里郡寄居町 2 2018/1/14 埼玉 021
長谷川 真実子 埼玉県 行田市 2 2018/1/14 埼玉 022
久保田 正喜 栃木県 下都賀郡野木町 2 2018/1/14 埼玉 025
長田 信雄 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2018/1/14 埼玉 027
船田 均 栃木県 小山市 2 2018/1/14 埼玉 028
大山 晃未 茨城県 古河市 2 2018/1/14 埼玉 030
椎名 進 栃木県 下都賀郡野木町 2 2018/1/14 埼玉 033
野中 和江 埼玉県 入間市 2 2018/1/14 埼玉 034
松本 みき子 埼玉県 さいたま市見沼区 2 2018/1/14 埼玉 036
塚月 敬二 神奈川県 横浜市栄区 麺文化アカデミーよこはま栄 2 2018/1/14 埼玉 039
川島 耕一 埼玉県 鴻巣市 2 2018/1/14 埼玉 040
中村 洋子 栃木県 下都賀郡野木町 2 2018/1/14 埼玉 042
山本 由美 栃木県 下都賀郡野木町 2 2018/1/14 埼玉 044
青木 春江 茨城県 古河市 2 2018/1/14 埼玉 046
森 千恵子 愛知県 長久手市 2 2017/12/3 根羽 023
吉田 悦造 静岡県 浜松市中区 遠州浜松　そば道場 2 2017/12/3 根羽 026
木曽 茂 長野県 小諸市 信州蕎麦打ち研究会 2 2017/12/3 根羽 027
菊池 利彦 愛知県 長久手市 2 2017/12/3 根羽 029
大槻 秀行 静岡県 浜松市南区 2 2017/12/3 根羽 031
伊藤 有美 静岡県 浜松市天竜区 2 2017/12/3 根羽 035
吉久 昌 静岡県 袋井市 2 2017/12/3 根羽 036
山下 里美 三重県 伊勢市 2 2017/12/3 根羽 038
松本 昌直 静岡県 御前崎市 2 2017/12/3 根羽 039
太田 貴美子 長野県 安曇野市 2 2017/12/3 根羽 040
阿部 文明 宮城県 仙台市青葉区 仙台一番町そば塾 2 2017/12/2 寒河江 001
川井 榮助 山形県 南陽市 2 2017/12/2 寒河江 002
森 武彦 宮城県 仙台市泉区 2 2017/12/2 寒河江 004
佐藤 三千子 山形県 山形市 山形県庁そば研究会 2 2017/12/2 寒河江 005
日下 清光 宮城県 亘理郡山元町 2 2017/12/2 寒河江 007
堀内 美幸 東京都 新宿区 2 2017/12/2 寒河江 008
西田 五郎 三重県 津市 2 2017/11/26 いなべ 001
中根 裕磨 和歌山県 田辺市 2 2017/11/26 いなべ 002
東海 昭二 三重県 四日市市 2 2017/11/26 いなべ 004
安藤 安枝 三重県 鈴鹿市 2 2017/11/26 いなべ 011
神崎 勝 三重県 鈴鹿市 2 2017/11/26 いなべ 016
正岡 幹敏 三重県 鈴鹿市 2 2017/11/26 いなべ 019
柳 誠四郎 三重県 尾鷲市 熊野古道そばネット 2 2017/11/26 いなべ 020
山本 光伺 三重県 四日市市 2 2017/11/26 いなべ 022
佐藤 眞澄 三重県 桑名市 2 2017/11/26 いなべ 023
倉本 文男 広島県 三原市 2 2017/11/26 尾道 002
小田 和幸 大阪府 吹田市 2 2017/11/26 尾道 012
高橋 みさよ 兵庫県 西宮市 2 2017/11/26 尾道 017
脇本 誠一 岡山県 岡山市北区 2 2017/11/26 尾道 019
青山 健彦 愛知県 長久手市 2 2017/11/26 名古屋 001
伊達 拓 岐阜県 岐阜市 蕎麦工房　サガミ 2 2017/11/26 名古屋 006
松井 加代子 長野県 安曇野市 2 2017/11/26 名古屋 007
宮島 博昭 長野県 安曇野市 2 2017/11/26 名古屋 008



禰寢 弘重 兵庫県 加古川市 2 2017/11/25 泉北 001
奥井 隆 大阪府 藤井寺市 ＮＰＯ法人　泉北そば打ち普及の会 2 2017/11/25 泉北 005
羽鎌田 省身 大阪府 河内長野市 2 2017/11/25 泉北 006
佐々木 仲子 大阪府 大阪狭山市 2 2017/11/25 泉北 007
国保 修身 大阪府 枚方市 2 2017/11/25 泉北 009
奥住 公規 兵庫県 高砂市 2 2017/11/25 泉北 010
蔦 尚孝 大阪府 枚方市 2 2017/11/25 泉北 012
久保 貴司 大阪府 河内長野市 七望流そば道場 2 2017/11/25 泉北 015
綱本 琴 大阪府 河内長野市 2 2017/11/25 泉北 016
西口 惇希 兵庫県 西脇市 2 2017/11/25 泉北 018
平野 邦満 大阪府 大東市 2 2017/11/25 泉北 019
小川 武司 大阪府 和泉市 2 2017/11/25 泉北 022
倉田 雅也 兵庫県 神戸市西区 なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部 2 2017/11/25 泉北 023
河内 義博 兵庫県 姫路市 2 2017/11/19 三田 002
田中 登 兵庫県 西宮市 2 2017/11/19 三田 003
安田 智文 兵庫県 多可郡多可町 2 2017/11/19 三田 007
前中尾 絵梨香 大阪府 寝屋川市 2 2017/11/19 三田 009
加護谷 隆己 兵庫県 神戸市西区 2 2017/11/19 三田 010
吉岡 真理子 兵庫県 神崎郡市川町 2 2017/11/19 三田 015
村中 宏一 兵庫県 姫路市 2 2017/11/19 三田 023
大和 功典 大阪府 堺市美原区 植田塾そば打ち倶楽部 2 2017/11/19 三田 026
幸崎 裕 大阪府 高石市 植田塾そば打ち倶楽部 2 2017/11/19 三田 029
中島 典子 兵庫県 西宮市 2 2017/11/19 三田 030
三谷 義孝 大阪府 和泉市 植田塾そば打ち倶楽部 2 2017/11/19 三田 032
吉良 夏葵 大阪府 茨木市 2 2017/11/19 三田 034
小坂 修史 大阪府 泉南郡岬町 植田塾そば打ち倶楽部 2 2017/11/19 三田 035
仲里 美香 大阪府 大阪市西淀川区 2 2017/11/19 三田 036
中野 剛志 奈良県 奈良市 植田塾そば打ち倶楽部 2 2017/11/19 三田 039
大坂 喜義 栃木県 栃木市 2 2017/11/19 日光 001
齋藤 滋 栃木県 日光市 2 2017/11/19 日光 002
片山 博 栃木県 栃木市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2017/11/19 日光 005
平山 正美 栃木県 宇都宮市 2 2017/11/19 日光 006
鈴木 茂 栃木県 宇都宮市 2 2017/11/19 日光 009
有澤 陽市 北海道 苫前郡羽幌町 特別個人会員 2 2017/11/5 東神楽 001
田中 憲二 北海道 旭川市 2 2017/11/5 東神楽 002
窪田 耕治 北海道 中川郡美深町 2 2017/11/5 東神楽 004
五十嵐 政子 北海道 旭川市 2 2017/11/5 東神楽 012
吉田 利明 北海道 旭川市 2 2017/11/5 東神楽 013
大熊 正希 北海道 旭川市 2 2017/11/5 東神楽 014
秋元 美緒 北海道 旭川市 2 2017/11/5 東神楽 015
山本 木乃実 北海道 旭川市 2 2017/11/5 東神楽 016
富樫 雅子 北海道 旭川市 2 2017/11/5 東神楽 017
花生 智紀 青森県 八戸市 2 2017/10/22 階上 001
田中 和枝 青森県 上北郡東北町 2 2017/10/22 階上 004
近藤 守隆 福岡県 北九州市門司区 2 2017/10/15 平尾台 001
船木 陽子 福岡県 築上郡築上町 2 2017/10/15 平尾台 004
宇都宮 生雄 福岡県 豊前市 2 2017/10/15 平尾台 005
中村 興吉 福岡県 福岡市早良区 2 2017/10/15 平尾台 006
岡村 光三郎 福岡県 福岡市博多区 2 2017/10/15 平尾台 007
蘭 義和 福岡県 北九州市小倉北区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2017/10/15 平尾台 010
三浦 瑤子 福岡県 田川郡赤村 2 2017/10/15 平尾台 011
小林 義弘 福岡県 北九州市八幡東区 特別個人会員 2 2017/10/15 平尾台 013
吉成 政幸 北海道 北広島市 北広島手打ちそば愛好会 2 2017/10/14 江別 042
田中 昇 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 2 2017/10/14 江別 045
町屋敷 秀勝 北海道 札幌市東区 札幌蕎道会 2 2017/10/14 江別 046
後藤 敏雄 北海道 札幌市白石区 北の郷　そば工房 2 2017/10/14 江別 047
場谷 常八 北海道 虻田郡留寿都村 2 2017/10/14 江別 048
村上 卓 北海道 札幌市西区 手打ちそばグループ白花 2 2017/10/14 江別 049
越智 貞子 北海道 余市郡余市町 2 2017/10/14 江別 053



石田 栄子 北海道 余市郡余市町 2 2017/10/14 江別 054
髙栁 純子 千葉県 野田市 2 2017/10/9 板橋 001
角田 政平 千葉県 松戸市 2 2017/10/9 板橋 003
中山 攻 埼玉県 春日部市 けやき蕎麦打ち同好会 2 2017/10/9 板橋 004
豊田 俶子 埼玉県 草加市 2 2017/10/9 板橋 005
HTUN AYE MON 神奈川県 横浜市港北区 2 2017/10/9 板橋 006
齊藤 裕大 東京都 北区 2 2017/10/9 板橋 007
横田 賢次 千葉県 野田市 2 2017/10/9 板橋 008
長山 登喜子 東京都 江東区 2 2017/10/9 板橋 009
鈴木 厚子 東京都 江戸川区 2 2017/10/9 板橋 010
大熊 春雄 埼玉県 久喜市 2 2017/10/9 板橋 011
高林 馨 埼玉県 さいたま市緑区 2 2017/10/9 板橋 014
千野根 章 埼玉県 上尾市 上尾手打ちそば研究会 2 2017/10/9 板橋 015
島田 祐実湖 埼玉県 さいたま市南区 2 2017/10/9 板橋 016
工藤 光廣 千葉県 市川市 2 2017/10/9 板橋 017
中森 幸雄 埼玉県 志木市 2 2017/10/9 板橋 018
内藤 哲典 東京都 文京区 日本橋そばの会 2 2017/10/9 板橋 019
舟橋 一 東京都 品川区 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2017/10/9 板橋 020
ｱﾝ　 ﾊｵ ﾄﾝ 大阪府 大阪市東淀川区 2 2017/10/9 板橋 021
西井 一博 神奈川県 横浜市戸塚区 2 2017/10/9 板橋 022
花木 三奈 東京都 世田谷区 2 2017/10/9 板橋 025
新家 興之 神奈川県 大和市 2 2017/10/9 板橋 027
吉野 元晴 千葉県 柏市 特別個人会員 2 2017/10/9 板橋 028
森 光平 千葉県 船橋市 特別個人会員 2 2017/10/9 板橋 029
城定 誠 東京都 江東区 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 2 2017/10/9 板橋 030
山田 良昭 富山県 南砺市 2 2017/9/24 利賀 001
上兼 昭彦 群馬県 高崎市 2 2017/9/23 老神 002
篠原 啓輔 群馬県 太田市 2 2017/9/23 老神 003
阿部 未侑 群馬県 佐波郡玉村町 2 2017/9/23 老神 004
橋本 耕平 群馬県 太田市 2 2017/9/23 老神 007
岩瀬 雄太 福島県 喜多方市 2 2017/9/23 老神 008
倉林 修 群馬県 太田市 2 2017/9/23 老神 009
栁澤 彩花 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2017/9/23 老神 010
小池 宏 群馬県 伊勢崎市 2 2017/9/23 老神 011
岡 健助 群馬県 太田市 太田こだわり蕎麦の会 2 2017/9/23 老神 013
茂木 美加子 群馬県 高崎市 2 2017/9/23 老神 016
富澤 信義 福島県 喜多方市 2 2017/9/23 老神 017
田代 忠 群馬県 太田市 2 2017/9/23 老神 018
稲熊 美幸 群馬県 高崎市 2 2017/9/23 老神 019
栗原 治男 群馬県 伊勢崎市 2 2017/9/23 老神 021
鈴木 忠夫 群馬県 太田市 太田こだわり蕎麦の会 2 2017/9/23 老神 022
吉田 佳央 群馬県 佐波郡玉村町 2 2017/9/23 老神 023
山田 真紀 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2017/9/23 老神 024
萩原 健治 群馬県 前橋市 2 2017/9/23 老神 026
大友 靖彦 群馬県 太田市 2 2017/9/23 老神 027
丸橋 千尋 群馬県 伊勢崎市 群馬奥利根連合そば会 2 2017/9/23 老神 028
中川 裕子 群馬県 太田市 2 2017/9/23 老神 030
須藤 裕樹 福島県 耶麻郡西会津町 2 2017/9/23 老神 031
中山 俊 埼玉県 上尾市 2 2017/9/23 老神 033
村山 修二 神奈川県 川崎市麻生区 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2017/9/23 老神 035
根岸 哲也 群馬県 伊勢崎市 2 2017/9/23 老神 036
笹井 桂三 長野県 長野市 2 2017/9/17 松本 006
兎川 みか子 長野県 松本市 2 2017/9/17 松本 011
藤江 栄一 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 2 2017/9/17 松本 013
村上 晴香 長野県 飯山市 2 2017/9/17 松本 014
山口 まゆみ 長野県 長野市 そばくらぶ信濃二八会 2 2017/9/17 松本 015
山﨑 眞 長野県 長野市 2 2017/9/17 松本 016
山中 裕子 千葉県 市原市 2 2017/9/17 千葉 002
坂下 良廣 千葉県 我孫子市 2 2017/9/17 千葉 004



栗山 英雄 千葉県 成田市 2 2017/9/17 千葉 007
石出 文四郎 千葉県 千葉市稲毛区 2 2017/9/17 千葉 008
高橋 壯治 千葉県 大網白里市 2 2017/9/17 千葉 011
髙橋 忠 千葉県 匝瑳市 匝瑳そばの会 2 2017/9/17 千葉 014
鳥居 さい子 千葉県 夷隅郡大多喜町 千葉県そば推進協議会 2 2017/9/17 千葉 016
速水 昭雄 千葉県 鴨川市 2 2017/9/17 千葉 018
武笠 由直 茨城県 取手市 2 2017/9/17 千葉 019
田中 涼子 千葉県 市原市 2 2017/9/17 千葉 020
水書 才次 千葉県 千葉市花見川区 2 2017/9/17 千葉 025
木島 敬二 千葉県 長生郡長生村 千葉県そば推進協議会 2 2017/9/17 千葉 026
小滝 豊 千葉県 鴨川市 2 2017/9/17 千葉 028
早船 孝 茨城県 龍ケ崎市 2 2017/9/17 千葉 029
木島 幸一 千葉県 長生郡長生村 千葉県そば推進協議会 2 2017/9/17 千葉 035
津村 勉 千葉県 佐倉市 2 2017/9/17 千葉 036
時田 ゆり子 千葉県 千葉市花見川区 千葉県そば推進協議会 2 2017/9/17 千葉 038
熱田 富雄 千葉県 匝瑳市 2 2017/9/17 千葉 040
田中 美知子 千葉県 大網白里市 2 2017/9/17 千葉 041
岡永 亮 茨城県 取手市 2 2017/9/17 千葉 042
太田 眞二 千葉県 匝瑳市 匝瑳そばの会 2 2017/9/17 千葉 043
稲葉 森久 千葉県 千葉市稲毛区 千葉県そば推進協議会 2 2017/9/17 千葉 044
宗像 茂 千葉県 長生郡長生村 2 2017/9/17 千葉 045
髙岡 美加子 千葉県 鴨川市 2 2017/9/17 千葉 047
相浦 茂男 千葉県 八街市 千葉県そば推進協議会 2 2017/9/17 千葉 048
相楽 一夫 福島県 郡山市 2 2017/7/22 山都 001
渡辺 直義 福島県 本宮市 大島そば同好会 2 2017/7/22 山都 003
増子 二二男 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2017/7/22 山都 004
氏田 義隆 福島県 耶麻郡猪苗代町 2 2017/7/22 山都 006
岩崎 京子 福島県 郡山市 2 2017/7/22 山都 007
馬場 光政 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2017/7/22 山都 009
黒澤 実 福島県 いわき市 いわきそば塾 2 2017/7/22 山都 011
永田 康昭 北海道 室蘭市 2 2017/7/9 苫小牧 002
西村 富二夫 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 2 2017/7/9 苫小牧 005
平泉 卓也 北海道 登別市 2 2017/7/9 苫小牧 006
上嶋 昇二 北海道 北広島市 大曲手打ちそばの会 2 2017/7/9 苫小牧 010
小濱 弘明 北海道 室蘭市 2 2017/7/9 苫小牧 016
米谷 明美 北海道 浦河郡浦河町 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2017/7/9 苫小牧 018
青山 如志 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2017/7/8 幌加内 001
遠藤 紗耶 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2017/7/8 幌加内 005
西條 夏菜 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2017/7/8 幌加内 008
住田 彩雪 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2017/7/8 幌加内 010
宮田 悠慎 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2017/7/8 幌加内 012
菅原 和葉 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2017/7/8 幌加内 014
横井 三朗 福井県 越前市 2 2017/7/2 美山 001
岡嵜 浩 福井県 坂井市 2 2017/7/2 美山 002
甘蔗 勝宏 福井県 福井市 2 2017/7/2 美山 003
清水 正博 福井県 三方上中郡若狭町 2 2017/7/2 美山 004
茨山 富美恵 福井県 坂井市 2 2017/7/2 美山 005
中村 清恵 福井県 勝山市 特別個人会員 2 2017/7/2 美山 006
平嶋 好彰 福井県 福井市 2 2017/7/2 美山 007
西 正光 福井県 福井市 2 2017/7/2 美山 009
棚橋 礼美子 北海道 野付郡別海町 2 2017/6/25 中標津 001
小屋 真美 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそばささ藪学校 2 2017/6/25 中標津 002
河本 雅子 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそばささ藪学校 2 2017/6/25 中標津 003
田中 春美 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2017/6/25 中標津 004
島森 多美 北海道 釧路郡釧路町 釧路そば打ち同好会 2 2017/6/25 中標津 005
加藤 葉子 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 2 2017/6/25 中標津 006
鈴木 將弘 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそば同好会 2 2017/6/25 中標津 007
中塚 利勝 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそば同好会 2 2017/6/25 中標津 008
鈴木 佑弥 北海道 帯広市 2 2017/6/25 中標津 009



鈴木 祥之 北海道 網走郡美幌町 2 2017/6/25 中標津 010
辻村 伸 北海道 網走郡美幌町 2 2017/6/25 中標津 011
岩崎 靖 北海道 標津郡標津町 特別個人会員 2 2017/6/25 中標津 012
神山 安一 北海道 札幌市清田区 2 2017/6/18 奈井江 003
大嶋 正子 北海道 天塩郡遠別町 2 2017/6/18 奈井江 004
千葉 喜則 北海道 河東郡音更町 2 2017/6/11 十勝 001
森上 正旨 北海道 河東郡音更町 2 2017/6/11 十勝 004
合田 禎 北海道 札幌市中央区 釧路そば打ち同好会 2 2017/6/11 十勝 010
西川 仁 北海道 上川郡新得町 2 2017/6/11 十勝 011
和田 一郎 北海道 中川郡池田町 2 2017/6/11 十勝 013
富田 英明 北海道 中川郡池田町 2 2017/6/11 十勝 015
桧野 由香里 北海道 帯広市 2 2017/6/11 十勝 016
山川 覚 北海道 北見市 2 2017/6/11 十勝 017
澤山 憲晴 北海道 帯広市 2 2017/6/11 十勝 018
前 外志博 石川県 金沢市 石川蕎麦愛好会 2 2017/6/4 越前 004
齊藤 充 福井県 大野市 2 2017/6/4 越前 007
山本 英樹 福井県 勝山市 2 2017/6/4 越前 010
星 正文 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2017/6/4 千蕎 002
糸永 尚史 千葉県 千葉市花見川区 2 2017/6/4 千蕎 007
渡邊 浩一 静岡県 富士市 2 2017/6/4 千蕎 008
芝間 芳明 茨城県 水戸市 2 2017/6/4 千蕎 010
佐々木 邦之 千葉県 八千代市 さくら蕎麦の会 2 2017/6/4 千蕎 011
根岸 豊 千葉県 野田市 2 2017/6/4 千蕎 012
一ノ瀬 辰夫 埼玉県 八潮市 2 2017/6/4 千蕎 014
南木 正史 栃木県 宇都宮市 2 2017/6/4 千蕎 016
小野寺 圭一 宮城県 登米市 2 2017/6/3 仙台 001
菊地 智一 茨城県 筑西市 2 2017/6/3 仙台 002
須藤 武彦 福島県 福島市 ふくしまﾏｽﾀｰｽﾞ 11期生そば打ち愛好会 2 2017/6/3 仙台 004
那知上 圭一 宮城県 仙台市太白区 宮城手打ちそば研究会 2 2017/6/3 仙台 006
鴇田 貞恵子 宮城県 伊具郡丸森町 2 2017/6/3 仙台 009
櫛引 昭三 福島県 福島市 ふくしまﾏｽﾀｰｽﾞ 11期生そば打ち愛好会 2 2017/6/3 仙台 010
八巻 周子 宮城県 岩沼市 2 2017/6/3 仙台 013
金山澤 杏朱 宮城県 宮城郡利府町 2 2017/6/3 仙台 014
太細 義和 宮城県 仙台市宮城野区 2 2017/6/3 仙台 015
菅原 美幸 宮城県 名取市 2 2017/6/3 仙台 016
門馬 宏佳 宮城県 仙台市太白区 2 2017/6/3 仙台 017
岩佐 はるみ 千葉県 船橋市 2 2017/6/3 東京 001
小林 輝道 神奈川県 伊勢原市 伊勢原蕎麦打ち倶楽部 2 2017/6/3 東京 005
野澤 眞二 神奈川県 横浜市緑区 2 2017/6/3 東京 006
齋藤 秀子 千葉県 船橋市 2 2017/6/3 東京 010
柴山 敏子 茨城県 土浦市 2 2017/6/3 東京 011
平舘 正敏 千葉県 船橋市 2 2017/6/3 東京 013
鷲塚 章一 神奈川県 横浜市緑区 2 2017/6/3 東京 015
坂東 義隆 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 2 2017/4/29 石狩 006
山内 勝利 北海道 恵庭市 2 2017/4/29 石狩 007
野崎 明廣 北海道 余市郡仁木町 2 2017/4/29 石狩 011
加藤 廣孫 新潟県 柏崎市 特別個人会員 2 2017/4/23 那須 001
小出 正夫 新潟県 新潟市秋葉区 2 2017/4/23 那須 002
斉藤 敏夫 福島県 西白河郡泉崎村 結乃會 2 2017/4/23 那須 003
海賀 康弘 栃木県 宇都宮市 特別個人会員 2 2017/4/23 那須 004
芳賀 正義 福島県 南会津郡南会津町 2 2017/4/23 那須 007
新井 愛子 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 そば塾　彩蕎庵 2 2017/4/23 那須 009
布施 淑久 栃木県 那須塩原市 2 2017/4/23 那須 013
関根 洋己 福島県 西白河郡西郷村 2 2017/4/23 那須 014
大竹 京子 福島県 南会津郡南会津町 2 2017/4/23 那須 018
池邨 清美 東京都 日野市 2 2017/4/23 那須 020
小森 一三 栃木県 芳賀郡益子町 2 2017/4/23 那須 021
村下 信子 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2017/4/8 道南 008
赤松 信路 北海道 札幌市清田区 2 2017/4/8 道南 012



中西 節生 北海道 北斗市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2017/4/8 道南 015
高瀬 宏一 北海道 北斗市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2017/4/8 道南 016
岡田 浩一 北海道 函館市 2 2017/4/8 道南 018
村上 竜司 山口県 山口市 山口そば遊人会 2 2017/3/12 北九州 001
森下 孝憲 広島県 庄原市 2 2017/3/12 北九州 003
出口 哲章 福岡県 北九州市小倉北区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2017/3/12 北九州 007
江口 敏廣 北海道 上川郡剣淵町 2 2017/2/26 北竜 002
橋本 貴延 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2017/2/26 北竜 003
佐野 貴人 北海道 旭川市 そば道場旭川 2 2017/2/26 北竜 006
棚橋 博一 北海道 江別市 2 2017/2/26 北竜 007
澤井 美喜子 北海道 留萌市 2 2017/2/26 北竜 008
河合 泰志 北海道 旭川市 2 2017/2/26 北竜 011
保格 秀規 北海道 札幌市東区 2 2017/2/26 北竜 012
川村 佑介 北海道 赤平市 2 2017/2/26 北竜 016
大内 須美子 北海道 留萌市 2 2017/2/26 北竜 017
井汲 隆一 埼玉県 春日部市 洋子蕎麦打ち倶楽部 2 2017/2/12 神川 001
小島 洋子 埼玉県 春日部市 洋子蕎麦打ち倶楽部 2 2017/2/12 神川 003
梶原 弘行 長野県 上田市 2 2017/2/12 神川 007
塚田 重治 埼玉県 越谷市 しらこばと蕎麦打ち会 2 2017/2/12 神川 009
齋藤 胡依 群馬県 太田市 2 2017/2/12 神川 010
会沢 公浩 茨城県 ひたちなか市 2 2017/1/27 茨城 001
茅根 順 茨城県 常陸太田市 2 2017/1/27 茨城 003
難波 隆 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 2 2017/1/27 茨城 004
川﨑 レイ子 茨城県 龍ケ崎市 2 2017/1/27 茨城 011
古田 良三 東京都 江戸川区 2 2017/1/15 埼玉 001
米田 薫 埼玉県 久喜市 彩蕎一門会 2 2017/1/15 埼玉 003
林 貴夫 千葉県 市川市 2 2017/1/15 埼玉 009
原山 和芳 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2017/1/15 埼玉 015
早川 千尋 埼玉県 春日部市 2 2017/1/15 埼玉 017
長谷川 光男 神奈川県 大和市 2 2017/1/15 埼玉 018
川口 彰久 埼玉県 狭山市 2 2017/1/15 埼玉 022
中村 ゆかり 埼玉県 さいたま市中央区 2 2017/1/15 埼玉 023
澤登 久芳 埼玉県 吉川市 2 2017/1/15 埼玉 024
青木 茂 埼玉県 さいたま市岩槻区 2 2017/1/15 埼玉 028
土屋 信行 東京都 品川区 2 2017/1/15 埼玉 029
亀形 弘 埼玉県 川越市 2 2017/1/15 埼玉 033
遊澤 沙会子 埼玉県 さいたま市西区 2 2017/1/15 埼玉 034
中島 文衛 埼玉県 行田市 2 2017/1/15 埼玉 035
島 博 茨城県 土浦市 2 2017/1/15 埼玉 040
中上 直 神奈川県 横浜市緑区 2 2017/1/15 埼玉 041
堀 輝宣 埼玉県 上尾市 2 2017/1/15 埼玉 043
野呂 千尋 埼玉県 入間市 2 2017/1/15 埼玉 045
秋庭 洋一 茨城県 古河市 2 2017/1/15 埼玉 046
大島 和夫 千葉県 我孫子市 2 2017/1/15 埼玉 048
佐藤 貴美恵 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2016/12/4 いわき 001
髙木 勇 福島県 西白河郡西郷村 2 2016/12/4 いわき 006
吉田 昇 福島県 郡山市 安積そば同好会 2 2016/12/4 いわき 008
後藤 ツネ子 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 2 2016/12/4 いわき 010
大堀 幸治 宮城県 亘理郡亘理町 2 2016/12/4 いわき 012
会田 佳代子 福島県 石川郡浅川町 2 2016/12/4 いわき 013
笠原 国夫 福島県 田村市 2 2016/12/4 いわき 014
近藤 洋子 福島県 西白河郡西郷村 結乃會 2 2016/12/4 いわき 016
星 幸子 福島県 西白河郡泉崎村 結乃會 2 2016/12/4 いわき 019
髙塚 隆之 静岡県 浜松市東区 2 2016/12/4 根羽 003
櫻井 かおる 静岡県 島田市 遠州浜松　そば道場 2 2016/12/4 根羽 006
桐田 雅行 三重県 松阪市 2 2016/12/4 根羽 007
小向 徹 青森県 三沢市 2 2016/12/3 寒河江 001
渡辺 利男 福島県 田村郡三春町 2 2016/12/3 寒河江 002
植木 正博 山形県 米沢市 ふるさと寒河江そば工房 2 2016/12/3 寒河江 003



橋本 美佐子 山形県 西置賜郡白鷹町 ふるさと寒河江そば工房 2 2016/12/3 寒河江 005
小椋 靖子 福島県 郡山市 2 2016/12/3 寒河江 007
石澤 治雄 山形県 天童市 山形県庁そば研究会 2 2016/12/3 寒河江 009
山口 憲一 山形県 米沢市 ふるさと寒河江そば工房 2 2016/12/3 寒河江 010
安孫子 正敏 山形県 寒河江市 山形県庁そば研究会 2 2016/12/3 寒河江 011
堀 優 福島県 郡山市 2 2016/12/3 寒河江 012
鈴木 幸広 山形県 東村山郡山辺町 2 2016/12/3 寒河江 013
小野寺 忠一 岩手県 二戸郡一戸町 2 2016/12/3 寒河江 014
遠藤 城広 山形県 山形市 山形県庁そば研究会 2 2016/12/3 寒河江 016
藤井 清水 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2016/11/27 尾道 002
大谷 佳澄 兵庫県 姫路市 2 2016/11/27 尾道 005
小出 夏実 兵庫県 川西市 2 2016/11/27 尾道 006
岡野 佳奈 兵庫県 尼崎市 2 2016/11/27 尾道 007
西原 海斗 兵庫県 神戸市北区 2 2016/11/27 尾道 008
西山 大斗 兵庫県 尼崎市 2 2016/11/27 尾道 009
今明 勝巳 広島県 呉市 2 2016/11/27 尾道 010
池田 博信 広島県 福山市 2 2016/11/27 尾道 015
清水 高 広島県 東広島市 2 2016/11/27 尾道 017
西郷 裕一 岡山県 高梁市 2 2016/11/27 尾道 018
貝畑 節雄 岡山県 浅口市 2 2016/11/27 尾道 022
安田 実二 岡山県 浅口市 2 2016/11/27 尾道 025
酒井 星奈 兵庫県 加古郡稲美町 2 2016/11/27 尾道 029
小沢 信夫 岐阜県 可児市 2 2016/11/27 名古屋 001
小川 ゆかり 愛知県 名古屋市千種区 2 2016/11/27 名古屋 002
加藤 修 岐阜県 可児市 2 2016/11/27 名古屋 003
柴田 一雄 愛知県 名古屋市西区 2 2016/11/27 名古屋 005
林 直典 長野県 岡谷市 2 2016/11/27 名古屋 007
東 良枝 三重県 四日市市 2 2016/11/26 いなべ 033
関口 昌久 三重県 松阪市 2 2016/11/26 いなべ 034
杉本 真由美 三重県 鈴鹿市 2 2016/11/26 いなべ 035
舘 ひさ子 三重県 鈴鹿市 2 2016/11/26 いなべ 038
舘 令子 三重県 鈴鹿市 2 2016/11/26 いなべ 043
荒井 恵子 兵庫県 宝塚市 2 2016/11/20 三田 002
木村 秀信 兵庫県 加西市 ゆかいな麺々 2 2016/11/20 三田 003
國政 政修 兵庫県 西宮市 2 2016/11/20 三田 014
西涌 正秀 兵庫県 姫路市 2 2016/11/20 三田 016
中川 京子 大阪府 茨木市 2 2016/11/20 三田 018
富田 豊美 兵庫県 神崎郡市川町 はりまの国麺道倶楽部 2 2016/11/20 三田 019
石川 輝夫 三重県 松阪市 2 2016/11/20 三田 024
東野 晃三 大阪府 茨木市 2 2016/11/20 三田 029
金田 萬造 栃木県 芳賀郡茂木町 2 2016/11/20 日光 004
岡本 雅夫 神奈川県 横浜市神奈川区 会津田島御蔵入そばの会 2 2016/11/20 日光 007
鈴木 信哉 栃木県 宇都宮市 2 2016/11/20 日光 011
吉沢 均 栃木県 宇都宮市 2 2016/11/20 日光 013
小橋 通子 大阪府 堺市堺区 2 2016/11/19 泉北 002
寺澤 香穂 大阪府 池田市 2 2016/11/19 泉北 003
北田 敏雄 大阪府 大東市 2 2016/11/19 泉北 004
津布久 照慶 大阪府 堺市西区 2 2016/11/19 泉北 005
牧野 貢 大阪府 東大阪市 2 2016/11/19 泉北 006
塚本 善一 大阪府 藤井寺市 2 2016/11/19 泉北 009
伊藤 大喜 大阪府 池田市 2 2016/11/19 泉北 010
西尾 夢乃 兵庫県 川西市 2 2016/11/19 泉北 011
岡部 七海 大阪府 豊中市 2 2016/11/19 泉北 012
古村 信子 北海道 上川郡美瑛町 2 2016/11/6 東神楽 001
関 史子 北海道 旭川市 2 2016/11/6 東神楽 002
大滝 英子 北海道 旭川市 2 2016/11/6 東神楽 003
藤部 均 北海道 旭川市 東神楽町聖台手打ちそば研究会 2 2016/11/6 東神楽 004
高田 正人 北海道 旭川市 2 2016/11/6 東神楽 005
大島 克之 北海道 旭川市 2 2016/11/6 東神楽 006



渡会 寿男 北海道 雨竜郡妹背牛町 2 2016/11/6 東神楽 007
松家 シヅヱ 北海道 上川郡美瑛町 2 2016/11/6 東神楽 009
栗本 正美 北海道 旭川市 2 2016/11/6 東神楽 010
稲場 妙子 北海道 旭川市 2 2016/11/6 東神楽 012
桂川 みどり 北海道 旭川市 2 2016/11/6 東神楽 014
斉藤 邦美 北海道 雨竜郡妹背牛町 2 2016/11/6 東神楽 015
成瀬 乙之 北海道 紋別郡雄武町 2 2016/11/6 東神楽 017
益田 敏幸 北海道 札幌市東区 2 2016/10/15 江別 004
阿部 隆 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 2 2016/10/15 江別 007
村岡 博之 神奈川県 横浜市泉区 2 2016/10/2 板橋 001
小金井 隆一 神奈川県 川崎市中原区 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2016/10/2 板橋 003
常川 謙二 東京都 北区 2 2016/10/2 板橋 005
津覇 護 東京都 練馬区 2 2016/10/2 板橋 009
竹田 清 群馬県 邑楽郡大泉町 2 2016/10/2 板橋 010
鈴木 郷子 東京都 江戸川区 2 2016/10/2 板橋 013
吉川 一夫 神奈川県 横浜市栄区 2 2016/10/2 板橋 014
鈴木 克己 神奈川県 横浜市港北区 そばの花日吉 2 2016/10/2 板橋 016
山村 嘉津彦 東京都 板橋区 2 2016/10/2 板橋 017
大野 伸男 神奈川県 横浜市磯子区 横浜南そば倶楽部 2 2016/10/2 板橋 019
山﨑 英昭 神奈川県 藤沢市 横浜南そば倶楽部 2 2016/10/2 板橋 020
中島 淳 東京都 江東区 2 2016/10/2 板橋 021
中村 栄二 東京都 江戸川区 2 2016/10/2 板橋 022
吉堀 喜市 富山県 高岡市 富山そば研究会 2 2016/9/25 利賀 001
足立 典雄 富山県 富山市 2 2016/9/25 利賀 002
山本 節子 富山県 氷見市 特別個人会員 2 2016/9/25 利賀 009
田中 武 富山県 下新川郡入善町 2 2016/9/25 利賀 011
井上 耕一 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 002
峰岸 凪沙 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 005
安原 明穂 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 007
中妻 織恵 東京都 台東区 2 2016/9/24 老神 010
金子 い志 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 011
摩庭 明夫 群馬県 伊勢崎市 2 2016/9/24 老神 013
茂野 沙耶 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 014
生方 翔也 群馬県 渋川市 2 2016/9/24 老神 016
田島 彰 群馬県 伊勢崎市 2 2016/9/24 老神 018
古野 なおこ 東京都 世田谷区 2 2016/9/24 老神 019
髙橋 照枝 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 020
吉田 拓馬 群馬県 安中市 2 2016/9/24 老神 021
小川 禮子 群馬県 高崎市 2 2016/9/24 老神 022
都丸 智花 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 023
砂山 慧斗 群馬県 利根郡川場村 2 2016/9/24 老神 025
松井 正次郎 群馬県 利根郡川場村 2 2016/9/24 老神 028
穴津子 賢人 群馬県 安中市 2 2016/9/24 老神 029
栗原 龍雄 群馬県 太田市 2 2016/9/24 老神 030
増田 莉子 群馬県 沼田市 2 2016/9/24 老神 031
小井川 強 埼玉県 桶川市 2 2016/9/24 老神 032
高橋 翔大 群馬県 利根郡昭和村 2 2016/9/24 老神 033
諸貫 幾代 埼玉県 熊谷市 2 2016/9/24 老神 034
内山 康紀 長野県 上伊那郡南箕輪村 2 2016/9/18 松本 002
丸山 繁輝 長野県 茅野市 2 2016/9/18 松本 008
森川 秀雄 長野県 須坂市 2 2016/9/18 松本 009
竹内 清弘 千葉県 八千代市 2 2016/9/18 千葉 001
福島 治元 千葉県 成田市 2 2016/9/18 千葉 002
青木 髙臣 千葉県 市川市 2 2016/9/18 千葉 003
丸山 茂 千葉県 千葉市美浜区 2 2016/9/18 千葉 004
鶴岡 静治 千葉県 木更津市 千葉県そば推進協議会 2 2016/9/18 千葉 005
藤曲 純子 千葉県 成田市 2 2016/9/18 千葉 006
折倉 リイ子 千葉県 鴨川市 2 2016/9/18 千葉 007
真山 誠 神奈川県 横浜市栄区 2 2016/9/18 千葉 009



香取 隆雄 千葉県 香取市 2 2016/9/18 千葉 011
小倉 斌 千葉県 鴨川市 2 2016/9/18 千葉 012
松村 健史 千葉県 茂原市 2 2016/9/18 千葉 015
栗山 克明 千葉県 四街道市 2 2016/9/18 千葉 016
諸井 三吉 神奈川県 横浜市港北区 2 2016/9/18 千葉 019
髙浪 翼雄 千葉県 鴨川市 2 2016/9/18 千葉 021
舟根 進 茨城県 取手市 2 2016/9/18 千葉 026
片野 和子 千葉県 香取市 2 2016/9/18 千葉 027
松尾 毅 千葉県 鴨川市 2 2016/9/18 千葉 028
山岸 幸吉 千葉県 市原市 2 2016/9/18 千葉 031
小川 純 千葉県 山武市 千葉県そば推進協議会 2 2016/9/18 千葉 032
武田 照世 千葉県 柏市 千葉県そば推進協議会 2 2016/9/18 千葉 034
西野 勝則 北海道 苫小牧市 2 2016/7/17 苫小牧 001
倉澤 町子 北海道 苫小牧市 2 2016/7/17 苫小牧 003
笹岡 新二 北海道 札幌市東区 2 2016/7/17 苫小牧 008
森田 竜多 北海道 札幌市西区 2 2016/7/17 苫小牧 012
山田 光代 北海道 小樽市 小樽手打ちそば群来の会 2 2016/7/17 苫小牧 013
岩谷 拓真 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 003
鈴木 愛莉 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 006
田端 良有 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 008
中山 湧也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 010
福田 斗和 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 011
藤野 詞響 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 012
横宗 守佳 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 013
菅原 卓也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/7/7 幌加内 014
八尾 英樹 福井県 福井市 2 2016/7/3 美山 002
長谷川 佐弥子 福井県 福井市 2 2016/7/3 美山 005
郷 博子 福井県 福井市 2 2016/7/3 美山 006
大崎 由喜子 北海道 網走郡大空町 2 2016/6/26 中標津 001
高間 仙吉 北海道 網走郡美幌町 中標津手打ちそばささ藪学校 2 2016/6/26 中標津 003
覺田 尚人 北海道 函館市 2 2016/6/26 中標津 004
宇根 良衛 北海道 標津郡中標津町 2 2016/6/26 中標津 005
渕岡 公一 北海道 標津郡中標津町 2 2016/6/26 中標津 006
木下 一雄 北海道 釧路郡釧路町 2 2016/6/26 中標津 008
山田 勝彦 北海道 上川郡清水町 2 2016/6/19 十勝 002
本間 茂 北海道 帯広市 2 2016/6/19 十勝 004
坪内 秀昭 北海道 帯広市 2 2016/6/19 十勝 006
野村 和也 北海道 中川郡幕別町 2 2016/6/19 十勝 008
近納 裕司 北海道 足寄郡足寄町 2 2016/6/19 十勝 009
先崎 哲次 北海道 千歳市 2 2016/6/11 奈井江 002
東 倫宏 北海道 余市郡余市町 2 2016/6/11 奈井江 003
池上 正則 北海道 札幌市中央区 2 2016/6/11 奈井江 004
金田 路子 北海道 帯広市 2 2016/6/11 奈井江 006
井上 淑江 埼玉県 さいたま市見沼区 2 2016/6/4 東京 002
岩田 豊 神奈川県 横浜市戸塚区 2 2016/6/4 東京 003
駄竹 敏男 神奈川県 横浜市緑区 2 2016/6/4 東京 005
渡辺 俊明 埼玉県 新座市 2 2016/6/4 東京 010
久野 哲生 千葉県 千葉市若葉区 2 2016/6/4 東京 013
髙橋 雅男 東京都 町田市 2 2016/6/4 東京 015
岩井 朱美 福井県 福井市 2 2016/5/29 越前 001
小林 進 福井県 福井市 そば工房　赤松塾 2 2016/5/29 越前 004
吉川 勇蔵 福井県 坂井市 2 2016/5/29 越前 006
宇野 耕司 福井県 坂井市 2 2016/5/29 越前 007
金牧 廣 福井県 福井市 2 2016/5/29 越前 008
石栗 義男 滋賀県 犬上郡多賀町 2 2016/5/29 越前 009
荒木 博美 千葉県 八千代市 2 2016/5/29 千蕎 003
渡部 吉実 千葉県 八街市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2016/5/29 千蕎 004
安川 光生 千葉県 山武市 2 2016/5/29 千蕎 005
大内 正道 千葉県 我孫子市 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2016/5/29 千蕎 006



橋本 ひろみ 千葉県 柏市 千葉県そば推進協議会 2 2016/5/29 千蕎 007
横田 文雄 千葉県 山武市 2 2016/5/29 千蕎 009
齋藤 明 千葉県 佐倉市 2 2016/5/29 千蕎 011
永井 繁雄 千葉県 銚子市 2 2016/5/29 千蕎 015
田村 昭夫 千葉県 柏市 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2016/5/29 千蕎 016
鈴木 章哲 千葉県 白井市 2 2016/5/29 千蕎 018
松崎 美代子 千葉県 八街市 2 2016/5/29 千蕎 019
大徳 昌司 千葉県 成田市 2 2016/5/29 千蕎 020
山本 武志 千葉県 我孫子市 2 2016/5/29 千蕎 021
方波見 明宏 北海道 札幌市手稲区 分いしかり　札幌星置そば道場 2 2016/4/29 石狩 003
松本 義美 北海道 留萌市 2 2016/4/29 石狩 005
永草 好典 北海道 夕張郡長沼町 2 2016/4/29 石狩 006
野村 博美 北海道 小樽市 2 2016/4/29 石狩 007
山田 雅典 北海道 江別市 2 2016/4/29 石狩 009
本多 正人 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 2 2016/4/29 石狩 010
山岡 良重 北海道 札幌市北区 2 2016/4/29 石狩 012
佐藤 哲夫 北海道 札幌市手稲区 2 2016/4/29 石狩 013
前鼻 幸忠 北海道 札幌市西区 2 2016/4/29 石狩 016
早川 勝夫 宮城県 名取市 札幌新川そばの会 2 2016/4/29 石狩 017
東 義勝 北海道 小樽市 2 2016/4/29 石狩 019
伊藤 貞雄 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 2 2016/4/29 石狩 022
小沼 信男 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2016/4/10 那須 001
中島 節子 埼玉県 志木市 2 2016/4/10 那須 002
矢野 浩 栃木県 那須郡那須町 2 2016/4/10 那須 003
植松 琢夫 福島県 田村市 2 2016/4/10 那須 004
菅又 力 栃木県 芳賀郡益子町 2 2016/4/10 那須 005
杉本 秀雄 栃木県 那須塩原市 2 2016/4/10 那須 006
高宮 勇雄 茨城県 笠間市 2 2016/4/10 那須 007
大塚 信和 栃木県 河内郡上三川町 2 2016/4/10 那須 014
飯田 又男 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2016/4/10 那須 015
川上 英子 栃木県 那須郡那珂川町 2 2016/4/10 那須 016
高橋 大作 栃木県 芳賀郡益子町 2 2016/4/10 那須 017
篠原 誠一 栃木県 日光市 2 2016/4/10 那須 018
河崎 としい 福島県 郡山市 2 2016/3/19 山都 001
神宮 達也 栃木県 大田原市 2 2016/3/19 山都 004
籏野 清 福島県 郡山市 2 2016/3/19 山都 005
伊藤 健 福島県 喜多方市 2 2016/3/19 山都 007
磯部 和孝 福島県 喜多方市 2 2016/3/19 山都 011
高畠 ななこ 福島県 喜多方市 2 2016/3/19 山都 013
齊藤 俊一 福島県 郡山市 2 2016/3/19 山都 014
河崎 侯二 福島県 郡山市 2 2016/3/19 山都 015
渡邉 新助 福島県 郡山市 2 2016/3/19 山都 016
影山 直美 福島県 郡山市 2 2016/3/19 山都 018
新開 洋一 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2016/3/19 山都 019
羽根田 貴壽 栃木県 那須塩原市 2 2016/3/19 山都 020
遊佐 謙司 埼玉県 越谷市 2 2016/3/19 山都 021
讃岐 駿 福島県 喜多方市 2 2016/3/19 山都 022
木﨑 利江子 東京都 港区 2 2016/3/19 山都 023
坂井 宗徳 北海道 虻田郡留寿都村 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2016/3/12 道南 001
大屋 聡 北海道 函館市 2 2016/3/12 道南 003
互野 芳江 北海道 沙流郡平取町 2 2016/3/12 道南 004
西村 信雄 北海道 亀田郡七飯町 2 2016/3/12 道南 005
長山 顕 北海道 亀田郡七飯町 2 2016/3/12 道南 006
黒川 美代子 北海道 沙流郡平取町 びらとり蕎楽同好会 2 2016/3/12 道南 012
辻 義則 北海道 亀田郡七飯町 2 2016/3/12 道南 014
三浦 輝夫 北海道 雨竜郡秩父別町 2 2016/2/28 北竜 002
青山 鈴菜 北海道 旭川市 2 2016/2/28 北竜 005
橋本 京佳 北海道 旭川市 2 2016/2/28 北竜 006
別部 龍星 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2016/2/28 北竜 007



高橋 正光 福島県 伊達郡川俣町 福島手打ちそばの会 2 2016/2/7 神川 001
森 勇夫 新潟県 柏崎市 2 2016/2/7 神川 002
田中 登 埼玉県 越谷市 2 2016/2/7 神川 006
桜井 久美子 長野県 上田市 2 2016/2/7 神川 009
大内 孝夫 東京都 葛飾区 2 2016/1/29 茨城 003
松田 尚 東京都 品川区 2 2016/1/29 茨城 008
浅井 透 東京都 葛飾区 2 2016/1/29 茨城 009
武田 和子 茨城県 高萩市 2 2016/1/29 茨城 010
稲田 聡 茨城県 ひたちなか市 2 2016/1/29 茨城 011
金澤 裕子 茨城県 高萩市 2 2016/1/29 茨城 012
安藤 隆 埼玉県 所沢市 2 2016/1/17 埼玉 001
齋藤 定夫 埼玉県 秩父市 2 2016/1/17 埼玉 002
石田 欣央 埼玉県 草加市 2 2016/1/17 埼玉 004
新井 裕次 埼玉県 熊谷市 2 2016/1/17 埼玉 005
鶴田 淳子 埼玉県 狭山市 2 2016/1/17 埼玉 007
倉田 三男 埼玉県 上尾市 2 2016/1/17 埼玉 010
石塚 信行 埼玉県 川口市 2 2016/1/17 埼玉 011
福岡 國夫 埼玉県 さいたま市西区 2 2016/1/17 埼玉 012
櫻井 恵美子 埼玉県 入間市 2 2016/1/17 埼玉 014
永井 武弘 埼玉県 上尾市 2 2016/1/17 埼玉 015
清水 良順 埼玉県 春日部市 2 2016/1/17 埼玉 017
八城 茂 茨城県 古河市 2 2016/1/17 埼玉 018
福嶋 美代子 栃木県 日光市 2 2016/1/17 埼玉 022
秋山 陽子 神奈川県 横浜市都筑区 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2016/1/17 埼玉 025
垣堺 和雄 埼玉県 秩父市 2 2016/1/17 埼玉 029
塩谷 篤 神奈川県 横浜市港南区 麺文化アカデミーよこはま栄 2 2016/1/17 埼玉 032
岡村 悦宏 群馬県 伊勢崎市 2 2016/1/17 埼玉 033
島田 俊男 千葉県 野田市 2 2016/1/17 埼玉 036
大島 芳造 埼玉県 鴻巣市 2 2016/1/17 埼玉 037
丸山 秀次 埼玉県 鴻巣市 2 2016/1/17 埼玉 041
大場 隆 千葉県 松戸市 2 2016/1/17 埼玉 043
渡邉 常秀 福島県 双葉郡川内村 特別個人会員 2 2015/12/13 いわき 001
小畑 仁 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 003
石澤 政良 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 004
長谷川 準一 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 005
大川 キヨ 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 007
大川 政一 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 008
中丸 一郎 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2015/12/13 いわき 009
根本 勲 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 010
吉田 安男 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 011
江尻 美智子 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 012
横田 武雄 福島県 いわき市 2 2015/12/13 いわき 015
山根 正博 宮城県 仙台市太白区 2 2015/12/13 いわき 018
髙橋 タカエ 広島県 福山市 2 2015/12/13 尾道 001
森本 茂樹 岡山県 浅口市 2 2015/12/13 尾道 003
山田 健造 岡山県 浅口市 2 2015/12/13 尾道 004
高橋 克幸 山口県 周南市 2 2015/12/13 尾道 006
西村 行史 山口県 下松市 2 2015/12/13 尾道 007
中島 海斗 岡山県 真庭市 2 2015/12/13 尾道 009
田原 栄 岡山県 岡山市北区 2 2015/12/13 尾道 011
反中 貞吉 岐阜県 高山市 2 2015/12/6 根羽 001
杉森 信子 静岡県 浜松市天竜区 2 2015/12/6 根羽 003
薗 三之 静岡県 島田市 2 2015/12/6 根羽 004
齋藤 寿昭 静岡県 浜松市中区 2 2015/12/6 根羽 006
佐南 武 三重県 津市 いいだ二八会 2 2015/12/6 根羽 008
藤井 昭雄 静岡県 藤枝市 2 2015/12/6 根羽 009
矢澤 明子 長野県 松本市 2 2015/12/6 根羽 010
西中 俊二 静岡県 浜松市北区 2 2015/12/6 根羽 014
十亀 杉子 静岡県 浜松市北区 2 2015/12/6 根羽 015



櫻井 昭保 静岡県 島田市 遠州浜松　そば道場 2 2015/12/6 根羽 017
塩入 卓也 長野県 松本市 2 2015/12/6 根羽 018
土屋 直栄 福島県 郡山市 2 2015/12/5 寒河江 001
大野 裕貴 福島県 西白河郡矢吹町 2 2015/11/23 日光 003
中川 善昭 栃木県 大田原市 2 2015/11/23 日光 005
関口 健一 栃木県 下野市 2 2015/11/23 日光 006
仁平 宗一 栃木県 芳賀郡益子町 2 2015/11/23 日光 009
渡辺 淑子 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 2 2015/11/23 日光 012
菅生 眞希子 福島県 郡山市 2 2015/11/23 日光 016
岡田 圭二 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2015/11/23 日光 023
嶋田 誠 兵庫県 西宮市 2 2015/11/22 三田 018
平田 明男 兵庫県 宝塚市 2 2015/11/22 三田 019
森本 敬子 大阪府 豊中市 2 2015/11/22 三田 023
金井 澄子 兵庫県 姫路市 2 2015/11/22 三田 024
松岡 衛 大阪府 茨木市 2 2015/11/22 三田 025
大西 哲男 兵庫県 加古川市 ゆかいな麺々 2 2015/11/22 三田 026
坂本 英義 大阪府 茨木市 2 2015/11/22 三田 027
石田 真一 大阪府 堺市北区 2 2015/11/22 三田 029
霜竹 勝実 大阪府 茨木市 2 2015/11/22 三田 031
金井 己 兵庫県 姫路市 2 2015/11/22 三田 032
石井 紅羽 大阪府 池田市 2 2015/11/22 三田 033
中山 巧望 兵庫県 川西市 2 2015/11/22 三田 035
宮澤 弘一 兵庫県 神戸市東灘区 2 2015/11/22 三田 036
常楽寺 寛 大阪府 茨木市 2 2015/11/22 三田 037
塚本 晴夫 兵庫県 姫路市飾磨区 2 2015/11/22 三田 038
角谷 善章 大阪府 藤井寺市 2 2015/11/22 三田 039
矢邉 信行 大阪府 茨木市 2 2015/11/22 三田 040
新谷 剛 福岡県 北九州市小倉南区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2015/11/22 三田 041
上西 郁子 大阪府 富田林市 2 2015/11/22 三田 042
横山 亜郁 大阪府 高槻市 2 2015/11/22 三田 043
福田 怜也 兵庫県 宝塚市 2 2015/11/22 三田 044
伊藤 和之 三重県 四日市市 2 2015/11/21 いなべ 030
片岡 幸宣 三重県 いなべ市 2 2015/11/21 いなべ 031
藤田 真由美 三重県 いなべ市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2015/11/21 いなべ 033
松山 みき子 三重県 伊賀市 2 2015/11/21 いなべ 037
藤嶽 明香 三重県 いなべ市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2015/11/21 いなべ 040
松田 博之 三重県 いなべ市 2 2015/11/21 いなべ 043
伊藤 高道 三重県 いなべ市 2 2015/11/21 いなべ 046
伊藤 みゆき 三重県 亀山市 2 2015/11/21 いなべ 048
伊藤 勝 三重県 いなべ市 2 2015/11/21 いなべ 049
大平 昭雄 三重県 鈴鹿市 2 2015/11/21 いなべ 052
川﨑 正治 三重県 いなべ市 2 2015/11/21 いなべ 053
高井 和文 兵庫県 加西市 2 2015/11/21 三田 006
清原 稔夫 兵庫県 神戸市西区 永沢寺そば打ち愛好会 2 2015/11/21 三田 009
池内 栄治 兵庫県 神戸市西区 あかしそば愛好会 2 2015/11/21 三田 010
山本 孝子 京都府 京田辺市 2 2015/11/21 三田 012
橋間 美由紀 兵庫県 宝塚市 2 2015/11/21 三田 013
神原 昭次 大阪府 河内長野市 2 2015/11/15 泉北 001
中村 五十鈴 大阪府 泉南郡岬町 2 2015/11/15 泉北 002
國本 福太 岡山県 備前市 備前三たて会 2 2015/11/15 泉北 003
奥谷 繁雄 大阪府 富田林市 2 2015/11/15 泉北 004
赤津 百合子 大阪府 大阪市城東区 2 2015/11/15 泉北 008
枦山 賢三 大阪府 堺市南区 2 2015/11/15 泉北 010
吉田 佳子 大阪府 四條畷市 2 2015/11/15 泉北 011
沢井 晴雄 大阪府 寝屋川市 京阪奈蕎麦打倶楽部 2 2015/11/15 泉北 012
今井 進 大阪府 河内長野市 2 2015/11/15 泉北 013
佐藤 健吉 岐阜県 可児市 2 2015/11/15 名古屋 001
奥脇 郁夫 東京都 府中市 2 2015/11/15 名古屋 002
谷川 悦子 愛知県 知多郡美浜町 2 2015/11/15 名古屋 003



池田 正博 東京都 国立市 2 2015/11/15 名古屋 004
鮫島 良博 静岡県 磐田市 特別個人会員 2 2015/11/15 名古屋 005
山口 敏德 北海道 苫前郡羽幌町 2 2015/11/8 当麻 002
田宮 吉隆 北海道 苫前郡羽幌町 2 2015/11/8 当麻 003
熊谷 舞 北海道 河東郡音更町 2 2015/11/8 当麻 005
松村 満美子 北海道 旭川市 そば道場旭川 2 2015/11/8 当麻 006
森嶋 律子 北海道 雨竜郡妹背牛町 2 2015/11/8 当麻 007
北井 洋子 北海道 雨竜郡妹背牛町 2 2015/11/8 当麻 008
佐々木 亜緯 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2015/11/8 当麻 009
松原 直人 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2015/11/8 当麻 010
吉田 真奈美 北海道 恵庭市 2 2015/11/8 当麻 011
森田 裕 北海道 江別市 2 2015/10/10 江別 001
武田 敏男 北海道 札幌市手稲区 2 2015/10/10 江別 002
千葉 信明 北海道 北広島市 2 2015/10/10 江別 004
大山 孝男 北海道 札幌市西区 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 2 2015/10/10 江別 006
関口 憲次郎 北海道 札幌市西区 2 2015/10/10 江別 008
錦織 功 千葉県 千葉市稲毛区 2 2015/10/4 千葉 001
佐藤 守 千葉県 松戸市 2 2015/10/4 千葉 005
中村 安生 東京都 渋谷区 2 2015/10/4 千葉 011
熊﨑 信也 千葉県 千葉市稲毛区 2 2015/10/4 千葉 019
小川 勝 千葉県 成田市 2 2015/10/4 千葉 022
神田 政江 千葉県 我孫子市 2 2015/10/4 千葉 024
石上 敦子 千葉県 四街道市 千葉県そば推進協議会 2 2015/10/4 千葉 025
染谷 美智子 千葉県 我孫子市 2 2015/10/4 千葉 026
小熊 宣子 千葉県 我孫子市 2 2015/10/4 千葉 027
小山 清江 千葉県 成田市 千葉県そば推進協議会 2 2015/10/4 千葉 029
野村 久子 千葉県 鴨川市 2 2015/10/4 千葉 032
飯田 薫 千葉県 柏市 2 2015/10/4 千葉 035
水野 拓三 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 2 2015/10/4 千葉 036
松葉 光雄 千葉県 柏市 2 2015/10/4 板橋 002
鈴木 泰一 千葉県 我孫子市 2 2015/10/4 板橋 003
栗山 貴志 東京都 港区 2 2015/10/4 板橋 004
山田 裕子 神奈川県 横浜市磯子区 2 2015/10/4 板橋 006
渡辺 敏夫 千葉県 流山市 2 2015/10/4 板橋 008
横山 淑朗 東京都 江東区 2 2015/10/4 板橋 009
鈴木 良雄 東京都 新宿区 2 2015/10/4 板橋 010
北川 育子 東京都 練馬区 2 2015/10/4 板橋 011
石塚 淳二 千葉県 柏市 2 2015/10/4 板橋 012
豊田 稔 神奈川県 中郡大磯町 2 2015/10/4 板橋 015
山本 恵理 東京都 世田谷区 2 2015/10/4 板橋 016
山田 利明 埼玉県 川越市 2 2015/10/4 板橋 018
肥田木 覚 千葉県 柏市 2 2015/10/4 板橋 019
津島 伸治 青森県 五所川原市 2 2015/9/27 階上 001
浪岡 和江 岩手県 二戸市 2 2015/9/27 階上 002
冨田 典子 青森県 八戸市 2 2015/9/27 階上 003
川村 春一 青森県 つがる市 蓬田村そば打ち研究会 2 2015/9/27 階上 004
細越 アイ子 青森県 八戸市 2 2015/9/27 階上 005
佐藤 幸城 青森県 上北郡おいらせ町 2 2015/9/27 階上 006
蛯名 美和子 青森県 上北郡東北町 2 2015/9/27 階上 007
酒井 裕美子 青森県 上北郡六戸町 2 2015/9/27 階上 008
荒谷 正子 青森県 八戸市 2 2015/9/27 階上 009
高橋 セツ子 青森県 三戸郡五戸町 2 2015/9/27 階上 010
上山 貞子 青森県 三戸郡階上町 2 2015/9/27 階上 011
喜多嶋 孝司 富山県 南砺市 富山そば研究会 2 2015/9/27 利賀 001
松井 博 富山県 中新川郡上市町 2 2015/9/27 利賀 003
斉藤 典子 富山県 滑川市 2 2015/9/27 利賀 009
藤田 進 富山県 富山市 2 2015/9/27 利賀 010
細木 文夫 富山県 南砺市 富山そば研究会 2 2015/9/27 利賀 011
往蔵 政人 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 2 2015/9/27 利賀 013



伊澤 富美代 富山県 富山市 2 2015/9/27 利賀 014
島 正廣 富山県 黒部市 2 2015/9/27 利賀 015
刀利 喜信 富山県 小矢部市 2 2015/9/27 利賀 019
中里 祥廣 埼玉県 熊谷市 太田こだわり蕎麦の会 2 2015/9/26 老神 001
大場 健生 群馬県 高崎市 2 2015/9/26 老神 002
成田 光正 東京都 江戸川区 2 2015/9/26 老神 004
福田 青葉 群馬県 高崎市 2 2015/9/26 老神 005
池田 登美男 埼玉県 桶川市 2 2015/9/26 老神 007
大和 蒼使 群馬県 沼田市 2 2015/9/26 老神 009
金子 奈々 群馬県 沼田市 2 2015/9/26 老神 011
宇賀神 操 栃木県 日光市 2 2015/9/26 老神 014
近藤 進 埼玉県 桶川市 2 2015/9/26 老神 018
八重樫 彰 栃木県 宇都宮市 2 2015/9/26 老神 019
須田 千春 群馬県 沼田市 2 2015/9/26 老神 020
髙島 道夫 茨城県 古河市 2 2015/9/26 老神 021
土屋 辰稀 群馬県 吾妻郡嬬恋村 2 2015/9/26 老神 022
茂木 秀夫 群馬県 高崎市 2 2015/9/26 老神 024
吉井 恵幸 群馬県 高崎市 2 2015/9/26 老神 026
中島 聖冬 群馬県 高崎市 2 2015/9/26 老神 027
直井 博 栃木県 宇都宮市 2 2015/9/26 老神 030
星野 百香 群馬県 利根郡川場村 2 2015/9/26 老神 031
畠山 智康 埼玉県 鴻巣市 2 2015/9/26 老神 032
大渕 𠮷浩 群馬県 吾妻郡高山村 2 2015/9/26 老神 033
上野 俊実 長野県 木曽郡木曽町 特別個人会員 2 2015/9/13 松本 001
黒田 祐介 長野県 長野市 2 2015/9/13 松本 002
渡辺 寛子 長野県 長野市 2 2015/9/13 松本 009
斎藤 驍 北海道 室蘭市 2 2015/7/19 苫小牧 001
泉山 忠雄 北海道 室蘭市 2 2015/7/19 苫小牧 002
西根 一人 北海道 沙流郡平取町 2 2015/7/19 苫小牧 006
菊地 博子 北海道 苫小牧市 2 2015/7/19 苫小牧 008
菅野 嘉一 北海道 苫小牧市 2 2015/7/19 苫小牧 010
吉本 睦男 北海道 登別市 2 2015/7/19 苫小牧 014
佐藤 務 北海道 江別市 2 2015/7/19 苫小牧 018
村上 美春 北海道 苫小牧市 2 2015/7/19 苫小牧 020
高下 秀昭 北海道 苫小牧市 2 2015/7/19 苫小牧 021
内山 泰男 北海道 小樽市 小樽手打ちそば群来の会 2 2015/7/19 苫小牧 022
小島 章一 北海道 小樽市 2 2015/7/19 苫小牧 023
多田 貴一郎 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2015/7/7 幌加内 004
根本 和音 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2015/7/7 幌加内 006
松井 亜美 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2015/7/7 幌加内 008
阿部 有信 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2015/7/7 幌加内 009
佐藤 里菜 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2015/7/7 幌加内 011
山田 大河 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2015/7/7 幌加内 012
名尾 晴男 北海道 士別市 しべつ麺打ち愛好会 2 2015/7/7 幌加内 013
佐藤 久美 北海道 上川郡下川町 2 2015/7/7 幌加内 014
小南 博信 福井県 坂井市 2 2015/7/5 美山 001
清水 清幸 福井県 大野市 特別個人会員 2 2015/7/5 美山 002
徳増 孝一 福井県 坂井市 2 2015/7/5 美山 004
徳増 千恵子 福井県 坂井市 2 2015/7/5 美山 005
馬場 英一 福井県 福井市 2 2015/7/5 美山 006
春木 和江 福井県 丹生郡越前町 2 2015/7/5 美山 008
上村 昌夫 北海道 網走郡大空町 2 2015/6/28 中標津 001
溝口 博司 北海道 網走郡大空町 2 2015/6/28 中標津 007
吉田 一紀 北海道 野付郡別海町 2 2015/6/28 中標津 010
原口 謙策 北海道 江別市 2 2015/6/20 奈井江 004
磯谷 健彦 北海道 旭川市 2 2015/6/20 奈井江 006
宮下 次夫 北海道 江別市 2 2015/6/20 奈井江 010
菅原 邦子 北海道 河東郡音更町 2 2015/6/14 十勝 005
山崎 敬三 北海道 帯広市 2 2015/6/14 十勝 010



市澤 廣 千葉県 市川市 2 2015/6/7 千蕎 001
石澤 やつよ 千葉県 八街市 2 2015/6/7 千蕎 002
宮坂 正宏 千葉県 佐倉市 2 2015/6/7 千蕎 003
加賀美 武 東京都 西東京市 2 2015/6/7 千蕎 005
斎藤 雅樹 千葉県 柏市 江戸流手打ちそば青山学舎 2 2015/6/7 千蕎 007
長谷川 薫子 千葉県 市川市 2 2015/6/7 千蕎 009
横土 俊之 千葉県 千葉市緑区 千葉手打ち蕎麦の会 2 2015/6/7 千蕎 011
頴川 嘉夫 神奈川県 横浜市港北区 2 2015/6/6 東京 003
小川 登 神奈川県 横浜市磯子区 2 2015/6/6 東京 004
垣花 恵三 千葉県 船橋市 2 2015/6/6 東京 006
鈴木 忍 千葉県 柏市 2 2015/6/6 東京 011
内藤 昌則 東京都 板橋区 2 2015/6/6 東京 013
内藤 三枝 東京都 板橋区 2 2015/6/6 東京 014
宇佐美 博文 福井県 福井市 2 2015/5/31 越前 001
中山 浩成 福井県 福井市 越前そば道場 2 2015/5/31 越前 004
田川 重雄 滋賀県 長浜市 特別個人会員 2 2015/5/31 越前 007
中山 純一 福井県 福井市 2 2015/5/31 越前 011
マリオ　 ﾊﾞﾙﾄﾛﾒｻﾝｽ　ｱﾙｶﾙﾃﾞ 長野県 松本市 2 2015/5/31 越前 015
山中 重太郎 滋賀県 長浜市 2 2015/5/31 越前 016
髙橋 誠 福井県 敦賀市 2 2015/5/31 越前 017
吉村 緑 福井県 鯖江市 2 2015/5/31 越前 020
松永 俊則 富山県 高岡市 九頭龍工房富山そば道場 2 2015/5/31 越前 021
渡邉 素子 北海道 小樽市 2 2015/4/25 いしかり 001
講元 尚 北海道 札幌市南区 2 2015/4/25 いしかり 004
能戸 尚美 北海道 札幌市中央区 2 2015/4/25 いしかり 005
佐藤 徳男 北海道 札幌市北区 2 2015/4/25 いしかり 009
岩崎 滋登枝 北海道 札幌市北区 2 2015/4/25 いしかり 010
渋谷 信人 北海道 雨竜郡秩父別町 秩父別そば打ち同好会 2 2015/4/25 いしかり 012
小菅 玲子 北海道 札幌市東区 2 2015/4/25 いしかり 013
脇坂 友美 北海道 札幌市北区 2 2015/4/25 いしかり 015
館 千穂 北海道 小樽市 2 2015/4/25 いしかり 016
牧野 賢三 北海道 札幌市清田区 2 2015/4/25 いしかり 017
飯島 晴雄 埼玉県 春日部市 2 2015/4/19 那須 001
山口 久雄 埼玉県 蕨市 2 2015/4/19 那須 002
天野 陸子 栃木県 宇都宮市 2 2015/4/19 那須 003
塩井 政雄 栃木県 宇都宮市 2 2015/4/19 那須 004
滝田 直人 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2015/4/19 那須 006
楠 実 埼玉県 秩父市 2 2015/4/19 那須 008
永山 幸二 福島県 須賀川市 郡山そば同好会 2 2015/4/19 那須 010
宇賀神 一雄 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2015/4/19 那須 012
髙久 健阿 福島県 西白河郡中島村 2 2015/4/19 那須 013
新妻 克隆 栃木県 宇都宮市 2 2015/4/19 那須 015
坂本 久子 栃木県 宇都宮市 2 2015/4/19 那須 017
高橋 武志 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2015/4/19 那須 021
栗城 廣一 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2015/3/21 山都 001
北川 吉文 福島県 郡山市 2 2015/3/21 山都 002
良田 透 福島県 郡山市 2 2015/3/21 山都 003
髙橋 茂保 栃木県 那須塩原市 2 2015/3/21 山都 004
遠藤 はるみ 福島県 西白河郡泉崎村 2 2015/3/21 山都 005
官野 哲 福島県 二本松市 特別個人会員 2 2015/3/21 山都 006
後藤 学臣 福島県 伊達郡国見町 2 2015/3/21 山都 007
芳賀 樹菜 福島県 喜多方市 2 2015/3/21 山都 008
今泉 ユミ 福島県 郡山市 2 2015/3/21 山都 009
吉田 新 福島県 須賀川市 2 2015/3/21 山都 011
益子 健 栃木県 大田原市 たかばやし蕎麦研究会 2 2015/3/21 山都 012
齋藤 真哉 福島県 喜多方市 2 2015/3/21 山都 015
鈴木 一平 福島県 喜多方市 2 2015/3/21 山都 016
菱田 繁樹 北海道 北斗市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2015/3/15 道南 007
石田 一 北海道 北斗市 2 2015/3/15 道南 009



小笠原 宣貴 北海道 北斗市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2015/3/15 道南 012
大木 美彩 新潟県 長岡市 2 2015/3/15 道南 014
中村 大二 北海道 函館市 2 2015/3/15 道南 015
北村 えみ 北海道 雨竜郡幌加内町 （株）北村そば製粉 2 2015/3/7 北竜 001
髙橋 真理子 北海道 帯広市 2 2015/3/7 北竜 005
鈴木 徹郎 北海道 旭川市 2 2015/3/7 北竜 007
佐藤 迅 北海道 旭川市 2 2015/3/7 北竜 008
竹内 剛 北海道 雨竜郡秩父別町 秩父別そば打ち同好会 2 2015/3/7 北竜 009
上松 弘治 北海道 天塩郡幌延町 2 2015/3/7 北竜 010
金森 正樹 北海道 枝幸郡枝幸町 2 2015/3/7 北竜 011
北村 貴智 北海道 雨竜郡幌加内町 （株）北村そば製粉 2 2015/3/7 北竜 012
石川 一郎 北海道 登別市 登別蕎麦道場 2 2015/3/7 北竜 014
西村 喬 北海道 旭川市 2 2015/3/7 北竜 020
中村 高庸 北海道 赤平市 2 2015/3/7 北竜 021
大西 政志 北海道 札幌市豊平区 朋練会 2 2015/3/7 北竜 022
五十嵐 昌也 北海道 芦別市 朋練会 2 2015/3/7 北竜 023
川嶋 比佐雄 茨城県 水戸市 2 2015/1/30 茨城 002
山﨑 正 東京都 品川区 2 2015/1/30 茨城 004
冨樫 博 茨城県 高萩市 2 2015/1/30 茨城 005
榊原 百合子 茨城県 水戸市 2 2015/1/30 茨城 007
栗原 昭教 茨城県 常陸太田市 2 2015/1/30 茨城 008
真下 均 茨城県 つくば市 いばらき蕎麦の会 2 2015/1/30 茨城 009
宗川 博雄 福島県 いわき市 2 2015/1/30 茨城 011
河井 源二 茨城県 東茨城郡城里町 2 2015/1/30 茨城 012
杉田 三郎 埼玉県 久喜市 2 2015/1/18 埼玉 001
野田 光典 栃木県 下都賀郡野木町 2 2015/1/18 埼玉 003
吉田 武男 埼玉県 上尾市 2 2015/1/18 埼玉 004
伊藤 正一 埼玉県 鴻巣市 2 2015/1/18 埼玉 005
久保 博明 埼玉県 さいたま市浦和区 2 2015/1/18 埼玉 006
村本 廣康 群馬県 館林市 2 2015/1/18 埼玉 011
栗原 広志 埼玉県 上尾市 2 2015/1/18 埼玉 016
宮本 今朝夫 埼玉県 熊谷市 2 2015/1/18 埼玉 017
荻野 一夫 埼玉県 さいたま市南区 2 2015/1/18 埼玉 018
吉井 將充 埼玉県 吉川市 2 2015/1/18 埼玉 019
佐々木 美和子 千葉県 船橋市 2 2015/1/18 埼玉 020
清水 智恵 東京都 荒川区 2 2015/1/18 埼玉 021
山本 清行 茨城県 古河市 古河手打ち蕎麦の会 2 2015/1/18 埼玉 025
伊藤 政蔚 埼玉県 上尾市 2 2015/1/18 埼玉 026
荒井 夏実 埼玉県 白岡市 2 2015/1/18 埼玉 027
山田 毅 埼玉県 春日部市 2 2015/1/18 埼玉 029
小池 徳男 埼玉県 秩父市 2 2015/1/18 埼玉 030
髙畑 正樹 埼玉県 南埼玉郡宮代町 2 2015/1/18 埼玉 037
竹川 淳 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2015/1/18 埼玉 038
安藝 芳輝 茨城県 守谷市 2 2015/1/18 埼玉 040
岸本 信夫 神奈川県 川崎市麻生区 2 2015/1/18 埼玉 041
山下 哲次 静岡県 浜松市東区 2 2014/12/7 根羽 002
越前 勉 愛知県 知多郡美浜町 2 2014/12/7 根羽 003
北川 光弘 三重県 伊賀市 いいだ二八会 2 2014/12/7 根羽 004
稲越 須賀夫 岐阜県 飛騨市 2 2014/12/7 根羽 006
濵瀬 時男 愛知県 知多郡東浦町 ネバーランドそば打ち研究会 2 2014/12/7 根羽 007
北村 祥子 静岡県 浜松市天竜区 2 2014/12/7 根羽 009
佐藤 広政 愛知県 常滑市 とこなめそば打ち道場 2 2014/12/7 根羽 010
野口 昌敬 岐阜県 高山市 2 2014/12/7 根羽 013
居山 秀之 長野県 飯田市 2 2014/12/7 根羽 014
坂田 一予 三重県 津市 いいだ二八会 2 2014/12/7 根羽 015
平賀 正朗 長野県 茅野市 2 2014/12/7 根羽 016
松原 章 長野県 下伊那郡高森町 2 2014/12/7 根羽 018
田辺 秀夫 愛知県 知多郡武豊町 2 2014/12/7 根羽 019
中島 清之 愛知県 名古屋市昭和区 2 2014/12/7 根羽 020



清水 博 岐阜県 飛騨市 2 2014/12/7 根羽 023
宇陀 和子 三重県 津市 2 2014/12/7 根羽 024
菊田 久仁 宮城県 仙台市青葉区 2 2014/12/6 寒河江 003
新野 喜代三 山形県 西置賜郡白鷹町 特別個人会員 2 2014/12/6 寒河江 004
春日井 高城 東京都 中央区 江戸流手打ちそば　鵜蕎の会 2 2014/12/6 寒河江 007
石黒 芳英 山形県 上山市 ふるさと寒河江そば工房 2 2014/12/6 寒河江 011
安藤 正志 栃木県 さくら市 2 2014/11/24 日光 001
佐藤 昌俊 栃木県 大田原市 2 2014/11/24 日光 002
引地 達雄 栃木県 大田原市 たかばやし蕎麦研究会 2 2014/11/24 日光 003
西塚 絵美 栃木県 小山市 2 2014/11/24 日光 007
吉澤 司郎 栃木県 さくら市 2 2014/11/24 日光 009
竹澤 敬三 栃木県 宇都宮市 2 2014/11/24 日光 017
菊地 常夫 栃木県 下野市 2 2014/11/24 日光 018
田口 芳雄 栃木県 宇都宮市 2 2014/11/24 日光 021
高山 文男 栃木県 宇都宮市 2 2014/11/24 日光 022
植田 勝之 三重県 三重郡川越町 2 2014/11/24 名古屋 001
菊池 勇雄 愛知県 春日井市 2 2014/11/24 名古屋 002
一柳 肇 愛知県 小牧市 2 2014/11/24 名古屋 003
濱 千鶴子 東京都 江東区 2 2014/11/24 名古屋 004
小玉 惠美子 神奈川県 川崎市多摩区 2 2014/11/24 名古屋 005
鈴木 惠美子 岐阜県 岐阜市 特別個人会員 2 2014/11/24 名古屋 006
内田 敏雄 岐阜県 可児市 2 2014/11/24 名古屋 007
山本 正樹 愛知県 春日井市 2 2014/11/24 名古屋 010
棚田 加代子 千葉県 千葉市花見川区 2 2014/11/24 名古屋 012
中野 文雄 兵庫県 加古川市 2 2014/11/23 三田 013
西尾 賢二 兵庫県 神戸市垂水区 2 2014/11/23 三田 019
古下 泰治 兵庫県 加西市 2 2014/11/23 三田 020
辻 正訓 兵庫県 宝塚市 2 2014/11/23 三田 026
谷口 富士子 大阪府 交野市 2 2014/11/23 三田 028
梶 登美夫 兵庫県 神戸市西区 2 2014/11/23 三田 029
八尾 敎子 大阪府 茨木市 2 2014/11/23 三田 030
堤 良文 大阪府 大阪市城東区 2 2014/11/23 三田 031
増田 正幸 兵庫県 加西市 2 2014/11/23 三田 036
森岡 誠 広島県 福山市 2 2014/11/23 三田 037
水島 幸男 奈良県 奈良市 2 2014/11/23 三田 038
清水 輝彦 大阪府 大阪市平野区 2 2014/11/23 三田 039
栗原 伸光 岡山県 岡山市東区 2 2014/11/23 三田 041
川上 はる江 岡山県 高梁市 2 2014/11/23 三田 042
中村 貞彦 大阪府 泉南郡岬町 2 2014/11/23 泉北 001
寺谷 清 大阪府 豊中市 2 2014/11/23 泉北 004
青木 豊 大阪府 柏原市 2 2014/11/23 泉北 005
道浦 渥 和歌山県 伊都郡九度山町 2 2014/11/23 泉北 011
門谷 威侍 和歌山県 伊都郡高野町 2 2014/11/23 泉北 013
小寺 勇夫 三重県 いなべ市 2 2014/11/22 いなべ 029
太田 卓美 三重県 いなべ市 2 2014/11/22 いなべ 030
羽柴 五男 三重県 いなべ市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 2 2014/11/22 いなべ 031
吉野 睦 三重県 いなべ市 2 2014/11/22 いなべ 032
橋本 明子 三重県 四日市市 2 2014/11/22 いなべ 033
小坂 惠子 三重県 いなべ市 2 2014/11/22 いなべ 036
成川 栄一 三重県 鈴鹿市 2 2014/11/22 いなべ 037
櫻井 恵子 三重県 亀山市 2 2014/11/22 いなべ 039
堀 哲次 三重県 四日市市 2 2014/11/22 いなべ 040
豊田 忠康 三重県 四日市市 2 2014/11/22 いなべ 046
堀井 秀司 兵庫県 加西市 ゆかいな麺々 2 2014/11/22 三田 001
細川 幹生 兵庫県 宝塚市 2 2014/11/22 三田 002
村上 圭史 兵庫県 西宮市 2 2014/11/22 三田 006
岩野 了 兵庫県 神戸市北区 2 2014/11/22 三田 008
登 正治 兵庫県 神戸市西区 2 2014/11/22 三田 011
永井 八重美 岡山県 赤磐市 2 2014/11/16 尾道 001



藤原 晴雄 広島県 福山市 2 2014/11/16 尾道 002
髙須 康夫 岡山県 津山市 2 2014/11/16 尾道 003
唐井 紳介 岡山県 浅口市 2 2014/11/16 尾道 004
惠谷 光惠 広島県 三原市 2 2014/11/16 尾道 007
髙見 信二 岡山県 浅口市 2 2014/11/16 尾道 011
藤井 年廣 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2014/11/16 尾道 012
南波 伸美 広島県 東広島市 東広島そばの会 2 2014/11/16 尾道 013
岩倉 新人 広島県 広島市中区 2 2014/11/16 尾道 019
大道 隆之 福岡県 北九州市小倉北区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2014/11/16 尾道 020
奥﨑 賢治 広島県 広島市中区 2 2014/11/16 尾道 021
橋本 準次 山口県 防府市 2 2014/11/16 尾道 022
永井 晃 岡山県 赤磐市 2 2014/11/16 尾道 023
田中 紀子 福岡県 北九州市門司区 2 2014/11/16 尾道 024
上原 哲也 広島県 広島市佐伯区 2 2014/11/16 尾道 026
林 誠司 福岡県 北九州市戸畑区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2014/11/16 尾道 029
白木 伸幸 山口県 防府市 2 2014/11/16 尾道 030
千葉 壽亀 北海道 名寄市 名寄地区手打ちそば愛好会 2 2014/11/9 当麻 002
橋口 和則 北海道 紋別郡遠軽町 2 2014/11/9 当麻 003
川本 孝一 北海道 札幌市中央区 共和手打ちそば愛好会 2 2014/11/9 当麻 007
千田 修司 北海道 旭川市 2 2014/11/9 当麻 008
小関 法枝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/11/9 当麻 011
阿部 喜也 北海道 旭川市 2 2014/11/9 当麻 014
小林 文雄 新潟県 長岡市 越後ながおかそばの会 2 2014/10/18 新発田 001
加藤 洋一 新潟県 長岡市 越後ながおかそばの会 2 2014/10/18 新発田 002
馬場 昭男 新潟県 阿賀野市 2 2014/10/18 新発田 003
前田 良子 青森県 八戸市 2 2014/10/12 階上 001
松本 忠麿 青森県 青森市 2 2014/10/12 階上 002
米田 ひとみ 岩手県 二戸市 2 2014/10/12 階上 003
続石 悦子 青森県 三戸郡階上町 2 2014/10/12 階上 006
南 節子 青森県 三戸郡階上町 2 2014/10/12 階上 007
高屋敷 いと 青森県 三戸郡階上町 2 2014/10/12 階上 009
渡辺 友子 東京都 豊島区 2 2014/10/5 板橋 001
藤井 信彦 東京都 板橋区 2 2014/10/5 板橋 003
浅沼 義久 東京都 板橋区 2 2014/10/5 板橋 004
久保 勝美 東京都 西東京市 特別個人会員 2 2014/10/5 板橋 005
飯坂 武義 神奈川県 相模原市中央区 2 2014/10/5 板橋 006
室賀 美昭 埼玉県 和光市 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2014/10/5 板橋 007
小柴 克己 埼玉県 比企郡滑川町 2 2014/10/5 板橋 008
幸路 和枝 神奈川県 横浜市神奈川区 2 2014/10/5 板橋 010
平井 英夫 神奈川県 横浜市緑区 2 2014/10/5 板橋 012
平河内 敏勝 東京都 江東区 2 2014/10/5 板橋 015
榊原 高子 東京都 板橋区 2 2014/10/5 板橋 016
佐藤 寿良 東京都 江戸川区 2 2014/10/5 板橋 017
上本 勉 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 2 2014/10/5 板橋 018
普喜 信介 東京都 練馬区 2 2014/10/5 板橋 019
武井 勲 千葉県 柏市 2 2014/10/5 板橋 020
坂東 明彦 千葉県 柏市 2 2014/10/5 板橋 021
吉田 悦子 栃木県 宇都宮市 2 2014/9/27 老神 001
戸嶋 幸栄 群馬県 太田市 2 2014/9/27 老神 002
武井 昭二 群馬県 沼田市 2 2014/9/27 老神 003
阿部 好華 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2014/9/27 老神 004
福田 信一 栃木県 日光市 2 2014/9/27 老神 005
永井 志歩 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2014/9/27 老神 007
野原 敏雄 栃木県 日光市 2 2014/9/27 老神 008
田村 孝一 群馬県 桐生市 2 2014/9/27 老神 009
齋藤 みつ子 群馬県 太田市 2 2014/9/27 老神 011
芝崎 春花 群馬県 沼田市 2 2014/9/27 老神 013
齋藤 宏子 栃木県 日光市 2 2014/9/27 老神 014
伊藤 勇次 群馬県 高崎市 2 2014/9/27 老神 015



栁澤 結花 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2014/9/27 老神 016
新井 彩加 群馬県 沼田市 2 2014/9/27 老神 017
中島 郊子 群馬県 太田市 2 2014/9/27 老神 019
大塚 英毅 群馬県 高崎市 2 2014/9/27 老神 020
南條 愛美 群馬県 沼田市 2 2014/9/27 老神 021
福田 文子 栃木県 日光市 2 2014/9/27 老神 022
五月女 茂夫 栃木県 宇都宮市 2 2014/9/27 老神 023
大渕 菜月 群馬県 利根郡昭和村 2 2014/9/27 老神 024
石井 照枝 群馬県 太田市 2 2014/9/27 老神 027
細野 美晴 群馬県 吾妻郡東吾妻町 2 2014/9/27 老神 028
銘苅 安里 群馬県 沼田市 2 2014/9/27 老神 029
石川 敏夫 栃木県 日光市 2 2014/9/27 老神 030
銘苅 愛里 群馬県 沼田市 2 2014/9/27 老神 032
加藤 俊英 千葉県 千葉市花見川区 2 2014/9/21 千葉 004
白江 芙実那 東京都 豊島区 2 2014/9/21 千葉 006
福田 卓爾 埼玉県 所沢市 2 2014/9/21 千葉 007
和田 ひで子 千葉県 四街道市 2 2014/9/21 千葉 009
秋葉 惠子 千葉県 佐倉市 千葉県そば推進協議会 2 2014/9/21 千葉 010
小川 勝子 千葉県 松戸市 2 2014/9/21 千葉 014
根本 円 千葉県 市原市 2 2014/9/21 千葉 017
蓮井 昭 千葉県 茂原市 2 2014/9/21 千葉 018
初瀬 成志 千葉県 千葉市稲毛区 2 2014/9/21 千葉 020
福田 喜代子 埼玉県 上尾市 2 2014/9/21 千葉 021
日野 秀樹 千葉県 松戸市 千葉県そば推進協議会 2 2014/9/21 千葉 022
室谷 照男 千葉県 千葉市美浜区 2 2014/9/21 千葉 023
小野 裕 千葉県 佐倉市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2014/9/21 千葉 024
星野 忠 千葉県 習志野市 2 2014/9/21 千葉 025
小浜 多江子 千葉県 佐倉市 2 2014/9/21 千葉 028
山本 成人 千葉県 千葉市美浜区 2 2014/9/21 千葉 030
三好 恵美 千葉県 我孫子市 2 2014/9/21 千葉 031
谷口 雅文 千葉県 我孫子市 2 2014/9/21 千葉 032
地曳 昇 千葉県 袖ヶ浦市 2 2014/9/21 千葉 034
渡辺 光夫 富山県 下新川郡入善町 2 2014/9/21 利賀 001
澤谷 恭司 富山県 小矢部市 2 2014/9/21 利賀 002
澤﨑 秀則 富山県 魚津市 2 2014/9/21 利賀 006
小幡 正幸 富山県 富山市 2 2014/9/21 利賀 007
前田 昌宏 富山県 富山市 2 2014/9/21 利賀 011
大竹 一夫 福島県 田村郡小野町 小野町そば打ち愛好会 2 2014/9/14 いわき 001
荻野 治美 福島県 田村郡小野町 小野町そば打ち愛好会 2 2014/9/14 いわき 002
三瓶 利晴 福島県 石川郡石川町 2 2014/9/14 いわき 003
山名 ふみ子 福島県 いわき市 2 2014/9/14 いわき 004
松原 稔 福島県 いわき市 2 2014/9/14 いわき 005
櫻井 三千男 福島県 いわき市 2 2014/9/14 いわき 009
石川 實 福島県 いわき市 2 2014/9/14 いわき 010
三浦 チイ 福島県 郡山市 2 2014/9/14 いわき 011
斑目 吉光 福島県 郡山市 2 2014/9/14 いわき 013
加藤 安孝 福島県 郡山市 2 2014/9/14 いわき 016
荒海 忠彦 宮城県 仙台市泉区 2 2014/9/14 いわき 017
佐藤 武憲 福島県 いわき市 2 2014/9/14 いわき 018
川野 和美 栃木県 宇都宮市 2 2014/9/14 いわき 019
荒木 武夫 福島県 いわき市 2 2014/9/14 いわき 023
國井 富士男 福島県 いわき市 2 2014/9/14 いわき 024
澤上 敬 福島県 いわき市 いわきそば塾 2 2014/9/14 いわき 025
大岩 洋介 長野県 松本市 2 2014/9/14 松本 002
高山 真彦 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2014/9/14 松本 006
永井 志づ子 長野県 松本市 2 2014/9/14 松本 008
中澤 恒子 長野県 諏訪市 2 2014/9/14 松本 009
平田 篤 新潟県 妙高市 2 2014/9/14 松本 010
村山 浩一 新潟県 柏崎市 2 2014/9/14 松本 012



桃井 裕子 長野県 松本市 2 2014/9/14 松本 013
和田 博 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2014/9/14 松本 014
髙原 英樹 北海道 札幌市東区 2 2014/7/20 苫小牧 001
今井 征紀 北海道 札幌市手稲区 2 2014/7/20 苫小牧 003
本間 公章 北海道 小樽市 2 2014/7/20 苫小牧 004
中川 道 北海道 室蘭市 2 2014/7/20 苫小牧 005
石山 良夫 北海道 函館市 2 2014/7/20 苫小牧 008
黒木 喜代子 北海道 小樽市 2 2014/7/20 苫小牧 010
千葉 千諭 北海道 札幌市中央区 2 2014/7/20 苫小牧 013
南 ゆきゑ 北海道 帯広市 音更蕎麦研究会 2 2014/7/20 苫小牧 015
道 洋子 北海道 札幌市西区 2 2014/7/20 苫小牧 017
竹内 馨 北海道 千歳市 大曲手打ちそばの会 2 2014/7/20 苫小牧 018
赤岡 南斗 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 001
伊藤 聖羅 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 002
大鷹 瑞稀 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 003
佐伯 哲太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 004
笹木 奨弥 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 005
藤本 優也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 008
眞岸 孝匡 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 009
澤田 翔 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 011
渋谷 智弘 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 012
根本 佳奈 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 013
松井 一樹 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/7/10 幌加内 014
谷口 博志 北海道 旭川市 2 2014/7/10 幌加内 015
大久保 直文 福井県 福井市 2 2014/7/6 美山 001
山口 正則 福井県 福井市 ＮＰＯ法人越前みやまそば元気の会 2 2014/7/6 美山 002
渡辺 恒男 神奈川県 横浜市緑区 2 2014/7/6 美山 005
塚本 稔 福井県 丹生郡越前町 2 2014/7/6 美山 006
中山 嘉枝子 北海道 網走郡美幌町 2 2014/6/29 中標津 005
纐纈 和子 北海道 野付郡別海町 2 2014/6/29 中標津 007
小林 美樹 北海道 恵庭市 中標津手打ちそばささ藪学校 2 2014/6/29 中標津 009
中野 雄司 北海道 斜里郡清里町 2 2014/6/29 中標津 014
高橋 政幸 北海道 釧路市 2 2014/6/29 中標津 016
佐田 一男 北海道 旭川市 そば道場旭川 2 2014/6/28 奈井江 004
尾崎 光男 北海道 滝川市 2 2014/6/28 奈井江 006
木藤 恵子 北海道 北広島市 2 2014/6/28 奈井江 007
髙島 悠未 北海道 帯広市 2 2014/6/15 十勝 001
田辺 きく江 北海道 河西郡芽室町 2 2014/6/15 十勝 004
安藤 美佳 北海道 帯広市 2 2014/6/15 十勝 006
金野 功 北海道 沙流郡平取町 2 2014/6/15 十勝 007
金野 佳子 北海道 沙流郡平取町 2 2014/6/15 十勝 008
茂古沼 龍夫 北海道 帯広市 2 2014/6/15 十勝 010
伊藤 定 千葉県 船橋市 2 2014/6/8 千蕎 004
今関 喜代司 千葉県 山武市 2 2014/6/8 千蕎 010
中川 二郎 千葉県 松戸市 2 2014/6/8 千蕎 011
田口 和枝 埼玉県 加須市 2 2014/6/8 千蕎 012
渡邉 弘之 千葉県 四街道市 2 2014/6/8 千蕎 014
近藤 德弘 千葉県 柏市 2 2014/6/8 千蕎 015
益井 徳弘 千葉県 市川市 2 2014/6/8 千蕎 017
永田 義博 茨城県 土浦市 2 2014/6/8 千蕎 018
石江 しげ子 千葉県 山武市 2 2014/6/8 千蕎 021
前田 修 千葉県 松戸市 2 2014/6/7 東京 006
太楽 匡宏 東京都 新宿区 2 2014/6/7 東京 014
石井 憲保 神奈川県 横浜市緑区 2 2014/6/7 東京 016
星野 茂雄 神奈川県 小田原市 2 2014/6/7 東京 018
小澤 潔 神奈川県 小田原市 2 2014/6/7 東京 019
岡 伯彦 福井県 敦賀市 2 2014/5/25 越前 001
竹内 雅晴 福井県 敦賀市 2 2014/5/25 越前 004
稲葉 穂積 福井県 敦賀市 2 2014/5/25 越前 005



五十嵐 雅一 福井県 福井市 蕎香庵 2 2014/5/25 越前 006
上田 敏子 福井県 福井市 2 2014/5/25 越前 008
川村 聖武 福井県 福井市 ふくいそば打ち愛好会 2 2014/5/25 越前 009
中垣内 優治 福井県 敦賀市 2 2014/5/25 越前 010
杉本 由佳 北海道 札幌市東区 2 2014/4/27 石狩 002
宮本 学 北海道 恵庭市 2 2014/4/27 石狩 005
木谷 修一 北海道 札幌市東区 2 2014/4/27 石狩 006
大島 久江 栃木県 那須塩原市 2 2014/4/6 那須 001
柴田 惠通 栃木県 小山市 2 2014/4/6 那須 004
櫻井 健太郎 栃木県 芳賀郡茂木町 2 2014/4/6 那須 006
小池 均 福島県 郡山市 2 2014/4/6 那須 007
佐久間 正剛 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2014/4/6 那須 008
渡邊 裕二 福島県 いわき市 2 2014/4/6 那須 010
伊﨑 春夫 栃木県 芳賀郡芳賀町 2 2014/4/6 那須 011
望月 光一 栃木県 小山市 2 2014/4/6 那須 013
玉井 壽男 埼玉県 さいたま市浦和区 2 2014/4/6 那須 014
加藤 政夫 栃木県 鹿沼市 2 2014/4/6 那須 017
薄井 美智子 栃木県 那須郡那須町 2 2014/4/6 那須 018
松村 秀一 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2014/4/6 那須 023
鈴木 林一郎 栃木県 芳賀郡益子町 2 2014/4/6 那須 025
齋藤 友治 福島県 二本松市 2 2014/3/22 山都 001
大竹 栄子 福島県 南会津郡南会津町 2 2014/3/22 山都 002
千葉 卓 福島県 郡山市 2 2014/3/22 山都 003
越田 敏和 福島県 郡山市 2 2014/3/22 山都 004
佐久間 通壽 福島県 伊達郡国見町 福島手打ちそばの会 2 2014/3/22 山都 005
新明 晴雄 福島県 会津若松市 2 2014/3/22 山都 006
武田 吉弘 福島県 伊達郡国見町 2 2014/3/22 山都 008
加藤 清志 福島県 喜多方市 2 2014/3/22 山都 010
渡部 ヨシ子 福島県 田村市 2 2014/3/22 山都 012
七海 一由 福島県 田村市 2 2014/3/22 山都 013
菊地 綾子 福島県 福島市 2 2014/3/22 山都 014
村越 泰典 福島県 郡山市 小原田そば同好会 2 2014/3/22 山都 015
小名 弘司 福島県 郡山市 2 2014/3/22 山都 017
酒井 克幸 福島県 福島市 2 2014/3/22 山都 018
武藤 治吉 福島県 喜多方市 2 2014/3/22 山都 020
堀内 孝範 北海道 北見市 2 2014/3/22 紋別 001
平田 清恵 北海道 紋別郡雄武町 2 2014/3/22 紋別 002
加藤 杏理 北海道 中川郡音威子府村 2 2014/3/22 紋別 003
秋本 祐輔 北海道 松前郡福島町 2 2014/3/9 道南 001
村田 孝喜 北海道 二海郡八雲町 そば食楽部　北竜 2 2014/3/9 道南 006
田村 政行 北海道 室蘭市 2 2014/3/9 道南 008
鹿角 昭夫 北海道 北斗市 2 2014/3/9 道南 012
山本 正昭 北海道 磯谷郡蘭越町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2014/3/9 道南 014
吉岡 健一 北海道 室蘭市 2 2014/3/9 道南 015
阿部 利佳 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/3/2 北竜 001
中村 倫生 北海道 苫前郡苫前町 2 2014/3/2 北竜 002
蔵前 裕幸 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/3/2 北竜 003
中村 正子 北海道 留萌市 2 2014/3/2 北竜 004
高橋 広希 北海道 旭川市 2 2014/3/2 北竜 005
宮内 國雄 北海道 旭川市 2 2014/3/2 北竜 006
若井 誠 北海道 樺戸郡月形町 2 2014/3/2 北竜 008
阿部 勝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/3/2 北竜 009
片桐 美有紀 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2014/3/2 北竜 011
江良 哲也 北海道 札幌市中央区 2 2014/3/2 北竜 012
妹尾 佳世 北海道 旭川市 2 2014/3/2 北竜 013
木村 博行 北海道 旭川市 2 2014/3/2 北竜 014
中川 善昭 北海道 旭川市 2 2014/3/2 北竜 015
今井 功 栃木県 矢板市 2 2014/1/31 茨城 002
竹内 洋子 茨城県 久慈郡大子町 2 2014/1/31 茨城 004



八木沢 純 栃木県 那須塩原市 特別個人会員 2 2014/1/31 茨城 006
髙島 榮子 茨城県 坂東市 2 2014/1/31 茨城 007
金沢 幸男 茨城県 笠間市 2 2014/1/31 茨城 009
山村 碧 茨城県 常陸大宮市 2 2014/1/31 茨城 011
人見 友章 栃木県 那須塩原市 2 2014/1/31 茨城 014
新妻 直衣 福島県 いわき市 2 2014/1/31 茨城 016
渡邊 正幸 茨城県 鉾田市 2 2014/1/31 茨城 017
笹本 美智子 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2014/1/19 埼玉 007
宮永 保雄 茨城県 取手市 2 2014/1/19 埼玉 009
中島 智美 埼玉県 所沢市 2 2014/1/19 埼玉 010
川上 孝之 埼玉県 久喜市 彩蕎一門会 2 2014/1/19 埼玉 013
渡邉 勝美 埼玉県 越谷市 2 2014/1/19 埼玉 016
赤尾 栄三 群馬県 高崎市 2 2014/1/19 埼玉 022
久保田 敏子 埼玉県 鴻巣市 2 2014/1/19 埼玉 028
久米 団治 埼玉県 鴻巣市 2 2014/1/19 埼玉 029
小山 榮 埼玉県 所沢市 2 2014/1/19 埼玉 032
清水 陽子 埼玉県 上尾市 2 2014/1/19 埼玉 033
田中 茂行 埼玉県 さいたま市北区 2 2014/1/19 埼玉 036
内藤 正仁 茨城県 取手市 2 2014/1/19 埼玉 038
逸見 秀升 埼玉県 秩父市 2 2014/1/19 埼玉 040
諏訪 久美子 栃木県 下都賀郡野木町 2 2014/1/19 埼玉 041
吉田 直史 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2014/1/19 埼玉 044
栗原 康昭 埼玉県 鴻巣市 2 2014/1/19 埼玉 045
鈴木 洋子 千葉県 野田市 2 2014/1/19 埼玉 047
西山 崇 埼玉県 鴻巣市 2 2014/1/19 埼玉 050
小松原 幸恵 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2014/1/19 埼玉 051
箱﨑 匠一 東京都 世田谷区 2 2014/1/19 埼玉 052
猪口 八洲彦 愛知県 知多郡美浜町 和そば打ち道場 2 2013/12/1 根羽 001
近藤 猛夫 長野県 飯田市 いいだ二八会 2 2013/12/1 根羽 002
岩田 秀敏 三重県 員弁郡東員町 2 2013/12/1 根羽 005
石原 正伯 岐阜県 飛騨市 2 2013/12/1 根羽 006
鈴木 潔 愛知県 知多郡美浜町 和そば打ち道場 2 2013/12/1 根羽 007
重野 拓郎 愛知県 半田市 2 2013/12/1 根羽 008
村越 里枝 静岡県 藤枝市 2 2013/12/1 根羽 011
堤 明美 三重県 津市 2 2013/12/1 根羽 012
安達 和治 岐阜県 恵那市 2 2013/12/1 根羽 013
牛田 修 愛知県 知多郡南知多町 和そば打ち道場 2 2013/12/1 根羽 014
妹尾 守 三重県 四日市市 2 2013/12/1 根羽 015
福沢 敏久 長野県 飯田市 2 2013/12/1 根羽 016
向林 捷二 岐阜県 飛騨市 2 2013/12/1 根羽 017
上村 知誉 新潟県 十日町市 2 2013/12/1 根羽 018
宇田 万里子 三重県 四日市市 2 2013/11/30 いなべ 010
堀田 俊子 三重県 いなべ市 2 2013/11/30 いなべ 013
野間 早苗 三重県 鈴鹿市 2 2013/11/30 いなべ 014
林 實 三重県 鈴鹿市 2 2013/11/30 いなべ 019
長屋 素子 三重県 いなべ市 2 2013/11/30 いなべ 024
三輪 ユリ子 三重県 いなべ市 2 2013/11/30 いなべ 025
三輪 美代子 三重県 いなべ市 2 2013/11/30 いなべ 026
松崎 壽和子 三重県 伊賀市 2 2013/11/30 いなべ 027
齋藤 芳晴 福島県 伊達郡国見町 2 2013/11/30 寒河江 023
半沢 富男 福島県 伊達郡川俣町 福島手打ちそばの会 2 2013/11/30 寒河江 024
宇津井 豊 山形県 寒河江市 2 2013/11/30 寒河江 028
二瓶 由美子 山形県 西置賜郡飯豊町 ふるさと寒河江そば工房 2 2013/11/30 寒河江 030
田上 良彦 岩手県 盛岡市 2 2013/11/30 寒河江 031
牧野 眞木子 東京都 世田谷区 2 2013/11/30 寒河江 035
和知 光幸 福島県 郡山市 2 2013/11/30 寒河江 036
小西 壽治朗 大阪府 寝屋川市 名塩そば打人 2 2013/11/24 三田 013
北井 晃一 兵庫県 西宮市 2 2013/11/24 三田 015
友弘 敏 大阪府 茨木市 2 2013/11/24 三田 017



太田 裕一 兵庫県 神戸市長田区 あかしそば愛好会 2 2013/11/24 三田 018
羽原 泰子 大阪府 豊能郡豊能町 2 2013/11/24 三田 019
金藤 文昭 兵庫県 加西市 2 2013/11/24 三田 020
鈴木 信雄 兵庫県 加西市 ゆかいな麺々 2 2013/11/24 三田 022
村山 克次 兵庫県 宝塚市 2 2013/11/24 三田 026
田辺 保 京都府 京田辺市 2 2013/11/24 三田 028
植原 けい子 兵庫県 加古川市 2 2013/11/24 三田 029
稲川 秀幸 京都府 京都市西京区 2 2013/11/24 三田 035
東山 幸史 大阪府 四條畷市 2 2013/11/24 三田 036
原 一起 大阪府 藤井寺市 2 2013/11/24 三田 037
西森 満義 大阪府 茨木市 2 2013/11/24 三田 038
髙富 亨 大阪府 四条畷市 2 2013/11/24 泉北 003
瀬戸 泰尹 大阪府 豊中市 2 2013/11/24 泉北 004
廣瀬 泰雄 香川県 東かがわ市 2 2013/11/24 泉北 005
田口 幸三 大阪府 枚方市 2 2013/11/24 泉北 006
南辻 弘 大阪府 堺市南区 2 2013/11/24 泉北 007
芝本 仁志 大阪府 富田林市 2 2013/11/24 泉北 008
山本 敏明 大阪府 堺市堺区 2 2013/11/24 泉北 010
岡野 さつき 岡山県 赤磐市 備前三たて会 2 2013/11/24 泉北 012
藤賀 効 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2013/11/24 日光 001
馬場 良也 栃木県 日光市 2 2013/11/24 日光 002
上田 靖 栃木県 那須塩原市 2 2013/11/24 日光 006
髙橋 博隆 栃木県 宇都宮市 2 2013/11/24 日光 012
菊地 光夫 栃木県 宇都宮市 2 2013/11/24 日光 014
荒井 昌子 栃木県 宇都宮市 2 2013/11/24 日光 017
尾上 浩司 静岡県 浜松市西区 2 2013/11/24 名古屋 003
金子 剛一 神奈川県 横浜市青葉区 2 2013/11/24 名古屋 004
中田 雅博 東京都 町田市 2 2013/11/24 名古屋 006
能島 大 富山県 黒部市 黒部そば道楽 2 2013/11/24 名古屋 007
関野 修 岐阜県 可児市 2 2013/11/24 名古屋 008
槇田 弘道 愛知県 名古屋市西区 2 2013/11/24 名古屋 010
山下 秀教 三重県 四日市市 2 2013/11/23 いなべ 001
西谷 敏江 三重県 四日市市 2 2013/11/23 いなべ 008
西尾 友紀 兵庫県 神戸市垂水区 2 2013/11/23 三田 002
丸橋 茂美 兵庫県 西宮市 2 2013/11/23 三田 006
松岡 經雄 大阪府 堺市東区 2 2013/11/23 三田 007
荒木 艶子 大阪府 大阪狭山市 2 2013/11/23 三田 010
辻村 敬介 北海道 旭川市 2 2013/11/10 当麻 001
米道 耕造 北海道 旭川市 2 2013/11/10 当麻 002
前田 勇 北海道 旭川市 2 2013/11/10 当麻 003
河村 秀樹 北海道 稚内市 2 2013/11/10 当麻 007
西野 敏夫 北海道 旭川市 2 2013/11/10 当麻 010
藤中 大地 北海道 上川郡当麻町 2 2013/11/10 当麻 011
坂下 勝愛 北海道 旭川市 2 2013/11/10 当麻 012
梅内 栄二 北海道 夕張郡長沼町 2 2013/11/10 当麻 015
田中 淳子 北海道 苫前郡苫前町 2 2013/11/10 当麻 016
髙田 綾子 北海道 札幌市北区 2 2013/11/10 当麻 017
平間 あけみ 北海道 上川郡東神楽町 2 2013/11/10 当麻 018
佐藤 純一 北海道 旭川市 2 2013/11/10 当麻 020
福岡 良浩 北海道 旭川市 2 2013/11/10 当麻 021
虫明 昭次 岡山県 浅口市 2 2013/10/27 岡山 002
西 淳子 岡山県 高梁市 2 2013/10/27 岡山 006
田口 清 岡山県 浅口市 2 2013/10/27 岡山 007
延廣 良樹 広島県 福山市 2 2013/10/27 岡山 016
濱田 兆章 宮崎県 延岡市 2 2013/10/27 岡山 017
小屋 和子 福岡県 北九州市小倉北区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2013/10/27 岡山 018
那須 操 宮崎県 延岡市 2 2013/10/27 岡山 019
森 良彦 宮崎県 延岡市 2 2013/10/27 岡山 022
戸田 正人 宮崎県 延岡市 2 2013/10/27 岡山 025



江藤 隆之 福岡県 北九州市小倉南区 平尾台手打ちそば倶楽部 2 2013/10/27 岡山 027
千綿 泉子 宮崎県 延岡市 2 2013/10/27 岡山 028
島村 武光 埼玉県 川口市 2 2013/10/20 板橋 002
鈴木 圭介 東京都 目黒区 2 2013/10/20 板橋 003
舘林 俊夫 東京都 板橋区 2 2013/10/20 板橋 004
柳内 英介 東京都 杉並区 2 2013/10/20 板橋 006
有村 正意 東京都 杉並区 2 2013/10/20 板橋 007
佐藤 正昭 東京都 世田谷区 2 2013/10/20 板橋 009
川村 義弘 神奈川県 相模原市緑区 2 2013/10/20 板橋 010
舟山 包之 東京都 板橋区 2 2013/10/20 板橋 011
近藤 清史 東京都 練馬区 2 2013/10/20 板橋 013
矢内 博 東京都 江戸川区 2 2013/10/20 板橋 014
阿部 圭吾 東京都 杉並区 2 2013/10/20 板橋 015
開田 升子 東京都 品川区 2 2013/10/20 板橋 020
古津 昇 東京都 立川市 2 2013/10/20 板橋 021
伊東 寛 東京都 府中市 2 2013/10/20 板橋 022
延与 功雄 埼玉県 狭山市 2 2013/10/20 板橋 023
星河 利夫 埼玉県 川口市 2 2013/10/20 板橋 024
塩野 満男 兵庫県 明石市 2 2013/10/20 板橋 025
俣野 隆行 東京都 練馬区 2 2013/10/20 板橋 026
那須 充良 埼玉県 東松山市 2 2013/10/20 板橋 027
髙沼 清 東京都 中央区 日本橋そばの会 2 2013/10/20 板橋 028
高良 稔 埼玉県 さいたま市緑区 2 2013/10/20 板橋 030
川辺 弘 富山県 南砺市 富山そば研究会 2 2013/10/6 利賀 003
高土 広美 富山県 富山市 2 2013/10/6 利賀 006
長森 利幸 富山県 高岡市 2 2013/10/6 利賀 007
松村 則昌 富山県 富山市 2 2013/10/6 利賀 008
前馬 紫津 富山県 射水市 2 2013/10/6 利賀 012
大畠 和輝 群馬県 渋川市 2 2013/9/28 老神 001
山田 智夏 群馬県 沼田市 2 2013/9/28 老神 002
天笠 彰 群馬県 太田市 2 2013/9/28 老神 003
水出 伸一 群馬県 前橋市 2 2013/9/28 老神 005
井田 洋二 東京都 新宿区 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2013/9/28 老神 006
齋藤 博臣 群馬県 伊勢崎市 2 2013/9/28 老神 007
室野井 英子 栃木県 日光市 2 2013/9/28 老神 009
小林 由希菜 群馬県 沼田市 2 2013/9/28 老神 010
阪上 敏夫 群馬県 太田市 2 2013/9/28 老神 011
斉藤 正晴 埼玉県 児玉郡神川町 2 2013/9/28 老神 015
前田 彰三 埼玉県 入間市 2 2013/9/28 老神 016
手塚 俊男 栃木県 宇都宮市 2 2013/9/28 老神 018
新井 勤 群馬県 藤岡市 2 2013/9/28 老神 019
金井 祐樹 群馬県 沼田市 2 2013/9/28 老神 020
宮本 敏子 群馬県 太田市 2 2013/9/28 老神 021
都築 幸弘 埼玉県 本庄市 2 2013/9/28 老神 023
岩重 清 埼玉県 入間市 2 2013/9/28 老神 024
松井 茂 群馬県 沼田市 2 2013/9/28 老神 025
手塚 昌子 栃木県 宇都宮市 2 2013/9/28 老神 026
髙木 幹雄 栃木県 日光市 2 2013/9/28 老神 027
長谷川 冬乃 群馬県 沼田市 2 2013/9/28 老神 029
長谷川 衛 群馬県 伊勢崎市 2 2013/9/28 老神 031
野村 嘉男 群馬県 桐生市 2 2013/9/28 老神 032
大根田 亨 栃木県 宇都宮市 2 2013/9/28 老神 033
清水 豊 群馬県 高崎市 2 2013/9/28 老神 035
國分 司朗 千葉県 佐倉市 2 2013/9/22 千葉 004
河崎 清藏 千葉県 浦安市 2 2013/9/22 千葉 009
菱倉 百合子 千葉県 佐倉市 2 2013/9/22 千葉 011
小池 安廣 茨城県 取手市 2 2013/9/22 千葉 014
坂本 安夫 千葉県 千葉市美浜区 2 2013/9/22 千葉 017
塩野 與志美 千葉県 千葉市稲毛区 2 2013/9/22 千葉 018



飯田 芳尚 神奈川県 茅ヶ崎市 2 2013/9/15 松本 001
大平 幸雄 福島県 いわき市 2 2013/9/14 いわき 001
工藤 正 栃木県 宇都宮市 2 2013/9/14 いわき 002
石崎 雄一 栃木県 宇都宮市 2 2013/9/14 いわき 003
下城 洋司 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 2 2013/8/25 諏訪 008
楓山 紘一 長野県 小県郡長和町 2 2013/8/25 諏訪 010
秋田 雄五 徳島県 徳島市 2 2013/8/25 諏訪 012
長谷川 いく子 神奈川県 小田原市 2 2013/8/25 諏訪 013
高田 直則 北海道 札幌市清田区 2 2013/7/21 苫小牧 001
中村 征行 北海道 札幌市南区 2 2013/7/21 苫小牧 002
千島 豊 北海道 札幌市清田区 2 2013/7/21 苫小牧 004
上井 悦夫 北海道 札幌市手稲区 東家うさぎの会 2 2013/7/21 苫小牧 005
中垣 徳一 北海道 登別市 2 2013/7/21 苫小牧 007
今村 隆 北海道 勇払郡むかわ町 2 2013/7/21 苫小牧 009
渡辺 克巳 北海道 札幌市白石区 2 2013/7/21 苫小牧 010
永嶺 豊司 北海道 二海郡八雲町 2 2013/7/21 苫小牧 014
石川 隆 埼玉県 入間市 2 2013/7/21 苫小牧 020
今野 卓矢 北海道 登別市 2 2013/7/21 苫小牧 023
疋田 歩三夫 北海道 苫小牧市 2 2013/7/21 苫小牧 024
飯田 正博 北海道 札幌市厚別区 2 2013/7/21 苫小牧 025
芳形 正幹 北海道 千歳市 2 2013/7/21 苫小牧 026
秋田 敬 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 001
岩館 飛馬 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 002
小山内 史歩 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 003
梶沼 侑斗 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 004
河合 木乃実 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 005
小只 源輝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 007
杉原 悠佑 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 009
富樫 幹太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 010
梨木 慎之介 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 011
西山 拓也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 012
古永 健 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 013
松田 龍大 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 014
柳本 湧麿 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 015
猪谷 有未 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 018
今村 俊樹 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 019
川島 翼 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 020
齋藤 直弥 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 021
佐久間 愛実 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 022
関谷 宏大 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 023
船曳 健也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 024
守谷 勇也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/7/11 幌加内 025
宮原 祐輔 北海道 札幌市豊平区 2 2013/7/11 幌加内 026
嶺岸 智也 北海道 雨竜郡幌加内町 （株）北村そば製粉 2 2013/7/11 幌加内 027
蓑口 達矢 北海道 深川市 （株）北村そば製粉 2 2013/7/11 幌加内 028
児玉 敏明 北海道 上川郡剣淵町 2 2013/7/11 幌加内 029
西出 清 福井県 坂井市 2 2013/7/7 美山 001
小倉 佐代子 福井県 福井市 2 2013/7/7 美山 002
竹内 君子 福井県 大野市 2 2013/7/7 美山 003
吉永 良英 福井県 福井市 2 2013/7/7 美山 005
前田 幸典 福井県 越前市 2 2013/7/7 美山 006
瀬戸 茂夫 福井県 坂井市 2 2013/7/7 美山 007
中島 勉 北海道 網走郡美幌町 2 2013/6/30 中標津 003
晴山 みゆき 北海道 札幌市白石区 2 2013/6/30 中標津 004
外山 久美子 北海道 野付郡別海町 2 2013/6/30 中標津 005
前原 政文 北海道 標津郡中標津町 2 2013/6/30 中標津 006
小山 宏之 北海道 標津郡中標津町 2 2013/6/30 中標津 008
守田 景輔 北海道 上川郡清水町 2 2013/6/30 中標津 009
小林 美恵子 北海道 河東郡音更町 2 2013/6/16 十勝 001



手塚 正則 北海道 釧路市 2 2013/6/16 十勝 002
金森 利雄 北海道 雨竜郡秩父別町 2 2013/6/15 奈井江 002
島 隆 北海道 北広島市 2 2013/6/15 奈井江 004
齋藤 良江 北海道 美唄市 2 2013/6/15 奈井江 005
関野 明 北海道 旭川市 2 2013/6/15 奈井江 009
久米谷 勇 千葉県 富里市 2 2013/6/2 千蕎 003
五関 健三 千葉県 市川市 2 2013/6/2 千蕎 004
斎藤 溶子 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2013/6/2 千蕎 005
泉水 敏昭 千葉県 佐倉市 2 2013/6/2 千蕎 007
野村 廣 千葉県 市原市 2 2013/6/2 千蕎 009
長谷川 功 千葉県 四街道市 2 2013/6/2 千蕎 010
森田 美博 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2013/6/2 千蕎 012
鎌倉 高一 千葉県 四街道市 2 2013/6/2 千蕎 014
鈴木 一夫 神奈川県 伊勢原市 伊勢原蕎麦打ち倶楽部 2 2013/6/1 東京 005
永井 勇次 栃木県 小山市 2 2013/6/1 東京 007
藤木 健 東京都 三鷹市 2 2013/6/1 東京 009
岡峯 正憲 富山県 氷見市 2 2013/5/26 越前 001
山本 文昭 福井県 福井市 2 2013/5/26 越前 004
下村 修身 福井県 福井市 2 2013/5/26 越前 005
朴木 勲 富山県 氷見市 2 2013/5/26 越前 009
山田 輝一 福井県 坂井市 2 2013/5/26 越前 010
岩崎 理恵 大阪府 守口市 2 2013/5/26 越前 012
山下 善久 福井県 福井市 2 2013/5/26 越前 013
濱本 晴美 富山県 射水市 2 2013/5/26 越前 015
笹本 英夫 北海道 札幌市手稲区 2 2013/4/27 石狩 001
松田 久未子 北海道 虻田郡喜茂別町 2 2013/4/27 石狩 003
雨野 正治 北海道 増毛郡増毛町 2 2013/4/27 石狩 004
村田 健一 北海道 札幌市東区 2 2013/4/27 石狩 008
松田 薫 北海道 虻田郡喜茂別町 2 2013/4/27 石狩 009
大森 芳則 北海道 増毛郡増毛町 2 2013/4/27 石狩 010
山田 仁雄 北海道 余市郡仁木町 2 2013/4/27 石狩 012
松田 聡美 北海道 虻田郡喜茂別町 2 2013/4/27 石狩 013
中野 友樹 北海道 留萌市 2 2013/4/27 石狩 014
渡辺 孝吉 埼玉県 川口市 2 2013/4/21 那須 001
坂本 正博 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2013/4/21 那須 002
仁平 芹佳 栃木県 宇都宮市 2 2013/4/21 那須 005
小松 弘幸 福島県 いわき市 2 2013/4/21 那須 006
渡辺 フチ 栃木県 宇都宮市 2 2013/4/21 那須 007
池田 好治 栃木県 塩谷郡高根沢町 2 2013/4/21 那須 009
舟山 英二 栃木県 矢板市 2 2013/4/21 那須 010
村上 直美 福島県 いわき市 2 2013/4/21 那須 011
平山 梅男 福島県 白河市 2 2013/4/21 那須 012
竹田 浩二 北海道 紋別郡雄武町 2 2013/3/24 紋別 002
近江谷 春夫 北海道 紋別郡雄武町 2 2013/3/24 紋別 005
大場 昇 北海道 紋別郡雄武町 2 2013/3/24 紋別 007
牧野 京子 北海道 紋別郡雄武町 2 2013/3/24 紋別 009
渡部 洋光 福島県 大沼郡会津美里町 2 2013/3/23 山都 004
滝田 忠男 福島県 須賀川市 2 2013/3/23 山都 005
木村 吉之助 福島県 田村市 2 2013/3/23 山都 006
田子 清治 福島県 いわき市 2 2013/3/23 山都 007
有坂 正一 福島県 いわき市 2 2013/3/23 山都 009
柳沼 忠雄 福島県 郡山市 2 2013/3/23 山都 013
大和田 守 福島県 郡山市 2 2013/3/23 山都 014
星 義道 福島県 南会津郡南会津町 2 2013/3/23 山都 015
斎藤 竹子 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2013/3/23 山都 016
伊藤 修 福島県 郡山市 2 2013/3/23 山都 018
坂田 登 福島県 田村市 2 2013/3/23 山都 019
小森 一美 栃木県 大田原市 2 2013/3/23 山都 020
塚本 智 北海道 二海郡八雲町 2 2013/3/10 道南 001



大久保 昇 北海道 室蘭市 2 2013/3/10 道南 002
白府 真之 北海道 函館市 2 2013/3/10 道南 004
佐藤 睦 秋田県 由利本荘市 2 2013/3/10 道南 005
塚田 征美 北海道 松前郡松前町 道南ブロック手打ちそば推進協議会 2 2013/3/10 道南 012
門山 実 北海道 登別市 2 2013/3/10 道南 013
畠山 正雄 北海道 旭川市 2 2013/3/3 北竜 001
野尻 政嗣 北海道 旭川市 2 2013/3/3 北竜 002
藤田 夏樹 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2013/3/3 北竜 006
佐藤 直一 北海道 上川郡比布町 2 2013/3/3 北竜 010
山本 智寛 北海道 小樽市 2 2013/3/3 北竜 014
澤田 純之 北海道 天塩郡幌延町 2 2013/3/3 北竜 016
池田 タイ子 栃木県 那須塩原市 2 2013/2/8 茨城 002
仲山 哲明 栃木県 矢板市 2 2013/2/8 茨城 003
荒川 東海男 茨城県 日立市 2 2013/2/8 茨城 004
梅林 登美 茨城県 常総市 2 2013/2/8 茨城 005
鈴木 充 茨城県 坂東市 2 2013/2/8 茨城 006
髙橋 修 茨城県 水戸市 2 2013/2/8 茨城 008
澤田 博子 茨城県 水戸市 2 2013/2/8 茨城 015
間中 主 茨城県 坂東市 2 2013/2/8 茨城 016
菱沼 泰二 茨城県 石岡市 2 2013/2/8 茨城 019
大里 久雄 埼玉県 川越市 2 2013/1/14 埼玉 020
江川 美智子 埼玉県 川口市 2 2013/1/14 埼玉 021
大野 博邦 埼玉県 上尾市 2 2013/1/14 埼玉 023
喜納 舞 茨城県 守谷市 2 2013/1/14 埼玉 026
高山 徹 埼玉県 深谷市 2 2013/1/14 埼玉 032
田熊 崇 埼玉県 さいたま市中央区 2 2013/1/14 埼玉 033
平井 洋子 埼玉県 南埼玉郡白岡町 2 2013/1/14 埼玉 034
松井 俊二 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2013/1/14 埼玉 035
宮野 廣 群馬県 前橋市 2 2013/1/14 埼玉 036
赤羽 五郎 埼玉県 久喜市菖蒲町 2 2013/1/14 埼玉 041
伊藤 晃義 埼玉県 桶川市 2 2013/1/14 埼玉 043
朝賀 俊文 埼玉県 鴻巣市 2 2013/1/14 埼玉 044
春日 信之 埼玉県 さいたま市見沼区 2 2013/1/14 埼玉 046
高橋 賢治 千葉県 流山市 2 2013/1/14 埼玉 047
出浦 伴子 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2013/1/13 埼玉 002
亀 俊男 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2013/1/13 埼玉 005
小倉 輝夫 埼玉県 桶川市 2 2013/1/13 埼玉 007
諏訪 千恵子 埼玉県 入間市 2 2013/1/13 埼玉 011
田口 房男 栃木県 宇都宮市 2 2013/1/13 埼玉 013
大熊 吉久 埼玉県 春日部市 2 2013/1/13 埼玉 018
矢島 武 長野県 松本市 2 2012/12/2 根羽 001
大鋸 勝郎 岐阜県 加茂郡八百津町 2 2012/12/2 根羽 002
竹林 敏 岐阜県 飛騨市 2 2012/12/2 根羽 003
村上 光宣 愛知県 豊田市 2 2012/12/2 根羽 005
中切 優喜造 岐阜県 飛騨市 2 2012/12/2 根羽 008
千賀 洋二 愛知県 知多郡美浜町 和そば打ち道場 2 2012/12/2 根羽 009
大久保 行庸 長野県 上田市 2 2012/12/2 根羽 010
木下 好幸 静岡県 浜松市天竜区 2 2012/12/2 根羽 011
下手 美彦 岐阜県 下呂市 2 2012/12/2 根羽 012
河出 富男 愛知県 豊田市 2 2012/12/2 根羽 013
堤 恵美子 岐阜県 飛騨市 2 2012/12/2 根羽 015
松本 輝夫 愛知県 豊田市 2 2012/12/2 根羽 016
金子 隼人 長野県 埴科郡坂城町 2 2012/12/2 根羽 019
山崎 国利 愛知県 豊田市 2 2012/12/2 根羽 020
水野 香織 愛知県 知多郡美浜町 2 2012/12/2 根羽 021
狭間 一紀 岐阜県 飛騨市 2 2012/12/2 根羽 022
井熊 洋司 静岡県 浜松市中区 2 2012/12/2 根羽 024
柳沼 恵 福島県 郡山市 2 2012/12/1 寒河江 001
上山 建二 岩手県 盛岡市 2 2012/12/1 寒河江 003



佐久間 孝 福島県 郡山市 2 2012/12/1 寒河江 004
岡崎 武廣 山形県 天童市 2 2012/12/1 寒河江 005
飛田 勝衛 福島県 郡山市 2 2012/12/1 寒河江 006
上野 喜勝 福島県 郡山市 2 2012/12/1 寒河江 007
吉鷹 公久 宮城県 登米市 2 2012/12/1 寒河江 008
白井 博 宮城県 仙台市泉区 青葉手打そば教室　青蕎会 2 2012/12/1 寒河江 010
橋本 憲治 福島県 白河市 2 2012/12/1 寒河江 012
桑島 保 山形県 東置賜郡高畠町 2 2012/12/1 寒河江 014
後藤 幸弘 愛知県 春日井市 2 2012/11/25 名古屋 002
鈴木 よし子 静岡県 藤枝市 遠州浜松　そば道場 2 2012/11/25 名古屋 003
畠山 登久子 静岡県 藤枝市 遠州浜松　そば道場 2 2012/11/25 名古屋 005
吉川 良一 東京都 町田市 2 2012/11/25 名古屋 006
松本 昭次 岐阜県 可児市 2 2012/11/25 名古屋 008
中井 俊雄 東京都 町田市 2 2012/11/25 名古屋 009
中川 俊郎 大阪府 茨木市 2 2012/11/24 三田 030
熊本 豊子 兵庫県 尼崎市 2 2012/11/24 三田 033
山下 幸男 大阪府 東大阪市 2 2012/11/24 三田 036
竹村 大介 大阪府 寝屋川市 京阪奈蕎麦打倶楽部 2 2012/11/24 三田 037
人見 和子 栃木県 那須塩原市 2 2012/11/24 日光 004
齋藤 勝彦 茨城県 北茨城市 2 2012/11/24 日光 008
鈴木 賢二 埼玉県 春日部市 2 2012/11/24 日光 019
菊地 裕子 栃木県 那須塩原市 2 2012/11/24 日光 022
松田 美千代 兵庫県 芦屋市 2 2012/11/23 三田 002
山本 英生 兵庫県 西宮市 2 2012/11/23 三田 005
坂口 美和子 大阪府 大阪市淀川区 2 2012/11/23 三田 006
坂本 軍治郎 大阪府 大阪市阿倍野区 2 2012/11/23 三田 007
増井 増尾 大阪府 四條畷市 2 2012/11/23 三田 008
岩波 照夫 大阪府 茨木市 2 2012/11/23 三田 010
岡田 真由味 大阪府 大阪市中央区 2 2012/11/23 三田 013
砂野 吏志 大阪府 大阪市旭区 2 2012/11/23 三田 016
佐藤 信英 大阪府 枚方市 2 2012/11/23 三田 020
中林 充 大阪府 河内長野市 2 2012/11/23 三田 021
田村 康則 大阪府 高槻市 2 2012/11/23 三田 022
上水流 勝行 兵庫県 姫路市広畑区 2 2012/11/23 三田 023
脇寺 美代子 大阪府 吹田市 2 2012/11/23 三田 024
岡山 耕二 大阪府 大阪市住之江区 2 2012/11/23 三田 025
福田 秀樹 兵庫県 加東市 2 2012/11/23 三田 026
西川 謙三 兵庫県 伊丹市 2 2012/11/23 三田 027
坪井 忠久 大阪府 河内長野市 2 2012/11/18 泉北 001
片上 伴子 大阪府 河内長野市 2 2012/11/18 泉北 003
角 千代子 大阪府 河内長野市 2 2012/11/18 泉北 004
立田 篤 大阪府 枚方市 2 2012/11/18 泉北 007
中野 正義 大阪府 大阪市大正区 2 2012/11/18 泉北 008
則岡 麻美 大阪府 大阪狭山市 2 2012/11/18 泉北 011
長谷川 昌幸 大阪府 河内長野市 2 2012/11/18 泉北 012
人長 玲子 大阪府 高槻市 2 2012/11/18 泉北 013
水橋 清 大阪府 堺市堺区 2 2012/11/18 泉北 018
小林 久美子 北海道 名寄市 2 2012/11/4 当麻 003
長谷 シズカ 北海道 旭川市 2 2012/11/4 当麻 005
松尾 眞澄 北海道 稚内市 2 2012/11/4 当麻 008
森本 洋一 北海道 江別市 2 2012/11/4 当麻 009
辻 正行 三重県 鈴鹿市 2 2012/10/27 いなべ 006
瀬古 義雄 三重県 鈴鹿市 2 2012/10/27 いなべ 007
三輪 篤史 三重県 尾鷲市 2 2012/10/27 いなべ 012
北村 伊都子 三重県 北牟婁郡紀北町 2 2012/10/27 いなべ 013
岡田 満 三重県 三重郡菰野町 2 2012/10/27 いなべ 014
近江 隆一 三重県 三重郡菰野町 2 2012/10/27 いなべ 015
宇佐見 啓市 三重県 四日市市 2 2012/10/27 いなべ 016
水野 八雄 三重県 鈴鹿市 2 2012/10/27 いなべ 018



杉谷 麻利子 岡山県 倉敷市 2 2012/10/14 岡山 006
左近充 昌子 宮崎県 宮崎市 2 2012/10/14 岡山 014
村上 守正 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2012/10/14 岡山 016
新見 芳宣 広島県 廿日市市 2 2012/10/14 岡山 017
野木 幸子 広島県 三原市 2 2012/10/14 岡山 018
飯田 廣治 岡山県 浅口市 2 2012/10/14 岡山 019
松澤 道子 兵庫県 宝塚市 2 2012/10/14 岡山 020
大西 悦子 岡山県 高梁市 2 2012/10/14 岡山 021
水永 和廣 宮崎県 延岡市 2 2012/10/14 岡山 022
松尾 恆政 岡山県 倉敷市 2 2012/10/14 岡山 025
佐伯 民生 兵庫県 神戸市北区 2 2012/10/14 岡山 027
川田 克彦 埼玉県 さいたま市見沼区 2 2012/10/14 板橋 007
廣瀬 千幸 東京都 新宿区 2 2012/10/14 板橋 008
土谷 和栄 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2012/10/14 板橋 012
森 浩史 埼玉県 さいたま市緑区 2 2012/10/14 板橋 014
金子 光雄 千葉県 千葉市若葉区 2 2012/10/14 板橋 015
大谷 博之 千葉県 佐倉市 2 2012/10/14 板橋 016
田中 律子 東京都 葛飾区 2 2012/10/14 板橋 017
松崎 修 北海道 江別市 2 2012/9/29 浦臼 001
近井 俊幸 北海道 北見市 2 2012/9/29 浦臼 002
宮崎 公男 北海道 札幌市中央区 2 2012/9/29 浦臼 004
荒木 正幸 北海道 江別市 2 2012/9/29 浦臼 006
杉本 等 北海道 札幌市清田区 2 2012/9/29 浦臼 007
阿部 蘭 群馬県 渋川市 2 2012/9/29 老神 001
小林 琢矢 群馬県 利根郡昭和村 2 2012/9/29 老神 002
大木 啓子 群馬県 太田市 2 2012/9/29 老神 003
舟田 眞志 群馬県 安中市 2 2012/9/29 老神 004
田島 英美 群馬県 伊勢崎市 2 2012/9/29 老神 006
奈良 武夫 群馬県 渋川市 2 2012/9/29 老神 009
福田 日出夫 栃木県 日光市 2 2012/9/29 老神 011
伊藤 美佳 群馬県 渋川市 2 2012/9/29 老神 012
宍戸 海音佳 群馬県 沼田市 2 2012/9/29 老神 013
金谷 君江 群馬県 太田市 2 2012/9/29 老神 014
石田 厚美 群馬県 みどり市 2 2012/9/29 老神 015
荻原 久和 群馬県 伊勢崎市 2 2012/9/29 老神 017
佐藤 茉里乃 群馬県 沼田市 2 2012/9/29 老神 023
冨田 幸男 群馬県 太田市 太田こだわり蕎麦の会 2 2012/9/29 老神 024
小澤 更紗 群馬県 渋川市 2 2012/9/29 老神 025
舟田 文枝 群馬県 安中市 2 2012/9/29 老神 027
小松原 和行 栃木県 佐野市 2 2012/9/29 老神 029
柴田 整一 栃木県 日光市 2 2012/9/29 老神 030
青木 辰昇 群馬県 伊勢崎市 2 2012/9/29 老神 031
飯塚 卓巳 群馬県 高崎市 2 2012/9/29 老神 032
山越 新雄 栃木県 日光市 2 2012/9/29 老神 033
須田 夏紀 群馬県 沼田市 2 2012/9/29 老神 035
松井 秀斗 群馬県 沼田市 2 2012/9/29 老神 037
佐藤 國廣 栃木県 宇都宮市 2 2012/9/29 老神 038
伊澤 曉子 栃木県 宇都宮市 2 2012/9/29 老神 040
髙田 幸一 栃木県 鹿沼市 2 2012/9/29 老神 041
大庭 典章 富山県 富山市 2 2012/9/23 利賀 001
稲松 義広 富山県 南砺市 2 2012/9/23 利賀 003
橋本 幸雄 富山県 高岡市 富山そば研究会 2 2012/9/23 利賀 005
棚村 和子 富山県 中新川郡立山町 2 2012/9/23 利賀 006
森内 啓子 富山県 魚津市 新川学びの森そば打ち愛好会 2 2012/9/23 利賀 007
山崎 幹雄 富山県 富山市 2 2012/9/23 利賀 008
久保 銈司郎 富山県 中新川郡上市町 2 2012/9/23 利賀 009
森 雄一 富山県 南砺市 富山そば研究会 2 2012/9/23 利賀 011
横山 秀子 富山県 中新川郡立山町 2 2012/9/23 利賀 012
奥原 喜三 長野県 松本市 2 2012/9/16 松本 003



上條 禮子 長野県 松本市 2 2012/9/16 松本 004
草間 幸男 長野県 松本市 2 2012/9/16 松本 005
小林 美智子 長野県 千曲市 2 2012/9/16 松本 006
古田 淑子 長野県 松本市 2 2012/9/16 松本 012
山本 榮吉 長野県 中野市 2 2012/9/16 松本 013
藤井 正 千葉県 千葉市緑区 2 2012/9/16 千葉 010
木寺 美幸 千葉県 松戸市 蕎麦喰地蔵尊　蕎麦打ち会 2 2012/9/16 千葉 011
佐藤 昭勝 千葉県 四街道市 2 2012/9/16 千葉 012
宮田 和雄 千葉県 我孫子市 2 2012/9/16 千葉 014
江口 正男 千葉県 東金市 2 2012/9/16 千葉 017
柳橋 恒久 千葉県 千葉市稲毛区 2 2012/9/16 千葉 018
藤島 恒平 千葉県 千葉市美浜区 2 2012/9/16 千葉 019
小川 有三 千葉県 松戸市 蕎麦喰地蔵尊　蕎麦打ち会 2 2012/9/16 千葉 020
大川 俊蔵 千葉県 千葉市緑区 2 2012/9/16 千葉 021
吉田 博史 千葉県 千葉市稲毛区 2 2012/9/16 千葉 023
山根 壯介 千葉県 茂原市 2 2012/9/16 千葉 025
木村 秀幸 千葉県 千葉市花見川区 2 2012/9/16 千葉 027
西 正美 千葉県 習志野市 2 2012/9/16 千葉 028
飯島 四朗 千葉県 東金市 2 2012/9/16 千葉 031
山口 太郎 東京都 世田谷区 2 2012/9/16 千葉 032
福井 英夫 千葉県 我孫子市 2 2012/9/16 千葉 033
濁川 光雄 新潟県 妙高市 2 2012/8/26 諏訪 001
小池 隆吉 長野県 小県郡長和町 2 2012/8/26 諏訪 002
金澤 正廣 長野県 小県郡長和町 2 2012/8/26 諏訪 003
斉藤 多助 新潟県 上越市 2 2012/8/26 諏訪 004
加藤 正秀 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2012/8/26 諏訪 005
福澤 正隆 長野県 長野市 2 2012/8/26 諏訪 006
沖 正雄 長野県 松本市 2 2012/8/26 諏訪 007
唐沢 和夫 長野県 伊那市 2 2012/8/26 諏訪 010
下島 功 神奈川県 平塚市 2 2012/8/26 諏訪 011
三好 さき子 長野県 安曇野市 2 2012/8/26 諏訪 012
青木 優美子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 001
柿崎 華也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 002
木村 美乃梨 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 003
齊藤 駿之介 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 005
佐藤 創一 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 006
谷口 悠人 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 007
田野 明美 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 008
川上 瑞奈 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 010
中島 晃二 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 011
片田 久美子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2012/7/20 幌内 012
牧野 政隆 北海道 登別市 2 2012/7/8 苫小 001
土居 百合子 北海道 苫小牧市 2 2012/7/8 苫小 002
山崎 純男 北海道 札幌市手稲区 2 2012/7/8 苫小 003
枝並 国勝 北海道 札幌市白石区 2 2012/7/8 苫小 004
吉田 由香 北海道 札幌市東区 札幌蕎道会 2 2012/7/8 苫小 007
加我 雅隆 北海道 札幌市中央区 札幌蕎道会 2 2012/7/8 苫小 008
岡野 彰 北海道 札幌市豊平区 2 2012/7/8 苫小 009
経塚 民男 北海道 小樽市 2 2012/7/8 苫小 013
栗原 充弥 北海道 河東郡音更町 2 2012/7/8 苫小 016
西内 眞紀 北海道 札幌市手稲区 2 2012/7/8 苫小 019
北川 秀知 北海道 札幌市南区 2 2012/7/8 苫小 020
杉本 真紀 北海道 札幌市清田区 2 2012/7/8 苫小 023
笹木 義一 北海道 帯広市 2 2012/7/8 苫小 024
河本 留美 北海道 標津郡標津町 2 2012/6/24 中標 003
大垣 美雪 北海道 標津郡標津町 2 2012/6/24 中標 004
大平 美咲 北海道 標津郡中標津町 2 2012/6/24 中標 007
川村 康雄 大阪府 交野市 2 2012/6/24 美山 001
北 定 福井県 福井市 2 2012/6/24 美山 002



河合 照美 福井県 福井市 2 2012/6/24 美山 003
森本 盛雄 福井県 福井市 2 2012/6/24 美山 004
竹内 浩三 福井県 坂井市 2 2012/6/24 美山 005
銅子 又衛 福井県 大野市 2 2012/6/24 美山 006
渡辺 千香子 福井県 坂井市 2 2012/6/24 美山 008
粟田 由貴江 福井県 福井市 2 2012/6/24 美山 009
宮地 静子 福井県 福井市 2 2012/6/24 美山 011
近藤 貞範 福井県 福井市 2 2012/6/24 美山 012
西村 富江 岐阜県 郡上市 2 2012/6/24 美山 016
姉崎 慎二 北海道 広尾郡大樹町 2 2012/6/17 十勝 002
川崎 年尉 北海道 河西郡中札内村 2 2012/6/17 十勝 003
吉井 真 北海道 河東郡上士幌町 2 2012/6/17 十勝 004
波多野 真智子 北海道 河東郡上士幌町 2 2012/6/17 十勝 008
朝倉 勝 北海道 上川郡新得町 2 2012/6/17 十勝 009
大根田 求 栃木県 宇都宮市 2 2012/6/9 東京 001
菊地 敏明 千葉県 袖ヶ浦市 2 2012/6/9 東京 002
猪狩 健一 福島県 いわき市 2 2012/6/9 東京 003
深野 和良 東京都 八王子市 2 2012/6/9 東京 004
髙木 孝 東京都 府中市 2 2012/6/9 東京 005
北川 啓輔 東京都 調布市 2 2012/6/9 東京 009
大西 徳太郎 東京都 世田谷区 2 2012/6/9 東京 010
福舛 武次郎 東京都 小平市 2 2012/6/9 東京 011
今泉 民彬 神奈川県 横浜市神奈川区 2 2012/6/9 東京 013
武田 真一 神奈川県 横浜市緑区 2 2012/6/9 東京 014
粉川 邦夫 埼玉県 春日部市 洋子蕎麦打ち倶楽部 2 2012/6/9 東京 015
藤田 泰則 東京都 杉並区 2 2012/6/9 東京 017
高橋 正 埼玉県 さいたま市西区 2 2012/6/9 東京 018
奥田 隆則 東京都 渋谷区 特別個人会員 2 2012/6/9 東京 019
出原 和夫 北海道 士別市 多寄町そば打ち愛好会 2 2012/6/9 奈江 003
久木 笑美子 北海道 岩見沢市 2 2012/6/9 奈江 006
大久保 松枝 北海道 士別市 2 2012/6/9 奈江 007
小川 清 北海道 士別市 2 2012/6/9 奈江 008
星 清一 北海道 旭川市 2 2012/6/9 奈江 009
遠藤 優 北海道 札幌市厚別区 北広島手打ちそば愛好会 2 2012/6/9 奈江 011
百足 一隆 福井県 勝山市 2 2012/6/3 越前 002
田中 豊実 福井県 大野市 2 2012/6/3 越前 004
柿沼 祐一 大阪府 茨木市 2 2012/6/3 越前 006
羽生 英昭 福井県 勝山市 2 2012/6/3 越前 007
奥村 茂 京都府 城陽市 2 2012/6/3 越前 008
村上 行義 福井県 勝山市 2 2012/6/3 越前 010
加藤 正夫 福井県 鯖江市 2 2012/6/3 越前 014
高島 伸明 福井県 鯖江市 2 2012/6/3 越前 015
浦木 昭孝 大阪府 茨木市 2 2012/6/3 越前 016
猪野 邦司 千葉県 千葉市若葉区 2 2012/6/3 千蕎 001
圓崎 真弓 埼玉県 久喜市 2 2012/6/3 千蕎 002
小田 二成 千葉県 四街道市 2 2012/6/3 千蕎 003
片岡 昌宣 茨城県 つくば市 2 2012/6/3 千蕎 004
桂木 賢一 茨城県 土浦市 2 2012/6/3 千蕎 005
瀬畑 高史 千葉県 四街道市 2 2012/6/3 千蕎 008
須藤 吉信 千葉県 千葉市美浜区 2 2012/6/3 千蕎 009
長谷川 肇 千葉県 山武市 2 2012/6/3 千蕎 010
深谷 秀雄 千葉県 四街道市 2 2012/6/3 千蕎 011
髙木 貞男 新潟県 長岡市 越後ながおかそばの会 2 2012/5/20 飯伊 006
植木 眞人 新潟県 長岡市 越後ながおかそばの会 2 2012/5/20 飯伊 007
島田 浩二 新潟県 長岡市 越後ながおかそばの会 2 2012/5/20 飯伊 008
山本 勝利 新潟県 長岡市 2 2012/5/20 飯伊 009
満木 英機 長野県 小諸市 2 2012/5/20 飯伊 010
吉原 重利 長野県 上田市 2 2012/5/20 飯伊 012
坂井 陽子 新潟県 長岡市 越後ながおかそばの会 2 2012/5/20 飯伊 013



安藤 正代 群馬県 前橋市 2 2012/5/20 飯伊 015
西村 秀子 東京都 江戸川区 2 2012/5/20 飯伊 016
森 忠義 東京都 清瀬市 2 2012/5/20 飯伊 018
林 しのぶ 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2012/5/20 飯伊 020
大澤 孝夫 長野県 上伊那郡中川村 2 2012/5/20 飯伊 021
西川 恵子 北海道 小樽市 2 2012/4/28 石狩 003
松井 さとゑ 北海道 小樽市 2 2012/4/28 石狩 004
古澤 由紀子 北海道 留萌市 2 2012/4/28 石狩 006
釜谷 豊和 北海道 岩内郡岩内町 2 2012/4/28 石狩 008
松本 智 北海道 札幌市西区 2 2012/4/28 石狩 009
小崎 伸之 北海道 石狩市 2 2012/4/28 石狩 012
一條 文武 北海道 小樽市 2 2012/4/28 石狩 014
杉本 信行 北海道 岩見沢市 2 2012/4/28 石狩 015
山村 國雄 北海道 小樽市 2 2012/4/28 石狩 018
長峰 一真 福島県 大沼郡会津美里町 2 2012/3/24 山都 001
岩島 恵美子 北海道 千歳市 2 2012/3/24 山都 002
木間 方明 新潟県 長岡市 2 2012/3/24 山都 004
増田 真由美 新潟県 三条市 2 2012/3/24 山都 005
武藤 英一 福島県 大沼郡会津美里町 2 2012/3/24 山都 006
小森 福久 栃木県 小山市 2 2012/3/24 山都 007
増子 勝昭 福島県 石川郡石川町 石川そば同好会 2 2012/3/24 山都 008
山田 光彦 茨城県 常陸大宮市 2 2012/3/24 山都 009
白石 力 福島県 田村市 2 2012/3/24 山都 010
鹿島 保夫 福島県 会津若松市 2 2012/3/24 山都 012
齋藤 君子 栃木県 那須郡西那須野町 2 2012/3/24 山都 013
金山 敏子 新潟県 燕市 2 2012/3/24 山都 015
穂積 友祥 福島県 白河市 2 2012/3/24 山都 016
恩塚 秀彦 福島県 郡山市 2 2012/3/24 山都 018
日向 政夫 北海道 函館市 2 2012/3/11 道南 005
村田 則明 北海道 函館市 2 2012/3/11 道南 008
福田 英昭 北海道 函館市 2 2012/3/11 道南 009
今井 正豐 北海道 函館市 2 2012/3/11 道南 010
佐藤 征利 北海道 函館市 2 2012/3/11 道南 012
片桐 隆 北海道 山越郡長万部町 2 2012/3/11 道南 015
クーリー クリスタル 北海道 滝川市 2 2012/3/4 北竜 001
森 智恵 北海道 深川市 2 2012/3/4 北竜 005
横田 秀晴 北海道 天塩郡幌延町 2 2012/3/4 北竜 007
伊藤 芳雄 茨城県 東茨城郡大洗町 2 2012/2/3 茨城 002
瀬尾 茂 茨城県 水戸市 2 2012/2/3 茨城 006
中島 良夫 茨城県 土浦市 2 2012/2/3 茨城 007
坪井 早苗 茨城県 常陸大宮市 2 2012/2/3 茨城 008
上方 和男 茨城県 つくば市 2 2012/2/3 茨城 009
佐藤 秀夫 福島県 郡山市 2 2012/2/3 茨城 010
相馬 トシイ 栃木県 那須塩原市 2 2012/2/3 茨城 013
中村 知夫 福島県 いわき市 2 2012/2/3 茨城 016
佐藤 富雄 福島県 いわき市 2 2012/2/3 茨城 017
関川 浩二 埼玉県 春日部市 2 2012/1/9 埼玉 024
大川戸 幸子 埼玉県 上尾市 2 2012/1/9 埼玉 027
山田 俊二 栃木県 宇都宮市 2 2012/1/9 埼玉 028
増田 富夫 埼玉県 さいたま市緑区 2 2012/1/9 埼玉 029
寺島 義廣 埼玉県 上尾市 2 2012/1/9 埼玉 030
石槻 次男 栃木県 宇都宮市 2 2012/1/9 埼玉 032
内田 喜啓 埼玉県 久喜市 2 2012/1/9 埼玉 035
菅野 幸夫 埼玉県 鴻巣市 2 2012/1/9 埼玉 036
渡利 良子 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2012/1/9 埼玉 041
鈴木 美代子 埼玉県 上尾市 2 2012/1/9 埼玉 045
髙橋 喜美子 埼玉県 上尾市 2 2012/1/9 埼玉 052
小林 正幸 栃木県 栃木市 2 2012/1/9 埼玉 053
大森 基次 千葉県 柏市 2 2012/1/9 埼玉 054



竹村 利通 茨城県 古河市 2 2012/1/9 埼玉 062
渡辺 秀昭 埼玉県 上尾市 2 2012/1/9 埼玉 063
山本 寛 栃木県 宇都宮市 2 2012/1/9 埼玉 067
遠藤 盛重 栃木県 小山市 2 2012/1/9 埼玉 068
増田 君子 埼玉県 上尾市 2 2012/1/9 埼玉 072
井浦 和信 埼玉県 行田市 2 2012/1/9 埼玉 075
小澤 雅晴 東京都 町田市 2 2012/1/9 埼玉 076
永島 宏章 埼玉県 行田市 2 2012/1/9 埼玉 077
工藤 英則 埼玉県 越谷市 2 2012/1/9 埼玉 080
竹内 康夫 埼玉県 上尾市 2 2012/1/8 埼玉 002
久保田 達夫 千葉県 野田市 2 2012/1/8 埼玉 004
平賀 由美子 埼玉県 鴻巣市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 2 2012/1/8 埼玉 005
斎藤 孝一 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2012/1/8 埼玉 008
廣井 廣志 埼玉県 富士見市 2 2012/1/8 埼玉 009
阿久津 明 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2012/1/8 埼玉 010
斎藤 和行 栃木県 塩谷郡塩谷町 2 2012/1/8 埼玉 016
大津 清友 茨城県 常陸大宮市 2 2012/1/8 埼玉 017
岩田 昇 神奈川県 横浜市南区 2 2012/1/8 埼玉 021
臼井 理 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2012/1/8 埼玉 023
佐藤 隆 宮城県 仙台市太白区 2 2011/12/3 寒江 003
横山 五郎 福島県 郡山市 2 2011/12/3 寒江 006
武田 英樹 岩手県 盛岡市 2 2011/12/3 寒江 008
渡辺 義昭 宮城県 仙台市泉区 青葉手打そば教室　青蕎会 2 2011/12/3 寒江 012
西川 和雄 岩手県 盛岡市 2 2011/12/3 寒江 016
渡辺 トシコ 山形県 寒河江市 2 2011/12/3 寒江 018
青木 雅美 福島県 郡山市 2 2011/12/3 寒江 019
佐藤 義雄 愛知県 豊田市 2 2011/12/3 根羽 002
長沼 宣男 静岡県 袋井市 2 2011/12/3 根羽 003
早川 治利 静岡県 袋井市 2 2011/12/3 根羽 005
三輪 利彦 静岡県 袋井市 2 2011/12/3 根羽 007
中川 慶博 愛知県 長久手町 2 2011/12/3 根羽 008
田中 美佐子 愛知県 知立市 2 2011/12/3 根羽 009
松本 初義 静岡県 浜松市中区 2 2011/12/3 根羽 010
二村 勝 愛知県 豊田市 2 2011/12/3 根羽 011
曽根 悦郎 静岡県 藤枝市 2 2011/12/3 根羽 012
青木 伸治 長野県 中野市 2 2011/12/3 根羽 013
齋藤 美孝 愛知県 知多郡武豊町 2 2011/12/3 根羽 014
福澤 秀明 長野県 駒ヶ根市 2 2011/12/3 根羽 015
海野 充弘 静岡県 藤枝市 2 2011/12/3 根羽 016
戸塚 美枝子 静岡県 掛川市 2 2011/12/3 根羽 017
船田 征孝 長野県 飯田市 2 2011/12/3 根羽 018
中谷 司 愛知県 名古屋市緑区 とこなめそば打ち道場 2 2011/12/3 根羽 020
池野 篤 静岡県 藤枝市 2 2011/12/3 根羽 021
中村 晴海 静岡県 浜松市西区 2 2011/12/3 根羽 022
戸塚 順一 静岡県 掛川市 2 2011/12/3 根羽 023
松山 輝彦 静岡県 浜松市西区 2 2011/12/3 根羽 027
鈴木 幸夫 静岡県 浜松市浜北区 2 2011/12/3 根羽 028
軍記 伸一 愛知県 名古屋市千種区 2 2011/11/27 名古 003
尾﨑 正昭 神奈川県 相模原市中央区 2 2011/11/27 名古 006
武山 博 愛知県 春日井市 2 2011/11/27 名古 007
有馬 信幸 富山県 中新川郡立山町 2 2011/11/27 名古 009
松浪 洋子 岐阜県 可児郡御嵩町 2 2011/11/27 名古 010
黒田 重夫 富山県 中新川郡立山町 2 2011/11/27 名古 011
内田 昌宏 愛知県 知多郡武豊町 2 2011/11/27 名古 012
大矢 允 愛知県 春日井市 2 2011/11/27 名古 013
唐澤 忠正 岐阜県 多治見市 2 2011/11/27 名古 014
渡邉 洋子 岐阜県 可児市 2 2011/11/27 名古 015
能島 聰 富山県 黒部市 黒部そば道楽 2 2011/11/27 名古 016
永澤 一比己 富山県 中新川郡立山町 2 2011/11/27 名古 018



山本 学 兵庫県 川辺郡猪名川町 2 2011/11/23 三田 051
泰垣内 香代 兵庫県 川辺郡猪名川町 2 2011/11/23 三田 052
市場 克己 大阪府 枚方市 2 2011/11/23 三田 054
垣内 耕一 大阪府 八尾市 2 2011/11/23 三田 055
平井 勉 大阪府 四條畷市 2 2011/11/23 三田 056
山下 知香栄 大阪府 東大阪市 2 2011/11/23 三田 057
村上 康子 大阪府 藤井寺市 2 2011/11/23 泉北 002
井上 修 大阪府 泉北郡忠岡町 2 2011/11/23 泉北 007
松澤 仁美 大阪府 和泉市 2 2011/11/23 泉北 008
坂本 知子 大阪府 大阪市中央区 2 2011/11/23 泉北 018
近藤 和俊 大阪府 河内長野市 2 2011/11/23 泉北 019
谷原 鎮郎 大阪府 大東市 2 2011/11/23 泉北 021
松本 利雄 大阪府 南河内郡千早赤坂村 2 2011/11/23 泉北 022
東郷 孝一 兵庫県 加西市 2 2011/11/20 三田 026
多田 秀美 兵庫県 加西市 2 2011/11/20 三田 027
伊井 吉夫 兵庫県 伊丹市 2 2011/11/20 三田 029
津田 千波 大阪府 大阪市西区 2 2011/11/20 三田 034
新谷 啓子 福岡県 北九州市小倉南区 2 2011/11/20 三田 036
田村 直之 山口県 防府市 2 2011/11/20 三田 042
内藤 亮 大阪府 守口市 2 2011/11/20 三田 043
志賀 学 山口県 山口市 2 2011/11/20 三田 046
伊藤 孝志 山口県 山口市 2 2011/11/20 三田 047
早川 邦子 栃木県 宇都宮市 2 2011/11/20 日光 003
加川 正人 宮城県 角田市 青葉手打そば教室　青蕎会 2 2011/11/20 日光 006
佐藤 武義 栃木県 宇都宮市 2 2011/11/20 日光 008
牛頭 岩男 栃木県 宇都宮市 2 2011/11/20 日光 009
本澤 良久 栃木県 日光市 2 2011/11/20 日光 010
山田 道夫 栃木県 宇都宮市 2 2011/11/20 日光 011
川田 滋子 栃木県 宇都宮市 2 2011/11/20 日光 021
佐伯 巳喜男 栃木県 日光市 2 2011/11/20 日光 022
松林 正晴 兵庫県 川西市 2 2011/11/19 三田 005
濱田 行雄 大阪府 豊中市 2 2011/11/19 三田 009
奥岡 昌英 三重県 いなべ市 2 2011/11/19 三田 013
小礒 克巳 大阪府 大阪市住吉区 2 2011/11/19 三田 015
横澤 伸明 大阪府 大阪市北区 2 2011/11/19 三田 018
中村 勝匡 滋賀県 近江八幡市 2 2011/11/19 三田 022
日下 新吾 北海道 札幌市清田区 2 2011/11/6 当麻 005
原田 孝 北海道 天塩郡天塩町 2 2011/11/6 当麻 010
渋谷 泉 北海道 札幌市清田区 2 2011/11/6 当麻 018
妹尾 国策 北海道 旭川市 2 2011/11/6 当麻 019
近藤 靖子 北海道 旭川市 2 2011/11/6 当麻 020
鈴木 香代子 北海道 稚内市 2 2011/11/6 当麻 021
中村 忠良 北海道 札幌市豊平区 2 2011/11/6 当麻 022
並木 謙之介 宮城県 仙台市青葉区 2 2011/10/16 板橋 024
田中 治経 神奈川県 横浜市戸塚区 2 2011/10/16 板橋 025
有田 知義 神奈川県 横浜市泉区 2 2011/10/16 板橋 026
小林 達 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2011/10/16 板橋 027
猪俣 勝太郎 神奈川県 横浜市泉区 2 2011/10/16 板橋 028
氷見 育夫 東京都 板橋区 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2011/10/16 板橋 029
浅井 明済 東京都 町田市 2 2011/10/16 板橋 030
関根 多鶴子 東京都 板橋区 江戸流手打ちそば二・八の会 2 2011/10/16 板橋 032
中村 誠 埼玉県 さいたま市北区 2 2011/10/16 板橋 035
梶川 歳文 東京都 板橋区 2 2011/10/16 板橋 036
戸梶 晃輔 東京都 北区 2 2011/10/16 板橋 038
佐藤 憲典 埼玉県 春日部市 2 2011/10/16 板橋 040
武村 美丈 千葉県 我孫子市 2 2011/10/16 板橋 041
宇佐美 喬 東京都 東久留米市 2 2011/10/16 板橋 044
田中 昭夫 東京都 板橋区 2 2011/10/16 板橋 046
北里 多恵子 埼玉県 さいたま市浦和区 2 2011/10/16 板橋 047



浅見 清治 埼玉県 八潮市 2 2011/10/16 板橋 048
橋田 一夫 東京都 板橋区 2 2011/10/16 板橋 052
神林 秀昭 東京都 板橋区 2 2011/10/16 板橋 053
工藤 明 埼玉県 越谷市 2 2011/10/16 板橋 054
福原 敏二 岡山県 岡山市北区 2 2011/10/2 岡山 003
大熊 公平 岡山県 総社市 2 2011/10/2 岡山 004
藤田 茂 岡山県 岡山市中区 2 2011/10/2 岡山 005
中野 九万男 岡山県 笠岡市 2 2011/10/2 岡山 015
山本 尚快 北海道 滝川市 2 2011/10/2 上砂 004
宮本 靖三 北海道 砂川市 2 2011/10/2 上砂 005
前田 廣 北海道 江別市 2 2011/10/2 上砂 008
入江 勝 長野県 下高井郡木島平村 木島平村名水火口そばの会 2 2011/9/25 松本 001
小沢 栄治 長野県 塩尻市 2 2011/9/25 松本 003
齊藤 石 長野県 長野市 2 2011/9/25 松本 006
長谷川 桃子 兵庫県 宝塚市 2 2011/9/25 松本 012
丸山 進 長野県 長野市 2 2011/9/25 松本 013
峯田 政重 神奈川県 川崎市高津区 2 2011/9/25 松本 014
瀬山 晃 富山県 富山市 2 2011/9/25 利賀 001
河端 日出夫 富山県 高岡市 2 2011/9/25 利賀 006
大村 正敏 富山県 富山市 2 2011/9/25 利賀 008
高瀬 和雄 富山県 魚津市 新川学びの森そば打ち愛好会 2 2011/9/25 利賀 009
小野 龍三 栃木県 宇都宮市 2 2011/9/24 老神 001
石坂 康夫 東京都 杉並区 2 2011/9/24 老神 005
小田嶋 拳士 群馬県 渋川市 2 2011/9/24 老神 006
神澤 妙子 群馬県 高崎市 2 2011/9/24 老神 007
靜 敬治 群馬県 前橋市 2 2011/9/24 老神 008
唐澤 大輔 群馬県 沼田市 2 2011/9/24 老神 009
前原 繁雄 群馬県 桐生市 2 2011/9/24 老神 010
竹内 みや子 栃木県 日光市 2 2011/9/24 老神 013
関根 隆次 埼玉県 熊谷市 2 2011/9/24 老神 014
広瀬 伯行 群馬県 邑楽郡邑楽町 太田こだわり蕎麦の会 2 2011/9/24 老神 016
坂西 成人 群馬県 沼田市 2 2011/9/24 老神 017
青木 大介 群馬県 利根郡川場村 2 2011/9/24 老神 018
宇津野 弘樹 群馬県 沼田市 2 2011/9/24 老神 019
真庭 亮 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2011/9/24 老神 020
藤原 正子 群馬県 邑楽郡大泉町 2 2011/9/24 老神 022
勝又 辰男 福島県 いわき市 2 2011/9/24 老神 024
市場 由美子 群馬県 沼田市 2 2011/9/24 老神 027
宮下 晃 群馬県 太田市 2 2011/9/24 老神 030
秋山 幸枝 群馬県 桐生市 2 2011/9/24 老神 031
細谷 要 群馬県 利根郡川場村 2 2011/9/24 老神 032
中道 理 東京都 東大和市 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2011/9/24 老神 033
小島 光男 栃木県 栃木市 2 2011/9/24 老神 035
篠原 京子 栃木県 日光市 2 2011/9/24 老神 037
高野 春江 群馬県 太田市 2 2011/9/24 老神 040
吉野 智明 群馬県 沼田市 2 2011/9/24 老神 042
伊藤 勇人 栃木県 那須塩原市 2 2011/9/24 老神 043
店橋 明夫 栃木県 那須郡那須町 2 2011/9/24 老神 046
浅野 信彦 千葉県 印西市 2 2011/9/18 千葉 002
市村 敬司 千葉県 習志野市 2 2011/9/18 千葉 003
佐藤 吉一 千葉県 浦安市 2 2011/9/18 千葉 004
竹田 光之 千葉県 千葉市稲毛区 2 2011/9/18 千葉 005
朝田 裕之 千葉県 佐倉市 2 2011/9/18 千葉 006
坂上 隆治 千葉県 八街市 2 2011/9/18 千葉 008
磯貝 文夫 千葉県 習志野市 2 2011/9/18 千葉 009
清水 恒也 千葉県 習志野市 2 2011/9/18 千葉 011
深山 裕幸 千葉県 千葉市中央区 2 2011/9/18 千葉 013
永田 忠義 千葉県 松戸市 2 2011/9/18 千葉 015
渡邊 靖子 千葉県 茂原市 2 2011/9/18 千葉 017



鬼島 紘志 千葉県 八街市 2 2011/9/18 千葉 019
山崎 幸輔 千葉県 浦安市 2 2011/9/18 千葉 021
畑 顕煕 千葉県 千葉市稲毛区 2 2011/9/18 千葉 022
野上 政雄 千葉県 柏市 2 2011/9/18 千葉 025
武口 康江 神奈川県 横浜市磯子区 2 2011/9/18 千葉 027
土屋 芳美 千葉県 千葉市中央区 2 2011/9/18 千葉 031
根本 義信 埼玉県 春日部市 2 2011/9/18 千葉 038
菊池 制夫 神奈川県 逗子市 2 2011/9/18 千葉 041
河田 正久 千葉県 八千代市 2 2011/9/18 千葉 042
黒田 常夫 千葉県 千葉市若葉区 2 2011/9/18 千葉 043
井 誠輔 千葉県 船橋市 2 2011/9/18 千葉 045
牧野 圭介 千葉県 我孫子市 2 2011/9/18 千葉 046
鷹野原 敦子 長野県 茅野市 2 2011/8/28 諏訪 002
東條 清和 長野県 長野市 2 2011/8/28 諏訪 005
柿島 英一郎 長野県 上田市 2 2011/8/28 諏訪 007
及川 誠 東京都 東村山市 2 2011/8/28 諏訪 009
菊地 克夫 神奈川県 小田原市 2 2011/8/28 諏訪 011
佐藤 勉 北海道 札幌市南区 2 2011/7/17 苫小 001
柏倉 幸一 北海道 苫小牧市 2 2011/7/17 苫小 004
太田 進 北海道 北広島市 2 2011/7/17 苫小 008
瀧田 敬 北海道 札幌市清田区 2 2011/7/17 苫小 010
広瀬 克己 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2011/7/17 苫小 012
山村 憲司 北海道 函館市 2 2011/7/17 苫小 015
都谷森 賢治 北海道 札幌市清田区 2 2011/7/17 苫小 017
山田 英二 北海道 札幌市豊平区 2 2011/7/17 苫小 018
酒井 誠 北海道 札幌市中央区 2 2011/7/17 苫小 019
坂田 誠樹 北海道 札幌市厚別区 2 2011/7/17 苫小 023
窪田 諄子 北海道 北広島市 2 2011/7/17 苫小 025
阿部 敏彦 北海道 札幌市清田区 2 2011/7/17 苫小 026
久保 隼人 北海道 札幌市南区 2 2011/7/17 苫小 027
大柿 昇 北海道 苫小牧市 2 2011/7/17 苫小 028
佐藤 しのぶ 青森県 十和田市 2 2011/7/17 苫小 030
荒井 基男 北海道 寿都郡黒松内町 2 2011/7/17 苫小 031
早坂 一範 北海道 様似郡様似町 2 2011/7/17 苫小 034
吉本 大 北海道 新ひだか町 2 2011/7/17 苫小 035
阿部 優 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 001
梅津 朗大 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 003
河合 涼 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 005
小林 楓 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 006
椎野 優也 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 008
杉原 健太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 009
山本 美幸 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 013
田尾 公則 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 014
髙谷 鈴花 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 015
竹下 直利 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 016
吉田 彩乃 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 017
岩本 更太郎 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2011/7/15 幌内 018
谷口 千春 北海道 旭川市 2 2011/7/15 幌内 019
茂木 要 北海道 網走郡美幌町 十勝蕎麦俱楽部 2 2011/6/26 中標 001
南 信午 福井県 勝山市 ＮＰＯ法人越前みやまそば元気の会 2 2011/6/19 美山 001
岩永 多美子 福井県 福井市 2 2011/6/19 美山 002
加藤 哲郎 福井県 吉田郡永平寺町 2 2011/6/19 美山 003
武士 甲一 北海道 札幌市清田区 2 2011/6/12 十勝 002
須藤 富康 北海道 十勝郡浦幌町 2 2011/6/12 十勝 003
西本 郁夫 北海道 帯広市 2 2011/6/12 十勝 004
大籠 守 北海道 様似郡様似町 苫小牧手打ちそば愛好会 2 2011/6/12 十勝 006
薄葉 功 神奈川県 横浜市南区 2 2011/6/11 鵜会 005
森 克彦 神奈川県 茅ヶ崎市 2 2011/6/11 鵜会 010
小倉 正弘 神奈川県 秦野市 伊勢原蕎麦打ち倶楽部 2 2011/6/11 鵜会 011



芝﨑 健二 東京都 練馬区 2 2011/6/11 鵜会 012
齊藤 登 神奈川県 横浜市緑区 2 2011/6/11 鵜会 015
天野 満雄 東京都 杉並区 2 2011/6/11 鵜会 017
村上 由佳 北海道 芦別市 2 2011/6/11 奈江 001
川邊 弘美 北海道 芦別市 2 2011/6/11 奈江 002
深沢 覚久 北海道 芦別市 2 2011/6/11 奈江 003
松川 トミ子 北海道 北広島市 2 2011/6/11 奈江 004
片山 隆 北海道 河東郡音更町 2 2011/6/11 奈江 007
吹野 みちよ 北海道 旭川市 2 2011/6/11 奈江 008
山田 義彦 北海道 石狩郡当別町 2 2011/6/11 奈江 011
小黒 博昭 北海道 深川市 2 2011/6/11 奈江 012
山本 春雄 北海道 河東郡音更町 2 2011/6/11 奈江 015
藤井 優一 北海道 旭川市 2 2011/6/11 奈江 016
柄戸 義昭 富山県 射水市 2 2011/6/5 越前 001
須藤 晴夫 富山県 射水市 九頭龍工房富山そば道場 2 2011/6/5 越前 002
横山 幸雄 富山県 射水市 九頭龍工房富山そば道場 2 2011/6/5 越前 003
西野 學 福井県 勝山市 2 2011/6/5 越前 004
前田 彰夫 福井県 坂井市 2 2011/6/5 越前 007
江守 隆茂 福井県 福井市 2 2011/6/5 越前 008
嶋田 昭一 福井県 勝山市 2 2011/6/5 越前 009
野田 昭夫 福井県 福井市 2 2011/6/5 越前 010
岩見 諭志 福井県 勝山市 2 2011/6/5 越前 011
山腰 文雄 福井県 大野市 2 2011/6/5 越前 012
荒木 克枝 福井県 丹生郡越前町 2 2011/6/5 越前 014
高橋 勲 石川県 加賀市 2 2011/6/5 越前 016
梅田 俊一 福井県 勝山市 2 2011/6/5 越前 018
雨田 喜義 千葉県 千葉市中央区 2 2011/5/29 千蕎 002
松川 博 千葉県 船橋市 2 2011/5/29 千蕎 003
小黒 勇夫 栃木県 那須塩原市 2 2011/5/29 千蕎 006
渡邊 利治 千葉県 千葉市花見川区 2 2011/5/29 千蕎 008
山田 隆 千葉県 四街道市 2 2011/5/29 千蕎 009
河野 雄次郎 千葉県 四街道市 2 2011/5/29 千蕎 011
岩崎 文子 千葉県 茂原市 2 2011/5/29 千蕎 012
柘植 清太郎 長野県 下伊那郡高森町 2 2011/5/15 飯伊 001
岡田 安弘 長野県 飯田市 2 2011/5/15 飯伊 002
小澤 美智子 長野県 飯田市 2 2011/5/15 飯伊 003
渡部 邦彦 長野県 飯田市 2 2011/5/15 飯伊 004
川口 久子 長野県 木曽郡南木曽町 2 2011/5/15 飯伊 005
石川 孝子 群馬県 前橋市 2 2011/5/15 飯伊 009
坂本 春美 群馬県 北群馬郡榛東村 2 2011/5/15 飯伊 010
新井 康之 群馬県 藤岡市 2 2011/5/15 飯伊 011
林 茂 群馬県 前橋市 2 2011/5/15 飯伊 012
大部 次男 群馬県 前橋市 2 2011/5/15 飯伊 013
上田 秀雄 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2011/5/15 飯伊 014
宮澤 賢一 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2011/5/15 飯伊 015
川鰭 義見 北海道 小樽市 2 2011/4/30 石狩 001
牧口 信俊 北海道 札幌市東区 2 2011/4/30 石狩 002
石﨑 佑子 北海道 小樽市 2 2011/4/30 石狩 004
遠山 俊一 北海道 函館市 2 2011/4/30 石狩 007
荒川 諭 神奈川県 茅ヶ崎市 2 2011/4/30 石狩 010
丸山 一郎 長野県 中野市 2 2011/3/12 山都 002
渡邉 由紀子 千葉県 印西市 2 2011/3/12 山都 004
五十嵐 八重子 福島県 喜多方市 2 2011/3/12 山都 005
勝川 清美 長野県 下高井郡木島平村 木島平村名水火口そばの会 2 2011/3/12 山都 007
星 久一郎 福島県 会津若松市 2 2011/3/12 山都 008
熊田 陽 福島県 岩瀬郡鏡石町 2 2011/3/12 山都 011
加藤 要 福島県 耶麻郡磐梯町 2 2011/3/12 山都 012
齋藤 和也 福島県 喜多方市 2 2011/3/12 山都 013
室笠 和美 宮城県 柴田郡柴田町 2 2011/3/12 山都 015



山﨑 英機 長野県 長野市 2 2011/3/12 山都 017
高橋 浩子 福島県 喜多方市 2 2011/3/12 山都 018
室井 盛夫 福島県 郡山市 2 2011/3/12 山都 019
植田 剛 福島県 喜多方市 2 2011/3/12 山都 020
菅井 和子 福島県 喜多方市 2 2011/3/12 山都 021
石野 幸長 富山県 高岡市 2 2011/3/12 山都 023
森田 久美子 北海道 函館市 2 2011/3/6 道南 001
今井 泉 北海道 山越郡長万部町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2011/3/6 道南 004
尾野 真也 北海道 久遠郡せたな町 北檜山手打ちそば愛好会 2 2011/3/6 道南 007
見上 武之 北海道 函館市 2 2011/3/6 道南 008
齋坂 道雄 北海道 亀田郡七飯町 2 2011/3/6 道南 016
髙橋 和宣 北海道 登別市 2 2011/3/6 道南 020
宮本 良司 北海道 登別市 2 2011/3/6 道南 021
成澤 誠 北海道 登別市 2 2011/3/6 道南 022
長瀨 文敬 北海道 滝川市 2 2011/3/6 北竜 001
松元 淳司 北海道 旭川市 2 2011/3/6 北竜 002
田中 庸夫 青森県 弘前市 2 2011/3/6 北竜 005
髙橋 実 北海道 帯広市 2 2011/3/6 北竜 007
高野 尚 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2011/3/6 北竜 008
江上 充明 北海道 滝川市 2 2011/3/6 北竜 009
江場 矢寿子 北海道 岩見沢市 2 2011/3/6 北竜 011
熊谷 文人 青森県 青森市 2 2011/3/6 北竜 012
木村 幸一 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2011/3/6 北竜 013
八木 義一 茨城県 古河市 2 2011/2/20 茨城 004
渡辺 博明 茨城県 久慈郡大子町 2 2011/2/20 茨城 010
吉田 賢一 福島県 田村郡小野町 2 2011/2/20 茨城 014
森田 賢一 北海道 標津郡中標津町 2 2011/2/11 紋別 001
西原口 隆 埼玉県 さいたま市南区 2 2011/1/10 埼玉 005
海邊 健二 埼玉県 鳩ケ谷市 2 2011/1/10 埼玉 010
藤浪 守一 埼玉県 南埼玉郡菖蒲町 2 2011/1/10 埼玉 011
岸 忠夫 埼玉県 幸手市 2 2011/1/10 埼玉 017
小林 茂 埼玉県 熊谷市 2 2011/1/10 埼玉 019
難波 徹 埼玉県 さいたま市南区 2 2011/1/10 埼玉 023
峰岸 昭 埼玉県 戸田市 2 2011/1/10 埼玉 025
海老原 一弘 栃木県 下野市 2 2011/1/10 埼玉 026
石田 和彦 埼玉県 越谷市 2 2011/1/10 埼玉 027
竹井 直次 埼玉県 行田市 2 2011/1/10 埼玉 030
是永 容顕 埼玉県 熊谷市 2 2011/1/10 埼玉 031
徳成 武治 埼玉県 川口市 2 2011/1/10 埼玉 036
日向野 守 栃木県 下野市 2 2011/1/10 埼玉 038
中村 茂亮 埼玉県 さいたま市浦和区 2 2011/1/10 埼玉 042
浦 源吾 埼玉県 坂戸市 2 2011/1/10 埼玉 046
飯島 とき子 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2011/1/10 埼玉 049
小石川 照子 埼玉県 秩父郡横瀬町 2 2011/1/10 埼玉 055
関 修 茨城県 古河市 2 2011/1/10 埼玉 056
中野 光宏 埼玉県 越谷市 2 2011/1/10 埼玉 057
佐藤 守 群馬県 渋川市 2 2011/1/10 埼玉 058
能見 義夫 埼玉県 比企郡滑川町 2 2011/1/10 埼玉 060
田村 政春 栃木県 下野市 2 2011/1/10 埼玉 062
新江 則之 栃木県 大田原市 2 2011/1/10 埼玉 067
山口 裕市 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2011/1/10 埼玉 070
堀田 希久 愛知県 名古屋市天白区 2 2010/12/5 根羽 001
荒木 美里 岐阜県 高山市 2 2010/12/5 根羽 003
山内 雅夕紗 神奈川県 横浜市中区 2 2010/12/5 根羽 004
木下 晃 静岡県 浜松市西区 2 2010/12/5 根羽 006
杉下 忠 岐阜県 飛騨市 2 2010/12/5 根羽 007
塚原 一二 愛知県 豊田市 2 2010/12/5 根羽 010
高野 榮之 静岡県 袋井市 2 2010/12/5 根羽 011
塚原 正子 愛知県 豊田市 2 2010/12/5 根羽 013



小林 秀文 長野県 飯田市 2 2010/12/5 根羽 014
鳴海 和彦 長野県 飯田市 2 2010/12/5 根羽 016
本島 慎一郎 静岡県 浜松市天竜区 2 2010/12/5 根羽 017
池本 勝 静岡県 浜松市東区 2 2010/12/5 根羽 018
村松 幹広 愛知県 愛知郡東郷町 2 2010/12/5 根羽 019
中根 三郎 愛知県 岡崎市 2 2010/12/5 根羽 020
田村 芳夫 埼玉県 入間郡毛呂山町 2 2010/12/4 寒江 003
高田 たい子 青森県 上北郡六ヶ所村 2 2010/12/4 寒江 005
髙橋 精一 福島県 福島市 2 2010/12/4 寒江 006
林 守 栃木県 宇都宮市 2 2010/12/4 寒江 007
窪田 秀人 栃木県 芳賀郡益子町 2 2010/12/4 寒江 009
遠藤 教夫 福島県 郡山市 大島そば同好会 2 2010/12/4 寒江 011
尾林 昭一 栃木県 那須塩原市 2 2010/12/4 寒江 014
佐藤 悦子 福島県 郡山市 2 2010/12/4 寒江 016
大村 高良 兵庫県 尼崎市 2 2010/11/22 三田 054
河野 正雄 兵庫県 神戸市西区 2 2010/11/22 三田 056
高橋 るり子 兵庫県 加西市 2 2010/11/22 三田 061
廣岡 伶子 兵庫県 加西市 2 2010/11/22 三田 064
髙村 都代子 大阪府 大阪市東成区 2 2010/11/21 三田 033
西川 浩二 大阪府 高槻市 2 2010/11/21 三田 041
澤 雅子 兵庫県 西宮市 2 2010/11/21 三田 043
松原 陽子 大阪府 大阪市東成区 2 2010/11/21 三田 044
川西 タケミ 大阪府 大阪市東成区 2 2010/11/21 三田 047
上水流 接代 兵庫県 姫路市広畑区 2 2010/11/21 三田 049
矢倉 登志子 大阪府 大阪市東成区 2 2010/11/21 三田 050
森川 優子 大阪府 高槻市 2 2010/11/21 三田 052
井上 忠雄 兵庫県 宝塚市 宝塚そば打ち同好会 2 2010/11/21 三田 053
清水 弘 新潟県 上越市板倉区 2 2010/11/21 日光 001
田中 基道 埼玉県 入間市 2 2010/11/21 日光 002
中山 正己 茨城県 坂東市 2 2010/11/21 日光 003
駒 敏郎 栃木県 足利市 2 2010/11/21 日光 006
豊島 知子 栃木県 宇都宮市 2 2010/11/21 日光 007
田所 幹彦 栃木県 宇都宮市 2 2010/11/21 日光 008
葭原 英明 新潟県 上越市板倉区 2 2010/11/21 日光 009
草野 正光 福島県 岩瀬郡鏡石町 2 2010/11/21 日光 010
小野寺 武雄 栃木県 宇都宮市 2 2010/11/21 日光 016
吉田 啓二 富山県 黒部市 黒部そば道楽 2 2010/11/21 名古 003
平田 洋子 岐阜県 可児郡御嵩町 2 2010/11/21 名古 004
深田 久子 兵庫県 宝塚市 2 2010/11/20 三田 004
高木 英三郎 兵庫県 神崎郡市川町 2 2010/11/20 三田 006
平野 大輔 大阪府 大阪市福島区 2 2010/11/20 三田 007
中村 昌代 大阪府 大阪市中央区 2 2010/11/20 三田 008
吉田 和正 大阪府 大阪市中央区 2 2010/11/20 三田 009
庄田 哲也 大阪府 茨木市 2 2010/11/20 三田 010
橋本 宗明 兵庫県 西宮市 なにわ天下茶屋そば打ち倶楽部 2 2010/11/20 三田 014
芝本 光功 兵庫県 明石市 2 2010/11/20 三田 015
髙尾 勇二 兵庫県 宝塚市 2 2010/11/20 三田 017
水口 章子 三重県 北牟婁郡紀北町 2 2010/11/20 三田 018
中原 博 奈良県 奈良市 2 2010/11/20 三田 023
今井 進 大阪府 堺市堺区 2 2010/11/20 泉北 003
岩田 則夫 大阪府 和泉市 2 2010/11/20 泉北 005
奥埜 良信 大阪府 大阪市住吉区 2 2010/11/20 泉北 008
亀治中 保男 大阪府 堺市北区 2 2010/11/20 泉北 010
柴田 照夫 大阪府 門真市 2 2010/11/20 泉北 013
菅瀬 純子 大阪府 堺市堺区 2 2010/11/20 泉北 014
田中 宏樹 大阪府 泉大津市 2 2010/11/20 泉北 015
中橋 宣幸 大阪府 堺市北区 2 2010/11/20 泉北 016
堀井 清成 大阪府 堺市南区 2 2010/11/20 泉北 018
益居 徹 大阪府 堺市南区 2 2010/11/20 泉北 019



松本 勝輔 大阪府 堺市東区 2 2010/11/20 泉北 020
柳谷 幸太郎 大阪府 和泉市 2 2010/11/20 泉北 022
南部 博幸 北海道 札幌市白石区 2 2010/11/7 当麻 003
橋詰 修 北海道 野付郡別海町 2 2010/11/7 当麻 004
西田 洋二 北海道 夕張市 2 2010/11/7 当麻 005
小林 護 北海道 上川郡当麻町 2 2010/11/7 当麻 006
小林 真美子 北海道 枝幸郡中頓別町 2 2010/11/7 当麻 009
佐藤 秀也 北海道 旭川市 2 2010/11/7 当麻 012
鶴巻 伸夫 北海道 旭川市 2 2010/11/7 当麻 013
松下 勝美 北海道 江別市 2 2010/11/7 当麻 014
大宮 勝行 北海道 名寄市 名寄地区手打ちそば愛好会 2 2010/11/7 当麻 015
手塚 勇雄 北海道 札幌市中央区 2 2010/11/7 当麻 016
片岡 仁 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2010/11/7 当麻 017
藤田 朋美 北海道 枝幸郡中頓別町 2 2010/11/7 当麻 018
近山 基 北海道 枝幸郡中頓別町 2 2010/11/7 当麻 019
村松 知城 埼玉県 さいたま市見沼区 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2010/10/24 板橋 001
萩原 喜代子 東京都 板橋区 2 2010/10/24 板橋 002
鈴木 直人 東京都 足立区 2 2010/10/24 板橋 003
今川 茂美 神奈川県 横浜市青葉区 2 2010/10/24 板橋 004
平山 成太郎 東京都 杉並区 ＴＯＫＹＯ蕎麦塾 2 2010/10/24 板橋 006
小川 きよ子 東京都 板橋区 2 2010/10/24 板橋 007
岩田 信子 東京都 板橋区 2 2010/10/24 板橋 010
山岸 袈裟信 神奈川県 横浜市南区 2 2010/10/24 板橋 011
岡部 房江 東京都 板橋区 2 2010/10/24 板橋 015
松本 一夫 東京都 北区 2 2010/10/24 板橋 017
小須田 喜則 東京都 文京区 2 2010/10/24 板橋 018
常盤 啓子 栃木県 那須塩原市 2 2010/10/24 板橋 021
芳川 浩史 埼玉県 さいたま市桜区 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2010/10/24 板橋 022
河井 千恵 東京都 江東区 2 2010/10/24 板橋 024
水野 和憲 北海道 石狩市 2 2010/10/3 上砂 005
小貫 中 北海道 札幌市白石区 2 2010/10/3 上砂 006
舟崎 逸子 北海道 砂川市 2 2010/10/3 上砂 010
加山 あけみ 北海道 札幌市豊平区 2 2010/10/3 上砂 012
靍岡 英司 山口県 防府市 2 2010/9/26 岡山 003
友野 昌子 岡山県 総社市 2 2010/9/26 岡山 006
松岡 秀男 山口県 山口市 2 2010/9/26 岡山 008
嶋田 雅子 広島県 福山市 2 2010/9/26 岡山 011
平田 静男 山口県 山口市 2 2010/9/26 岡山 016
中島 英治 広島県 福山市 2 2010/9/26 岡山 017
高橋 宏明 広島県 福山市 備後蕎友会 2 2010/9/26 岡山 018
市川 すみ子 長野県 諏訪市 2 2010/9/26 松本 001
藤森 靖夫 長野県 長野市 2 2010/9/26 松本 011
安部 倭文子 富山県 富山市 2 2010/9/26 利賀 002
梶尾 雅子 富山県 富山市 2 2010/9/26 利賀 003
須川 伸夫 富山県 南砺市 2 2010/9/26 利賀 007
青木 香織 群馬県 利根郡川場村 2 2010/9/26 老神 003
田村 英雄 群馬県 前橋市 2 2010/9/26 老神 005
野村 隆浩 群馬県 高崎市 2 2010/9/26 老神 008
川満 青砂 群馬県 沼田市 2 2010/9/26 老神 009
林 佳奈 群馬県 沼田市 2 2010/9/26 老神 011
小菅 誠 栃木県 佐野市 2 2010/9/26 老神 012
小林 美佐子 群馬県 太田市 2 2010/9/26 老神 013
唐鎌 弘孝 栃木県 小山市 2 2010/9/26 老神 017
新井 裕子 東京都 北区 2 2010/9/26 老神 020
渡辺 祥平 群馬県 沼田市 2 2010/9/26 老神 023
渡辺 嘉郎 東京都 新宿区 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 2 2010/9/26 老神 024
窪田 文彦 東京都 豊島区 2 2010/9/26 老神 025
小久保 京子 群馬県 太田市 2 2010/9/26 老神 027
小林 友紀 群馬県 渋川市 2 2010/9/26 老神 029



阿部 和泉 群馬県 渋川市 2 2010/9/26 老神 030
高野 兼子 群馬県 太田市 2 2010/9/26 老神 032
渡邉 東介 栃木県 宇都宮市 2 2010/9/26 老神 033
久松 傳七 栃木県 宇都宮市 2 2010/9/26 老神 035
森島 彩 群馬県 沼田市 2 2010/9/26 老神 036
粕川 良行 長野県 渋川市 2 2010/9/26 老神 038
中里 司 栃木県 佐野市 2 2010/9/26 老神 040
今井 ケイ 栃木県 宇都宮市 2 2010/9/26 老神 043
山口 昌彦 千葉県 松戸市 2 2010/9/19 千葉 003
川端 一雄 千葉県 我孫子市 2 2010/9/19 千葉 008
中田 利男 千葉県 千葉市若葉区 千葉県そば推進協議会 2 2010/9/19 千葉 009
熊倉 秀一 埼玉県 三郷市 2 2010/9/19 千葉 011
原 トミ子 千葉県 鴨川市 千葉県そば推進協議会 2 2010/9/19 千葉 012
大谷 ミチ 千葉県 千葉市中央区 2 2010/9/19 千葉 013
石田 潤一 千葉県 千葉市美浜区 2 2010/9/19 千葉 015
加瀬 三郎 千葉県 四街道市 2 2010/9/19 千葉 016
水沼 濯 千葉県 佐倉市 2 2010/9/19 千葉 017
山口 正智 千葉県 佐倉市 2 2010/9/19 千葉 021
海野 由夫 茨城県 ひたちなか市 2 2010/9/19 千葉 022
監物 貴子 千葉県 佐倉市 2 2010/9/19 千葉 023
野中 喜昭 千葉県 山武郡九十九里町 2 2010/9/19 千葉 025
小林 浩 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2010/8/29 茅野 003
関沼 幹夫 長野県 南佐久郡南牧村 2 2010/8/29 茅野 009
熊谷 功 長野県 上伊那郡飯島町 2 2010/8/29 茅野 012
沢頭 利博 青森県 十和田市 青森県そば研究会 2 2010/7/18 苫小 001
安部 靖雄 北海道 登別市 2 2010/7/18 苫小 004
髙木 俊憲 北海道 登別市 2 2010/7/18 苫小 005
水嶋 博司 北海道 札幌市北区 2 2010/7/18 苫小 006
小笠原 博之 北海道 札幌市手稲区 2 2010/7/18 苫小 007
米内山 功 青森県 上北郡六戸町 青森県そば研究会 2 2010/7/18 苫小 011
杉本 康雄 北海道 札幌市豊平区 2 2010/7/18 苫小 016
大釜 裕平 北海道 函館市 2 2010/7/18 苫小 017
勝又 美樹 北海道 苫小牧市 2 2010/7/18 苫小 018
蛯名 トヨ 青森県 上北郡東北町 2 2010/7/18 苫小 020
加藤 丈晴 北海道 札幌市白石区 北の郷　そば工房 2 2010/7/18 苫小 022
伊藤 昭彦 北海道 札幌市東区 2 2010/7/18 苫小 025
園田 健介 北海道 苫小牧市 2 2010/7/18 苫小 027
前出 幸雄 北海道 二海郡八雲町 2 2010/7/18 苫小 028
戸田 みね 青森県 上北郡六ヶ所村 2 2010/7/18 苫小 029
笹谷 京子 北海道 江別市 2 2010/7/18 苫小 032
新屋敷 真和 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 001
岩井 優希 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 002
小林 宗一郎 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 004
田村 遥那 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 006
水谷 昇平 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 008
宮之前 まどか 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 009
井上 早貴 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 010
太田 由衣 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 011
佐々木 翔 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 012
鈴木 聖大 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 013
松塚 脩生 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2010/7/13 幌加内 014
田形 勲 北海道 江別市 2 2010/7/13 幌加内 017
中川 将 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 003
長谷川 節子 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 004
岡田 淳志 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 005
有田 由理 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 006
阿部 勝男 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 007
町田 悦子 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 010
岡田 尚弥 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 011



長渕 里美 北海道 標津郡中標津町 2 2010/6/27 中標 013
川崎 哲子 福井県 坂井市 2 2010/6/13 美山 001
宮腰 誠 福井県 吉田郡永平寺町 2 2010/6/13 美山 002
江ノ上 政栄 福井県 福井市 2 2010/6/13 美山 003
大嶋 さおり 北海道 札幌市白石区 2 2010/6/12 奈井江 004
宮川 勉 北海道 岩見沢市 2 2010/6/12 奈井江 005
今野 和子 北海道 旭川市 2 2010/6/12 奈井江 006
中村 崇彦 北海道 旭川市 2 2010/6/12 奈井江 007
松本 正智 北海道 旭川市 2 2010/6/12 奈井江 008
太田 昌宏 北海道 北広島市 2 2010/6/12 奈井江 010
山口 亜由美 北海道 札幌市白石区 2 2010/6/12 奈井江 013
小久保 志津子 北海道 旭川市 2 2010/6/12 奈井江 015
髙山 静子 北海道 士別市 2 2010/6/12 奈井江 017
幸田 賢一 北海道 帯広市 2 2010/6/12 奈井江 018
八木澤 博彰 北海道 札幌市清田区 2 2010/6/12 奈井江 019
柳澤 郁子 福井県 福井市 2 2010/6/6 越前 001
油井 秋信 福井県 鯖江市 2 2010/6/6 越前 002
前田 三郎 福井県 福井市 特別個人会員 2 2010/6/6 越前 003
小林 重子 福井県 福井市 2 2010/6/6 越前 004
有馬 義則 東京都 三鷹市 2 2010/6/5 鵜会 004
小倉 勝男 茨城県 稲敷郡美浦村 2 2010/6/5 鵜会 007
宮崎 多加志 東京都 世田谷区 2 2010/6/5 鵜会 008
鈴木 祐太朗 福島県 会津若松市 2 2010/6/5 鵜会 009
今村 幸子 千葉県 松戸市 2 2010/6/5 鵜会 015
小林 裕樹 群馬県 館林市 2 2010/6/5 鵜会 017
齋藤 清孝 福島県 喜多方市 2 2010/6/5 鵜会 018
浅坂 正 北海道 広尾郡大樹町 2 2010/5/30 十勝 002
廣山 輝男 北海道 上川郡新得町 2 2010/5/30 十勝 003
作間 和明 北海道 釧路市 2 2010/5/30 十勝 004
村中 隆雄 北海道 上川郡新得町 2 2010/5/30 十勝 005
川崎 登 北海道 河西郡中札内村 2 2010/5/30 十勝 006
遠藤 修司 北海道 河西郡更別村 2 2010/5/30 十勝 010
橋本 康市 北海道 釧路市 2 2010/5/30 十勝 011
内山 美穂子 北海道 中川郡幕別町 2 2010/5/30 十勝 013
大澤 二三男 千葉県 千葉市若葉区 2 2010/5/30 千蕎 001
市川 征男 千葉県 船橋市 2 2010/5/30 千蕎 002
高浦 和夫 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2010/5/30 千蕎 004
佐藤 晋介 千葉県 市原市 2 2010/5/30 千蕎 005
福田 洋二 千葉県 千葉市若葉区 2 2010/5/30 千蕎 007
宇都宮 正博 千葉県 佐倉市 2 2010/5/30 千蕎 009
村松 大 千葉県 千葉市中央区 2 2010/5/30 千蕎 010
中川 力 長野県 前橋市 2 2010/5/16 飯伊 001
本川 悟 群馬県 前橋市 2 2010/5/16 飯伊 002
高野 昌子 長野県 前橋市 2 2010/5/16 飯伊 003
木暮 桂一 群馬県 前橋市 2 2010/5/16 飯伊 005
長井 義雄 群馬県 前橋市 2 2010/5/16 飯伊 007
宮原 博之 長野県 東御市 2 2010/5/16 飯伊 008
座光寺 秀元 長野県 下伊那郡喬木村 2 2010/5/16 飯伊 009
木村 勉 長野県 下伊那郡喬木村 2 2010/5/16 飯伊 010
北原 大作 長野県 木曽郡南木曽町 2 2010/5/16 飯伊 011
田中 正次 長野県 飯田市 2 2010/5/16 飯伊 012
池田 俊文 北海道 札幌市北区 2 2010/5/1 石狩 001
佐藤 勝 北海道 札幌市手稲区 2 2010/5/1 石狩 002
坡下 智子 北海道 札幌市中央区 2 2010/5/1 石狩 005
荒井 聖美 北海道 久遠郡せたな町 2 2010/5/1 石狩 007
木村 盛雄 青森県 上北郡六ヶ所村 2 2010/5/1 石狩 008
青柳 千春 北海道 夕張郡長沼町 2 2010/5/1 石狩 010
佐藤 和子 北海道 札幌市東区 2 2010/5/1 石狩 013
宇佐美 笑子 福島県 郡山市 2 2010/3/13 山都 001



大須賀 堯 福島県 岩瀬郡鏡石町 2 2010/3/13 山都 004
伊藤 壽昭 山形県 山形市 2 2010/3/13 山都 006
後藤 慎也 福島県 耶麻郡猪苗代町 2 2010/3/13 山都 007
早川 栄二 福島県 田村市 2 2010/3/13 山都 008
佐藤 博之 福島県 伊達郡国見町 2 2010/3/13 山都 009
今泉 一二 福島県 郡山市 2 2010/3/13 山都 010
薄井 博美 福島県 郡山市 2 2010/3/13 山都 012
円谷 光行 福島県 岩瀬郡鏡石町 2 2010/3/13 山都 013
本間 一人 新潟県 新潟市江南区 2 2010/3/13 山都 014
斎藤 康寿 福島県 喜多方市 2 2010/3/13 山都 015
冨永 淳 福島県 岩瀬郡鏡石町 2 2010/3/13 山都 017
小林 清 福島県 郡山市 2 2010/3/13 山都 018
星 富子 新潟県 新発田市 2 2010/3/13 山都 019
安藤 利吉 福島県 岩瀬郡鏡石町 2 2010/3/13 山都 021
小坂 順 富山県 魚津市 2 2010/3/13 山都 025
斎藤 忠義 福島県 喜多方市 会津山都そば協会 2 2010/3/13 山都 026
澤田 勲男 北海道 室蘭市 2 2010/3/13 道南 001
三嶋 和子 北海道 二海郡八雲町 2 2010/3/13 道南 002
小栗 一夫 北海道 室蘭市 2 2010/3/13 道南 003
徳永 好治 北海道 函館市 2 2010/3/13 道南 004
武藤 正憲 北海道 瀬棚郡せたな町 2 2010/3/13 道南 005
大竹 あや子 北海道 二海郡八雲町 2 2010/3/13 道南 006
江口 寛 東京都 中野区 江別手打ちそば愛好会 2 2010/3/7 北竜 008
吉田 智江子 北海道 札幌市中央区 2 2010/3/7 北竜 012
蝦名 竹一 青森県 青森市 2 2010/3/7 北竜 013
稲垣 綋順 北海道 天塩郡幌延町 2 2010/3/7 北竜 015
米田 昇 北海道 旭川市 2 2010/3/7 北竜 016
中辻 京子 北海道 上川郡当麻町 2 2010/3/7 北竜 017
麻生 真奈美 北海道 札幌市北区 2 2010/3/7 北竜 019
加藤 光夫 北海道 上川郡東神楽町 2 2010/3/7 北竜 021
桶田 武 青森県 東津軽郡蓬田村 2 2010/3/7 北竜 023
杉本 敬子 北海道 上川郡当麻町 2 2010/3/7 北竜 028
海老沢 稔 茨城県 那珂市 2 2010/2/21 茨城 003
竹之内 正 茨城県 那珂郡東海村 2 2010/2/21 茨城 012
坪井 二郎 茨城県 常陸大宮市 2 2010/2/21 茨城 014
大槻 廣一 茨城県 石岡市 2 2010/2/21 茨城 018
菊池 貴裕 茨城県 水戸市 2 2010/2/21 茨城 019
柏木 昭範 栃木県 日光市 2 2010/1/24 埼玉 002
大平 昭夫 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 2 2010/1/24 埼玉 005
齋藤 道子 埼玉県 さいたま市北区 2 2010/1/24 埼玉 006
前川 信夫 埼玉県 深谷市 2 2010/1/24 埼玉 009
宮崎 正弘 群馬県 館林市 2 2010/1/24 埼玉 010
髙山 一文 埼玉県 羽生市 2 2010/1/24 埼玉 012
鈴木 良樹 埼玉県 さいたま市桜区 2 2010/1/24 埼玉 013
生明 一郎 埼玉県 羽生市 2 2010/1/24 埼玉 014
小林 悦子 埼玉県 行田市 2 2010/1/24 埼玉 016
浅見 章 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 2010/1/24 埼玉 020
阿部 勝 埼玉県 さいたま市見沼区 2 2010/1/24 埼玉 025
森田 和枝 埼玉県 加須市 2 2010/1/24 埼玉 026
渡辺 俊文 埼玉県 鴻巣市 2 2010/1/24 埼玉 028
小林 清次 埼玉県 熊谷市 2 2010/1/24 埼玉 029
髙橋 土雄 埼玉県 秩父市 2 2010/1/24 埼玉 031
浅見 英雄 埼玉県 越谷市 2 2010/1/24 埼玉 032
猿田 守彦 埼玉県 熊谷市 2 2010/1/24 埼玉 033
今井 仁 栃木県 宇都宮市 2 2010/1/24 埼玉 035
西山 徹 埼玉県 越谷市 2 2010/1/24 埼玉 039
永井 輝昭 埼玉県 さいたま市南区 2 2010/1/24 埼玉 040
橋本 三津男 埼玉県 蕨市 2 2010/1/24 埼玉 042
安齋 忠良 埼玉県 川口市 2 2010/1/24 埼玉 046



増田 千年 長野県 飯田市 2 2009/12/6 根羽 001
桑田 肇 長野県 飯田市 2 2009/12/6 根羽 002
中田 淳司 長野県 飯田市 2 2009/12/6 根羽 003
谷本 義則 岐阜県 高山市 2 2009/12/6 根羽 004
中條 敏男 新潟県 十日町市 2 2009/12/6 根羽 005
小山 正義 愛知県 豊田市 2 2009/12/6 根羽 008
榎田 俊幸 長野県 長野市 2 2009/12/6 根羽 009
屋貝 幸一 岐阜県 高山市 2 2009/12/6 根羽 010
登坂 栄一 新潟県 十日町市 そば始め会 2 2009/12/6 根羽 011
杉本 政祥 岐阜県 高山市 2 2009/12/6 根羽 012
宮下 保夫 愛知県 豊田市 2 2009/12/6 根羽 013
岩林 則彦 岐阜県 高山市 2 2009/12/6 根羽 014
西元 正徳 愛知県 豊田市 2 2009/12/6 根羽 015
山下 澄子 岐阜県 高山市 2 2009/12/6 根羽 016
増田 可津夫 新潟県 十日町市 2 2009/12/6 根羽 017
平岩 博 愛知県 名古屋市千種区 2 2009/12/6 根羽 018
松井 鋳一郎 愛知県 豊田市 2 2009/12/6 根羽 020
中畑 直彦 岐阜県 高山市 2 2009/12/6 根羽 021
高橋 謙一 新潟県 十日町市 2 2009/12/6 根羽 022
山崎 薫 岐阜県 高山市 2 2009/12/6 根羽 023
石川 祐二 山形県 東根市 2 2009/12/5 寒江 002
半澤 邦雄 宮城県 白石市 2 2009/12/5 寒江 004
佐藤 正幸 宮城県 仙台市太白区 2 2009/12/5 寒江 008
氏家 忠芳 福島県 伊達市 2 2009/12/5 寒江 013
小室 龍雄 宮城県 白石市 2 2009/12/5 寒江 014
三浦 栄子 宮城県 刈田郡蔵王町 2 2009/12/5 寒江 015
鈴木 智惠子 福島県 郡山市 2 2009/12/5 寒江 018
田中 正規 富山県 高岡市 2 2009/11/29 名古 004
竹村 道明 愛知県 知多郡武豊町 2 2009/11/29 名古 005
森下 和彦 岐阜県 高山市 2 2009/11/29 名古 007
牧山 一恵 兵庫県 西宮市 2 2009/11/22 三田 004
西川 五郎 兵庫県 宝塚市 2 2009/11/22 三田 009
上垣 和也 兵庫県 加東市 2 2009/11/22 三田 011
田辺 滿 山口県 山口市 2 2009/11/22 三田 013
鈴木 喜貴 兵庫県 加古川市 2 2009/11/22 三田 014
山岸 三雄 兵庫県 神崎郡市川町 2 2009/11/22 三田 016
甘中 吉彦 兵庫県 加西市 2 2009/11/22 三田 017
岡本 佐久男 三重県 いなべ市 2 2009/11/22 三田 019
亀田 正信 兵庫県 神戸市西区 2 2009/11/22 三田 020
金鹿 孝彦 兵庫県 加西市 2 2009/11/22 三田 026
美間 芳正 山口県 山口市 2 2009/11/22 三田 030
鈴木 和平 三重県 三重郡菰野町 2 2009/11/22 三田 031
田中 潤 山口県 宇部市 2 2009/11/22 三田 032
片岡 謙一郎 山口県 美祢市 2 2009/11/22 三田 034
鏑木 智 兵庫県 伊丹市 2 2009/11/22 三田 035
森谷 孝文 兵庫県 加古川市 はりまの国麺道倶楽部 2 2009/11/22 三田 036
西中 美子 兵庫県 川西市 2 2009/11/22 三田 038
川上 隆弘 大阪府 吹田市 2 2009/11/22 三田 039
篠原 正孝 兵庫県 三田市 2 2009/11/22 三田 042
北本 幸恵 兵庫県 加西市 2 2009/11/22 三田 043
藤尾 和則 兵庫県 姫路市 2 2009/11/22 三田 045
橋本 三保 三重県 北牟婁郡紀北町 2 2009/11/22 三田 049
中橋 聖文 大阪府 大阪市城東区 2 2009/11/22 三田 051
平田 朝雄 兵庫県 加西市 2 2009/11/22 三田 052
内藤 きよ子 兵庫県 加西市 2 2009/11/22 三田 054
多田 睦子 岡山県 赤磐市 2 2009/11/22 三田 056
貴田 宏幸 大阪府 茨木市 2 2009/11/22 三田 058
土谷 賢吾 三重県 津市 そば津ぅなかま　福朗会 2 2009/11/22 三田 059
奥川 盛行 三重県 北牟婁郡紀北町 2 2009/11/22 三田 060



森﨑 史子 広島県 廿日市市 2 2009/11/22 三田 061
田淵 昭正 岡山県 浅口市 2 2009/11/22 三田 062
貴田 優子 大阪府 茨木市 2 2009/11/22 三田 063
矢田 誠 三重県 四日市市 2 2009/11/22 三田 070
杉本 明雄 大阪府 河内長野市 2 2009/11/21 泉北 042
津村 知彦 大阪府 大阪狭山市 2 2009/11/21 泉北 044
平沼 朋子 大阪府 和泉市 2 2009/11/21 泉北 047
阪口 利治 大阪府 堺市南区 2 2009/11/21 泉北 049
平松 洋一 大阪府 岸和田市 2 2009/11/21 泉北 050
中桐 宏治 大阪府 河内長野市 2 2009/11/21 泉北 053
海沼 義雄 大阪府 堺市南区 2 2009/11/21 泉北 055
中川 真吾 大阪府 堺市北区 2 2009/11/21 泉北 056
石黒 安男 大阪府 河内長野市 2 2009/11/21 泉北 057
田坂 耕一 大阪府 堺市中区 2 2009/11/21 泉北 058
和賀 定男 北海道 旭川市 2 2009/11/8 当麻 002
大野 茂樹 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2009/11/8 当麻 003
山中 修 北海道 旭川市 2 2009/11/8 当麻 006
酒谷 久幸 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2009/11/8 当麻 008
成田 忠幸 北海道 旭川市 2 2009/11/8 当麻 012
山栗 浩胤 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2009/11/8 当麻 015
橋本 秀俊 北海道 上川郡鷹栖町 2 2009/11/8 当麻 016
坂西 雄太 佐賀県 小城市 2 2009/11/8 当麻 017
翠川 清 東京都 文京区 2 2009/10/25 板橋 002
髙橋 玄生 東京都 世田谷区 2 2009/10/25 板橋 003
和田 信行 埼玉県 所沢市 2 2009/10/25 板橋 008
橋爪 功 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2009/10/25 板橋 009
森岡 潔 神奈川県 横須賀市 2 2009/10/25 板橋 010
川幡 千春 東京都 板橋区 2 2009/10/25 板橋 011
福田 武雄 栃木県 日光市 2 2009/10/25 板橋 013
中村 寿和 東京都 北区 2 2009/10/25 板橋 016
遠藤 真澄 東京都 杉並区 2 2009/10/25 板橋 018
久米原 良之 東京都 荒川区 2 2009/10/25 板橋 020
小玉 吉美 埼玉県 さいたま市緑区 2 2009/10/25 板橋 021
木村 春夫 北海道 日高郡新ひだか町 2 2009/10/4 北研 006
増岡 祐一 北海道 札幌市北区 2 2009/10/4 北研 007
大坪 英二 北海道 砂川市 2 2009/10/4 北研 008
佐藤 雅春 北海道 稚内市 2 2009/10/4 北研 009
駒形 鉄男 北海道 岩見沢市 2 2009/10/4 北研 010
渋谷 学 北海道 札幌市南区 2 2009/10/4 北研 011
宮武 征治 北海道 札幌市北区 2 2009/10/4 北研 012
富川 留美 北海道 札幌市白石区 2 2009/10/4 北研 016
田辺 渡志夫 静岡県 富士宮市 2 2009/9/27 松本 004
上條 一正 長野県 松本市 2 2009/9/27 松本 007
宮沢 末美 長野県 大町市 2 2009/9/27 松本 008
仲俣 孝 長野県 須坂市 2 2009/9/27 松本 009
竹内 えい子 東京都 三鷹市 2 2009/9/27 松本 012
望月 宗敬 長野県 松本市 2 2009/9/27 松本 016
宮澤 よし子 長野県 岡谷市 2 2009/9/27 松本 019
熊川 二位 千葉県 千葉市緑区 2 2009/9/27 千葉 001
稲井 勝 東京都 大田区 2 2009/9/27 千葉 002
金川 稔 千葉県 習志野市 2 2009/9/27 千葉 004
藤澤 隆雄 千葉県 千葉市稲毛区 2 2009/9/27 千葉 006
古川 隆之 千葉県 八街市 2 2009/9/27 千葉 010
香取 愼司 千葉県 習志野市 2 2009/9/27 千葉 011
石澤 潤一 千葉県 千葉市美浜区 2 2009/9/27 千葉 012
石川 充子 千葉県 いすみ市 2 2009/9/27 千葉 016
山田 一久 千葉県 佐倉市 2 2009/9/27 千葉 018
上島 俊夫 千葉県 千葉市中央区 2 2009/9/27 千葉 019
河内 邦夫 千葉県 千葉市美浜区 2 2009/9/27 千葉 021



栗原 史宜 千葉県 佐倉市 2 2009/9/27 千葉 023
深谷 美知子 千葉県 習志野市 2 2009/9/27 千葉 024
山岸 和佳男 千葉県 四街道市 2 2009/9/27 千葉 025
佐藤 安雄 千葉県 長生郡一宮町 2 2009/9/27 千葉 027
山中 春夫 茨城県 龍ケ崎市 2 2009/9/27 千葉 029
齋藤 巍 千葉県 千葉市美浜区 2 2009/9/27 千葉 031
齋藤 郁夫 千葉県 千葉市稲毛区 千葉県そば推進協議会 2 2009/9/27 千葉 033
原田 廣 千葉県 四街道市 2 2009/9/27 千葉 036
内藤 喬夫 千葉県 千葉市中央区 2 2009/9/27 千葉 037
秋長 明 千葉県 千葉市若葉区 2 2009/9/27 千葉 039
金谷 浩 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 001
遠藤 順子 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 002
島田 充久 群馬県 館林市 2 2009/9/27 老神 004
荻原 昌之 群馬県 高崎市 2 2009/9/27 老神 005
白石 清江 群馬県 太田市 太田こだわり蕎麦の会 2 2009/9/27 老神 007
肥土 隆治 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 010
櫛渕 哲夫 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2009/9/27 老神 011
塚越 仲夫 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 012
関口 すみ子 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 013
斎藤 信吾 群馬県 高崎市 2 2009/9/27 老神 015
笹木 伸仁 群馬県 高崎市 2 2009/9/27 老神 017
反町 登 群馬県 高崎市 2 2009/9/27 老神 020
杉木 清一 群馬県 利根郡みなかみ町 2 2009/9/27 老神 021
高荷 稔 埼玉県 深谷市 2 2009/9/27 老神 022
川島 源比古 埼玉県 北本市 2 2009/9/27 老神 023
鈴木 萌美 群馬県 沼田市 2 2009/9/27 老神 025
金武 薫 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 026
齋藤 昭夫 宮城県 仙台市太白区 2 2009/9/27 老神 027
大金 武夫 栃木県 日光市 2 2009/9/27 老神 031
鈴木 那智子 群馬県 沼田市 2 2009/9/27 老神 032
持田 重男 埼玉県 熊谷市 2 2009/9/27 老神 034
川上 廣道 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 035
新井 エイ子 群馬県 太田市 2 2009/9/27 老神 036
板倉 志郎 東京都 世田谷区 2 2009/9/27 老神 039
生方 裕也 群馬県 沼田市 2 2009/9/27 老神 041
桑原 千夏 群馬県 利根郡昭和村 2 2009/9/27 老神 043
北川 義丸 福井県 勝山市 2 2009/9/26 池田 001
竹内 茂夫 福井県 勝山市 2 2009/9/26 池田 002
中村 幸治 栃木県 宇都宮市 2 2009/9/26 池田 004
玉村 雅由 福井県 越前市 2 2009/9/26 池田 005
跡治 誠一 富山県 中新川郡立山町 2 2009/9/6 利賀 002
橘 秀雄 富山県 富山市 2 2009/9/6 利賀 005
宮田 清志 富山県 高岡市 2 2009/9/6 利賀 007
河口 英夫 富山県 砺波市 2 2009/9/6 利賀 008
高澤 信彦 富山県 富山市 2 2009/9/6 利賀 010
髙瀬 光男 富山県 魚津市 新川学びの森そば打ち愛好会 2 2009/9/6 利賀 011
中川 正敏 富山県 南砺市 2 2009/9/6 利賀 012
幅 俊栄 富山県 中新川郡上市町 2 2009/9/6 利賀 014
山崎 節子 富山県 射水市 2 2009/9/6 利賀 020
村上 勉 長野県 松本市 2 2009/8/30 茅野 002
阿部 美耶 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2009/7/14 幌内 001
伊東 由菜 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2009/7/14 幌内 002
澤田 和沙 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2009/7/14 幌内 004
根岸 健太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2009/7/14 幌内 006
榎木 慎太郎 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2009/7/14 幌内 008
中村 絵梨 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2009/7/14 幌内 009
番水 孝子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2009/7/14 幌内 010
中野 喜美江 青森県 上北郡六ヶ所村 2 2009/7/12 苫小牧 001
今堀 留美子 北海道 札幌市北区 2 2009/7/12 苫小牧 003



稲津 修一 北海道 江別市 2 2009/7/12 苫小牧 005
小坂 りえ子 青森県 三戸郡階上町 2 2009/7/12 苫小牧 008
千代 昭子 北海道 二海郡八雲町 2 2009/7/12 苫小牧 009
三畑 孝悦 青森県 十和田市 2 2009/7/12 苫小牧 012
村井 浩滋 北海道 登別市 2 2009/7/12 苫小牧 013
江本 邦麿 北海道 河東郡音更町 2 2009/7/12 苫小牧 015
田中 正人 北海道 様似郡様似町 2 2009/7/12 苫小牧 016
前田 國子 北海道 登別市 2 2009/7/12 苫小牧 018
久保 勝廣 青森県 上北郡六ヶ所村 2 2009/7/12 苫小牧 019
中城 功 青森県 三戸郡階上町 2 2009/7/12 苫小牧 023
佐々木 亮 北海道 札幌市手稲区 2 2009/7/12 苫小牧 025
荻ノ沢 甚逸 青森県 三戸郡階上町 2 2009/7/12 苫小牧 030
松本 美知子 北海道 沙流郡日高町 2 2009/7/12 苫小牧 031
片村 栄勝 北海道 標津郡中標津町 2 2009/6/28 中標 003
杢師 玲子 北海道 標津郡中標津町 2 2009/6/28 中標 004
本間 正子 北海道 目梨郡羅臼町 2 2009/6/28 中標 005
石井 龍子 北海道 標津郡中標津町 2 2009/6/28 中標 006
多田 真里絵 北海道 標津郡中標津町 2 2009/6/28 中標 008
大山 米勝 北海道 標津郡中標津町 2 2009/6/28 中標 010
山田 信行 福井県 2 2009/6/28 美山 001
青山 秀治 福井県 鯖江市 2 2009/6/28 美山 002
竹森 とし子 福井県 福井市 2 2009/6/28 美山 003
問井 孝 福井県 吉田郡永平寺町 2 2009/6/28 美山 004
松田 由加津 福井県 大野市 2 2009/6/28 美山 005
菊池 信孝 茨城県 土浦市 江戸流手打ち蕎麦　鵜合之衆 2 2009/6/13 鵜会 002
齋藤 礼子 栃木県 宇都宮市 2 2009/6/13 鵜会 003
早川 いづみ 東京都 江東区 2 2009/6/13 鵜会 005
会田 陽一 東京都 台東区 2 2009/6/13 鵜会 010
山岸 一光 東京都 調布市 2 2009/6/13 鵜会 011
白川 貢 神奈川県 横浜市都筑区 2 2009/6/13 鵜会 012
佐野 一夫 東京都 世田谷区 2 2009/6/13 鵜会 013
佐々木 進一 青森県 十和田市 2 2009/6/13 鵜会 014
小谷 功 神奈川県 平塚市 2 2009/6/13 鵜会 015
多田 修 北海道 留萌市 2 2009/6/13 奈井江 002
小林 哲雄 北海道 紋別郡遠軽町 2 2009/6/13 奈井江 006
熊田 忠男 北海道 札幌市手稲区 2 2009/6/13 奈井江 007
西沢 博 北海道 紋別郡遠軽町 2 2009/6/13 奈井江 008
石森 宣男 北海道 札幌市清田区 2 2009/6/13 奈井江 009
下牧 政信 福井県 勝山市 2 2009/6/7 越前 002
中谷 敏一 石川県 加賀市 2 2009/6/7 越前 004
安田 幸子 石川県 金沢市 2 2009/6/7 越前 005
西出 信夫 福井県 勝山市 2 2009/6/7 越前 006
大林 謙二 福井県 勝山市 2 2009/6/7 越前 007
竹田 修 福井県 勝山市 2 2009/6/7 越前 010
村上 紀明 石川県 白山市 白山蕎麦倶楽部 2 2009/6/7 越前 012
市村 修 福井県 福井市 2 2009/6/7 越前 013
竹内 芳昭 福井県 勝山市 2 2009/6/7 越前 014
中瀬 輝雄 福井県 坂井市 ふくいそば打ち愛好会 2 2009/6/7 越前 016
五十嵐 紀子 福井県 勝山市 2 2009/6/7 越前 017
八田 俊郎 福井県 鯖江市 2 2009/6/7 越前 019
長谷川 勝栄 福井県 勝山市 2 2009/6/7 越前 020
大谷 友康 千葉県 佐倉市 2 2009/5/31 千蕎 002
大西 和子 千葉県 四街道市 2 2009/5/31 千蕎 003
倉持 修一 茨城県 古河市 2 2009/5/31 千蕎 004
山本 滋 千葉県 四街道市 2 2009/5/31 千蕎 005
渋沢 幸子 千葉県 四街道市 2 2009/5/31 千蕎 006
鈴木 義雄 千葉県 四街道市 2 2009/5/31 千蕎 009
高瀬 悦夫 栃木県 那須烏山市 2 2009/5/31 千蕎 011
松尾 師孝 千葉県 野田市 2 2009/5/31 千蕎 012



安田 孝子 千葉県 四街道市 2 2009/5/31 千蕎 013
横島 誠 栃木県 小山市 2 2009/5/31 千蕎 015
若狹 正伸 千葉県 佐倉市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2009/5/31 千蕎 016
岩崎 光晴 北海道 帯広市 2 2009/5/17 十勝 004
木村 雅夫 北海道 河東郡鹿追町 2 2009/5/17 十勝 006
中嶋 昭吉 北海道 帯広市 2 2009/5/17 十勝 007
亀田 智保 長野県 飯田市 2 2009/5/10 飯伊 001
熊谷 宗夫 長野県 飯田市 2 2009/5/10 飯伊 002
柳沢 澄子 長野県 北佐久郡御代田町 2 2009/5/10 飯伊 004
岩崎 英俊 北海道 江別市 2 2009/5/2 石狩 001
根符 琢磨 北海道 久遠郡せたな町 北檜山手打ちそば愛好会 2 2009/5/2 石狩 004
小堀 順三 北海道 小樽市 2 2009/5/2 石狩 010
林 利美 北海道 札幌市厚別区 2 2009/5/2 石狩 011
砂田 栄治 北海道 岩見沢市 2 2009/5/2 石狩 012
柴谷 弘行 北海道 小樽市 特別個人会員 2 2009/5/2 石狩 015
筒井 忠芳 北海道 札幌市南区 2 2009/5/2 石狩 017
清水 政男 北海道 札幌市白石区 2 2009/5/2 石狩 019
金子 昌仁 新潟県 新潟市西蒲区 2 2009/3/21 山都 001
宮原 久暢 福島県 会津若松市 会津磐梯そば道場 2 2009/3/21 山都 002
吉良田 次生 千葉県 我孫子市 2 2009/3/21 山都 005
田中 博子 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2009/3/21 山都 009
松本 弘 茨城県 土浦市 2 2009/3/21 山都 011
佐藤 武義 福島県 喜多方市 2 2009/3/21 山都 013
中村 勝雄 茨城県 高萩市 2 2009/3/21 山都 015
佐藤 優 福島県 喜多方市 2 2009/3/21 山都 020
佐藤 裕 福島県 喜多方市 2 2009/3/21 山都 023
岩村 米子 栃木県 芳賀郡市貝町 2 2009/3/21 山都 027
吉田 利雄 福島県 田村市 手打ちそばときわ会 2 2009/3/21 山都 028
田中 ひろみ 北海道 旭川市 2 2009/3/8 北竜 001
鈴木 英也 北海道 滝川市 2 2009/3/8 北竜 004
中舘 寛 北海道 増毛郡増毛町 2 2009/3/8 北竜 006
鹿原 忠直 青森県 三戸郡階上町 2 2009/3/8 北竜 007
島田 稔一 北海道 沙流郡日高町 2 2009/3/8 北竜 008
藤原 秀男 北海道 旭川市 Ａネットそば打ち研究会 2 2009/3/8 北竜 012
下日向 恵美子 青森県 三戸郡階上町 2 2009/3/8 北竜 013
山田 良成 北海道 沙流郡日高町 2 2009/3/8 北竜 014
小松 修 北海道 雨竜郡北竜町 2 2009/3/8 北竜 016
及川 保 北海道 旭川市 2 2009/3/8 北竜 017
沼田 明久 青森県 青森市 2 2009/3/8 北竜 018
菅 雅嗣 北海道 石狩市 2 2009/3/8 北竜 019
扇谷 三津子 北海道 雨竜郡北竜町 2 2009/3/8 北竜 021
川田 啓一 北海道 雨竜郡北竜町 2 2009/3/8 北竜 023
齋藤 忠 茨城県 日立市 2 2009/2/21 茨城 002
須田 省二 茨城県 那珂郡東海村 2 2009/2/21 茨城 004
石塚 貞子 茨城県 笠間市 2 2009/2/21 茨城 006
赤津 茂行 茨城県 日立市 2 2009/2/21 茨城 007
青木 茂太 茨城県 笠間市 2 2009/2/21 茨城 010
中山 正明 茨城県 坂東市 2 2009/2/21 茨城 011
坂田 豊 東京都 葛飾区 2 2009/2/21 茨城 012
中島 悌次 茨城県 筑西市 2 2009/2/21 茨城 014
鉾建 賢治 北海道 中川郡幕別町 2 2009/2/15 紋別 002
館山 健之進 北海道 紋別郡雄武町 2 2009/2/15 紋別 003
鈴木 孝昌 北海道 網走市 2 2009/2/15 紋別 004
荒船 正男 埼玉県 秩父市 2 2009/1/25 埼玉 002
星川 光 埼玉県 草加市 2 2009/1/25 埼玉 004
石井 和男 埼玉県 久喜市 彩蕎一門会 2 2009/1/25 埼玉 006
斉藤 浩史 茨城県 古河市 2 2009/1/25 埼玉 007
山下 信夫 東京都 杉並区 2 2009/1/25 埼玉 009
加藤 薫一 埼玉県 秩父郡横瀬町 2 2009/1/25 埼玉 011



寺嶋 充 埼玉県 川越市 2 2009/1/25 埼玉 014
熊木 嘉久 埼玉県 蓮田市 2 2009/1/25 埼玉 016
鳥海 弘 埼玉県 幸手市 2 2009/1/25 埼玉 017
西内 光政 埼玉県 南埼玉郡菖蒲町 2 2009/1/25 埼玉 022
清水 勝則 埼玉県 南埼玉郡宮代町 2 2009/1/25 埼玉 024
鈴木 利英美 栃木県 宇都宮市 2 2009/1/25 埼玉 027
強矢 弘 埼玉県 秩父市 2 2009/1/25 埼玉 029
藁谷 一夫 埼玉県 南埼玉郡白岡町 2 2009/1/25 埼玉 031
荒井 澄子 埼玉県 坂戸市 2 2009/1/25 埼玉 032
板橋 克義 埼玉県 川口市 2 2009/1/25 埼玉 036
中島 教夫 埼玉県 鴻巣市 2 2009/1/25 埼玉 041
深井 候次郎 埼玉県 北本市 2 2009/1/25 埼玉 042
高橋 亘 三重県 津市 2 2008/12/7 根羽 001
丸山 好郎 長野県 松本市 2 2008/12/7 根羽 002
藤白 昭一 岐阜県 飛騨市 飛騨市そば振興組合 2 2008/12/7 根羽 003
園原 義康 愛知県 江南市 2 2008/12/7 根羽 004
山村 きみ子 岐阜県 飛騨市 2 2008/12/7 根羽 006
前田 幸汪 愛知県 刈谷市 2 2008/12/7 根羽 008
須田 延行 三重県 四日市市 2 2008/12/7 根羽 010
平澤 外司来 岐阜県 飛騨市 2 2008/12/7 根羽 011
上木 俊幸 岐阜県 高山市 2 2008/12/7 根羽 012
上村 政和 三重県 鈴鹿市 2 2008/12/7 根羽 014
朝田 貢 岐阜県 飛騨市 2 2008/12/7 根羽 015
谷口 博和 岐阜県 高山市 2 2008/12/7 根羽 016
水口 勝彦 岐阜県 飛騨市 飛騨市そば振興組合 2 2008/12/7 根羽 019
足立 功 岐阜県 飛騨市 2 2008/12/7 根羽 020
三輪 進 長野県 飯田市 2 2008/12/7 根羽 021
村上 哲男 栃木県 那須郡那須町 2 2008/12/6 寒江 001
岡部 喜春 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2008/12/6 寒江 002
岩崎 誠 宮城県 仙台市青葉区 2 2008/12/6 寒江 003
高橋 勇 山形県 東村山郡山辺町 2 2008/12/6 寒江 004
三崎 勝則 岩手県 二戸郡一戸町 2 2008/12/6 寒江 008
大橋 孝 青森県 五所川原市 特別個人会員 2 2008/12/6 寒江 009
江口 兼治 山形県 山形市 2 2008/12/6 寒江 010
山岸 忠七 福島県 福島市 2 2008/12/6 寒江 011
大窪 広彦 富山県 富山市 2 2008/11/30 名古 001
岡田 洋子 愛知県 名古屋市昭和区 2 2008/11/30 名古 002
竹田 暢子 富山県 富山市 2 2008/11/30 名古 004
松垣 但 岐阜県 高山市 2 2008/11/30 名古 005
木村 孝範 広島県 福山市 2 2008/11/23 三田 006
鈴木 ひでみ 兵庫県 加西市 2 2008/11/23 三田 007
重塚 利弘 兵庫県 神戸市 2 2008/11/23 三田 009
塩見 良雄 兵庫県 丹波市 2 2008/11/23 三田 011
花畑 栄一 兵庫県 姫路市 2 2008/11/23 三田 016
有末 康義 大阪府 枚方市 京阪奈蕎麦打倶楽部 2 2008/11/23 三田 017
小川 やす子 兵庫県 加西市 2 2008/11/23 三田 019
松岡 智生 広島県 廿日市市 2 2008/11/23 三田 022
徳村 清香 三重県 伊賀市 2 2008/11/23 三田 023
森岡 祥子 三重県 伊賀市 2 2008/11/23 三田 025
東 昌弘 大阪府 四条畷市 2 2008/11/23 三田 026
三浦 恵美子 大阪府 寝屋川市 2 2008/11/23 三田 028
成廣 高徳 岡山県 岡山市 2 2008/11/23 三田 030
太田 勝美 奈良県 生駒市 2 2008/11/23 三田 032
奥﨑 和宏 広島県 広島市 2 2008/11/23 三田 033
川森 静子 三重県 伊賀市 2 2008/11/23 三田 034
笹山 やす子 三重県 伊賀市 2 2008/11/23 三田 036
笹山 博子 三重県 伊賀市 2 2008/11/23 三田 039
池内 一成 大阪府 岸和田市 2 2008/11/23 三田 041
坂下 英和 三重県 度会郡 2 2008/11/23 三田 045



槇 圭子 岡山県 岡山市 2 2008/11/23 三田 048
藤尾 さつき 兵庫県 伊丹市 2 2008/11/23 三田 049
大西 博通 兵庫県 加西市 2 2008/11/23 三田 050
伊東 輝夫 兵庫県 川西市 2 2008/11/23 三田 051
長浜 秀郎 兵庫県 加西市 2 2008/11/23 三田 052
北川 昌宣 岡山県 赤磐市 2 2008/11/23 三田 055
小山 篤子 岡山県 岡山市 2 2008/11/23 三田 056
水元 春子 岡山県 岡山市 2 2008/11/23 三田 059
萩原 唯司 岡山県 岡山市中区 2 2008/11/23 三田 062
稲葉 由紀子 岡山県 岡山市 2 2008/11/23 三田 064
橋本 和子 兵庫県 神崎郡 2 2008/11/23 三田 066
後藤 猛 兵庫県 加西市 2 2008/11/23 三田 067
野田 勝夫 奈良県 北葛城郡上牧町 2 2008/11/23 三田 068
櫻井 千枝子 大阪府 堺市中区 2 2008/11/22 泉北 006
竹村 弘美 大阪府 堺市南区 2 2008/11/22 泉北 007
辻 義彦 大阪府 大阪市淀川区 2 2008/11/22 泉北 009
辻井 三和子 大阪府 河内長野市 2 2008/11/22 泉北 010
濱田 守弘 奈良県 橿原市 2 2008/11/22 泉北 012
望月 通人 東京都 中央区 2 2008/11/22 泉北 014
森 康彦 和歌山県 橋本市 2 2008/11/22 泉北 015
小原 政次 北海道 中川郡中川町 2 2008/11/9 当麻 001
谷口 哲雄 北海道 旭川市 2 2008/11/9 当麻 002
奥山 好子 北海道 雨竜郡沼田町 2 2008/11/9 当麻 003
志藤 一夫 北海道 旭川市 2 2008/11/9 当麻 004
林 英雄 栃木県 真岡市 2 2008/11/2 日光 002
橋本 政雄 栃木県 宇都宮市 2 2008/11/2 日光 005
安藤 公二 栃木県 宇都宮市 2 2008/11/2 日光 007
佐々木 昭子 埼玉県 越谷市 2 2008/11/2 日光 008
落合 功 栃木県 河内郡上三川町 2 2008/11/2 日光 009
山重 利子 栃木県 栃木市 2 2008/11/2 日光 016
小林 正義 新潟県 上越市板倉区 2 2008/11/2 日光 019
斎須 啓子 栃木県 宇都宮市 2 2008/11/2 日光 020
佐川 静枝 東京都 足立区 2 2008/10/26 板橋 001
堀口 英美子 東京都 板橋区 2 2008/10/26 板橋 002
渡邊 國人 東京都 練馬区 2 2008/10/26 板橋 003
横山 静夫 東京都 練馬区 2 2008/10/26 板橋 005
西田 高久 埼玉県 志木市 2 2008/10/26 板橋 006
佐藤 昌志 茨城県 日立市 2 2008/10/26 板橋 007
黒田 真吾 東京都 練馬区 2 2008/10/26 板橋 009
渋谷 太郎 東京都 昭島市 2 2008/10/26 板橋 010
藤田 辰雄 東京都 練馬区 2 2008/10/26 板橋 011
内田 直生 神奈川県 鎌倉市 2 2008/10/26 板橋 012
野田 晋三 福井県 福井市 蕎香庵 2 2008/10/25 池田 001
辻 優 福井県 坂井市 2 2008/10/25 池田 002
平井 賢治 福井県 福井市 蕎香庵 2 2008/10/25 池田 003
蔵田 和弘 福井県 坂井市 2 2008/10/25 池田 010
玉村 正三 福井県 越前市 2 2008/10/25 池田 013
寺谷 康男 福井県 福井市 2 2008/10/25 池田 014
奥野 哲也 福井県 坂井市 2 2008/10/25 池田 015
室田 宣一 福井県 福井市 2 2008/10/25 池田 016
松山 憲司 福井県 福井市 2 2008/10/25 池田 017
多田 治郎兵衛 福井県 勝山市 2 2008/10/25 池田 018
小林 通子 福井県 吉田郡永平寺町 2 2008/10/25 池田 019
薄木 克則 北海道 札幌市豊平区 2 2008/10/5 上砂 005
渡辺 容子 北海道 名寄市 2 2008/10/5 上砂 008
柳本 卓磨 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/10/5 上砂 009
宇草 哲夫 北海道 江別市 2 2008/10/5 上砂 011
松浦 準 北海道 名寄市 2 2008/10/5 上砂 012
小林 辰夫 北海道 留萌市 2 2008/10/5 上砂 013



山田 静子 北海道 砂川市 2 2008/10/5 上砂 015
刈賀 尚夫 北海道 岩見沢市 2 2008/10/5 上砂 018
清水 久雄 北海道 二海郡八雲町 2 2008/10/5 上砂 019
秋本 智子 千葉県 木更津市 2 2008/10/5 千葉 001
林田 宏 千葉県 佐倉市 2 2008/10/5 千葉 002
芝原 賢二 千葉県 千葉市緑区 2 2008/10/5 千葉 003
田中 毅 東京都 板橋区 特別個人会員 2 2008/10/5 千葉 005
西槙 義孝 千葉県 千葉市若葉区 2 2008/10/5 千葉 006
内野 總子 千葉県 勝浦市 2 2008/10/5 千葉 007
田中 康雄 千葉県 千葉市中央区 2 2008/10/5 千葉 011
室 広幸 千葉県 千葉市稲毛区 2 2008/10/5 千葉 012
氏家 喜晴 千葉県 柏市 2 2008/10/5 千葉 013
土屋 晃庸 千葉県 八千代市 2 2008/10/5 千葉 015
吉田 勝政 千葉県 松戸市 2 2008/10/5 千葉 016
元田 洋子 千葉県 我孫子市 2 2008/10/5 千葉 017
菅野 文一 千葉県 千葉市美浜区 2 2008/10/5 千葉 018
立石 志郎 千葉県 佐倉市 2 2008/10/5 千葉 019
今野 武四郎 千葉県 船橋市 2 2008/10/5 千葉 021
清宮 美香 千葉県 千葉市若葉区 2 2008/10/5 千葉 022
村松 千鶴子 千葉県 佐倉市 2 2008/10/5 千葉 023
進藤 里枝 千葉県 千葉市花見川区 2 2008/10/5 千葉 030
本多 建男 千葉県 千葉市花見川区 2 2008/10/5 千葉 031
森田 美智子 千葉県 佐倉市 2 2008/10/5 千葉 032
山根 壮一 千葉県 千葉市美浜区 2 2008/10/5 千葉 033
本多 ウタ子 千葉県 千葉市花見川区 2 2008/10/5 千葉 034
時田 孝雄 千葉県 市原市 2 2008/10/5 千葉 035
矢内 和博 長野県 松本市 2 2008/9/28 松本 008
長谷川 光範 富山県 富山市 2 2008/9/28 松本 011
佐野 久典 神奈川県 厚木市 2 2008/9/27 群馬 001
竹沢 史郎 栃木県 宇都宮市 2 2008/9/27 群馬 003
渡辺 克己 千葉県 市川市 2 2008/9/27 群馬 005
大久保 勝美 群馬県 太田市 2 2008/9/27 群馬 007
萩口 静枝 群馬県 太田市 2 2008/9/27 群馬 008
金子 由美子 埼玉県 蓮田市 2 2008/9/27 群馬 010
山口 孝雄 山梨県 甲斐市 2 2008/9/27 群馬 015
清田 祐次 神奈川県 川崎市中原区 2 2008/9/27 群馬 016
御田 文江 群馬県 太田市 2 2008/9/27 群馬 017
金井 教美 群馬県 太田市 2 2008/9/27 群馬 018
飯田 正子 群馬県 太田市 2 2008/9/27 群馬 020
椎名 敦子 群馬県 利根郡川場村 2 2008/9/27 群馬 021
田澤 邦雄 栃木県 宇都宮市 2 2008/9/27 群馬 022
堀 美雪 群馬県 利根郡昭和村 2 2008/9/27 群馬 025
中澤 一江 埼玉県 熊谷市 2 2008/9/27 群馬 026
堤 榮 群馬県 伊勢崎市 太田こだわり蕎麦の会 2 2008/9/27 群馬 029
高田 欽也 群馬県 太田市 2 2008/9/27 群馬 030
近藤 英詔 埼玉県 加須市 2 2008/9/27 群馬 031
鈴木 圭子 群馬県 沼田市 2 2008/9/27 群馬 032
中村 英男 富山県 黒部市 2 2008/9/27 群馬 033
蝦名 昌彦 栃木県 宇都宮市 2 2008/9/27 群馬 034
和井田 米子 群馬県 館林市 2 2008/9/27 群馬 035
岩見 直樹 東京都 港区 2 2008/9/27 群馬 036
五味渕 薫 栃木県 宇都宮市 2 2008/9/27 群馬 038
鈴木 摩咲子 群馬県 太田市 太田こだわり蕎麦の会 2 2008/9/27 群馬 039
柿沼 初恵 群馬県 太田市 2 2008/9/27 群馬 041
表 友昭 富山県 射水市 2 2008/9/21 利賀 001
片岡 弘 富山県 富山市 2 2008/9/21 利賀 002
竹部 利雄 富山県 高岡市 2 2008/9/21 利賀 007
日野 功一 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2008/9/21 利賀 012
福川 宏之 富山県 富山市 2 2008/9/21 利賀 013



米澤 しのぶ 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 2 2008/9/21 利賀 016
宮島 晨吉 埼玉県 さいたま市見沼区 2 2008/7/20 苫小 001
川口 千春 北海道 様似郡様似町 2 2008/7/20 苫小 002
小柳 隆 北海道 苫小牧市 2 2008/7/20 苫小 004
山本 宏三郎 北海道 札幌市南区 2 2008/7/20 苫小 006
鈴木 孝志 北海道 旭川市 2 2008/7/20 苫小 011
小野垣 了 北海道 札幌市南区 2 2008/7/20 苫小 012
松田 孝吉 北海道 登別市 2 2008/7/20 苫小 015
笠島 貴子 北海道 札幌市豊平区 2 2008/7/20 苫小 016
山崎 裕 北海道 河東郡音更町 2 2008/7/20 苫小 018
黒田 英彦 北海道 苫小牧市 2 2008/7/20 苫小 022
谷口 豊 北海道 札幌市南区 2 2008/7/20 苫小 023
井上 泰一 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 001
石田 聖次 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 002
井上 友 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 003
及川 輝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 004
小原 竜一 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 005
内藤 大暉 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 006
内藤 豪 北海道 上川郡鷹栖町 2 2008/7/16 幌内 007
中村 修二 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 008
柳 悠太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 009
青砥 由香子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 010
押川 奈葵彩 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 011
深川 美記子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2008/7/16 幌内 014
梅村 由賀 北海道 旭川市 2 2008/7/16 幌内 015
太田 美帆 北海道 標津郡中標津町 2 2008/7/6 中標 002
川西 路子 北海道 標津郡中標津町 2 2008/7/6 中標 003
大沢 清子 東京都 墨田区 2 2008/6/28 鵜会 002
松本 忠寛 栃木県 鹿沼市 2 2008/6/28 鵜会 003
斎藤 真悟 東京都 練馬区 2 2008/6/28 鵜会 004
渡辺 昌男 千葉県 船橋市 2 2008/6/28 鵜会 005
五十嵐 茂 千葉県 船橋市 2 2008/6/28 鵜会 006
富田 正男 東京都 世田谷区 2 2008/6/28 鵜会 008
大日向 昭 千葉県 船橋市 2 2008/6/28 鵜会 010
塚田 茂 東京都 小金井市 2 2008/6/28 鵜会 011
森本 昭博 福井県 福井市 2 2008/6/15 美山 001
畑 芳和 福井県 福井市 2 2008/6/15 美山 002
村本 己喜男 北海道 札幌市厚別区 2 2008/6/7 奈江 003
落合 克尚 北海道 札幌市手稲区 2 2008/6/7 奈江 005
熊谷 朱美 北海道 旭川市 2 2008/6/7 奈江 006
遠藤 渡 北海道 上川郡比布町 2 2008/6/7 奈江 013
水上 隆 北海道 千歳市 2 2008/6/7 奈江 016
髙村 洋子 北海道 様似郡様似町 2 2008/6/7 奈江 017
向井 隆文 北海道 岩見沢市 2 2008/6/7 奈江 019
関戸 教臣 北海道 北広島市 2 2008/6/7 奈江 022
桐山 三四一 北海道 帯広市 2 2008/5/31 十勝 003
井伊 浩 千葉県 印旛郡栄町 千葉手打ち蕎麦の会 2 2008/5/25 千蕎 001
桜井 勉 茨城県 つくば市 2 2008/5/25 千蕎 002
山本 政一 東京都 板橋区 2 2008/5/25 千蕎 003
須田 修吉 神奈川県 横浜市港北区 2 2008/5/25 千蕎 007
高坂 和靖 東京都 杉並区 2 2008/5/25 千蕎 009
風間 薫 茨城県 東茨城郡茨城町 2 2008/5/25 千蕎 010
田島 渉 千葉県 四街道市 2 2008/5/25 千蕎 011
中川 彊 千葉県 千葉市若葉区 2 2008/5/25 千蕎 012
栗原 秀行 千葉県 四街道市 2 2008/5/25 千蕎 013
武居 庄一 東京都 板橋区 2 2008/5/25 千蕎 014
山崎 憲 千葉県 佐倉市 千葉手打ち蕎麦の会 2 2008/5/25 千蕎 015
桑迫 敏 東京都 板橋区 2 2008/5/25 千蕎 016
清水 明 千葉県 四街道市 2 2008/5/25 千蕎 017



矢島 護 東京都 杉並区 2 2008/5/25 千蕎 018
田中 政紀 千葉県 四街道市 2 2008/5/25 千蕎 022
及川 益男 東京都 江東区 2 2008/5/25 千蕎 023
福間 元 千葉県 山武郡芝山町 2 2008/5/25 千蕎 024
桑原 栄蔵 長野県 下伊那郡喬木村 2 2008/5/18 飯伊 003
矢田 和義 長野県 下伊那郡喬木村 2 2008/5/18 飯伊 004
大脇 和夫 長野県 下伊那郡喬木村 2 2008/5/18 飯伊 005
吉津 英男 長野県 下伊那郡喬木村 2 2008/5/18 飯伊 006
新村 幸久 長野県 上伊那郡辰野町 2 2008/5/18 飯伊 007
渋川 義彦 長野県 北佐久郡軽井沢町 2 2008/5/18 飯伊 008
伊坪 祥友 長野県 飯田市 2 2008/5/18 飯伊 009
伴 ゆきえ 北海道 小樽市 2 2008/4/26 石狩 002
金子 道子 北海道 小樽市 2 2008/4/26 石狩 007
下濱 清子 北海道 札幌市豊平区 2 2008/4/26 石狩 009
伊藤 博巳 北海道 札幌市白石区 2 2008/4/26 石狩 010
石浦 武雄 北海道 石狩市 2 2008/4/26 石狩 011
松屋 健二 北海道 小樽市 2 2008/4/26 石狩 012
栗山 卓也 北海道 伊達市 2 2008/4/26 石狩 015
柴田 賢 北海道 札幌市北区 2 2008/4/26 石狩 016
中野 和代 北海道 小樽市 2 2008/4/26 石狩 017
中島 勢冶 北海道 小樽市 2 2008/4/26 石狩 022
阿部 浩文 北海道 根室市 2 2008/4/26 石狩 023
新村 トヨ子 北海道 名寄市 2 2008/4/26 石狩 024
崇田 章男 北海道 夕張郡長沼町 2 2008/4/26 石狩 027
川西 勝幸 北海道 美唄市 2 2008/4/26 石狩 028
熊田 悦久 福島県 福島市 2 2008/3/22 山都 001
田中 頼子 埼玉県 さいたま市浦和区 2 2008/3/22 山都 004
丸山 信夫 福島県 会津若松市 2 2008/3/22 山都 005
岩橋 弘隆 福島県 喜多方市 2 2008/3/22 山都 006
小笠原 務 東京都 港区 2 2008/3/22 山都 008
伊藤 一夫 福島県 郡山市 2 2008/3/22 山都 010
中地 和夫 埼玉県 新座市 2 2008/3/22 山都 012
渡部 峰子 福島県 喜多方市 2 2008/3/22 山都 013
藤本 宗良 神奈川県 横浜市緑区 2 2008/3/22 山都 014
佐藤 誠市 福島県 二本松市 2 2008/3/22 山都 015
渡邉 信一 栃木県 下野市 2 2008/3/22 山都 017
清野 由美子 福島県 喜多方市 2 2008/3/22 山都 018
佐藤 俊太郎 福島県 福島市 2 2008/3/22 山都 019
黒川 務 富山県 富山市 2 2008/3/22 山都 020
石田 大三 東京都 大田区 2 2008/3/22 山都 022
唐橋 推子 福島県 喜多方市 2 2008/3/22 山都 025
久松 博 東京都 港区 2 2008/3/22 山都 026
齋藤 謙市朗 福島県 喜多方市 2 2008/3/22 山都 027
小澤 初江 福島県 喜多方市 2 2008/3/22 山都 030
島田 計司 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2008/3/22 山都 031
熊崎 守 栃木県 宇都宮市 2 2008/3/22 山都 032
辻 晃俊 北海道 雨竜郡北竜町 2 2008/3/16 北竜 001
宮崎 清人 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2008/3/16 北竜 002
宮島 雅亮 北海道 雨竜郡北竜町 2 2008/3/16 北竜 003
昔農 正春 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2008/3/16 北竜 005
大田 高男 北海道 旭川市 2 2008/3/16 北竜 008
堀川 徹 北海道 滝川市 2 2008/3/16 北竜 009
橋場 富美子 北海道 雨竜郡沼田町 2 2008/3/16 北竜 010
門木 勉 北海道 上川郡鷹栖町 2 2008/3/16 北竜 011
藤井 明雄 北海道 雨竜郡北竜町 2 2008/3/16 北竜 012
金子 嘉文 北海道 上川郡上川町 上川そば打ち愛好会 2 2008/3/16 北竜 013
前田 勝一 北海道 美唄市 2 2008/3/16 北竜 016
大川 昭吉 栃木県 栃木市 2 2008/2/16 茨城 001
藤 隆雄 茨城県 つくば市 2 2008/2/16 茨城 004



保泉 登 埼玉県 大里郡寄居町 2 2008/2/16 茨城 005
伊東 正道 栃木県 下都賀郡野木町 2 2008/2/16 茨城 006
中川 善夫 茨城県 筑西市 2 2008/2/16 茨城 010
木村 浩征 群馬県 邑楽郡板倉町 2 2008/2/16 茨城 011
櫻井 勝 茨城県 ひたちなか市 2 2008/2/16 茨城 015
田村 彰朗 茨城県 水戸市 2 2008/2/16 茨城 016
菅谷 孝 千葉県 香取市 2 2008/2/16 茨城 017
柴崎 照雄 茨城県 常総市 2 2008/2/16 茨城 019
小林 美和 茨城県 つくば市 2 2008/2/16 茨城 020
福地 正克 北海道 標津郡標津町 2 2008/2/9 紋別 001
森 厚香 北海道 天塩郡幌延町 2 2008/2/9 紋別 002
又木 裕治 東京都 中央区 2 2008/1/20 埼玉 002
柏崎 哲男 栃木県 下野市 2 2008/1/20 埼玉 003
池田 潤彌 埼玉県 本庄市 2 2008/1/20 埼玉 008
黒田 治 東京都 昭島市 2 2008/1/20 埼玉 011
中村 正純 埼玉県 熊谷市 2 2008/1/20 埼玉 018
岡本 道生 東京都 港区 2 2008/1/20 埼玉 020
大久保 則男 東京都 町田市 2 2008/1/20 埼玉 025
鶴見 幸定 茨城県 古河市 2 2008/1/20 埼玉 030
嶋田 和則 埼玉県 川越市 2 2008/1/20 埼玉 033
浜川 博 埼玉県 行田市 2 2008/1/20 埼玉 036
山下 アヤ子 東京都 杉並区 2 2008/1/20 埼玉 037
伊藤 哲也 埼玉県 さいたま市中央区 2 2008/1/20 埼玉 039
金子 豊 東京都 杉並区 2 2008/1/20 埼玉 040
西尾 太志 岐阜県 恵那市 飛騨市そば振興組合 2 2007/12/2 根羽 002
石坂 恵治 三重県 四日市市 2 2007/12/2 根羽 003
鯉江 桂吉 愛知県 常滑市 2 2007/12/2 根羽 004
今村 隆重 長野県 飯田市 2 2007/12/2 根羽 006
下嶋 由美子 岐阜県 飛騨市 2 2007/12/2 根羽 007
小池 博子 岐阜県 高山市 2 2007/12/2 根羽 008
大楠 弘記 愛知県 長久手町 2 2007/12/2 根羽 009
野口 康三 長野県 飯田市 2 2007/12/2 根羽 010
小倉 嘉則 長野県 飯田市 2 2007/12/2 根羽 011
松下 清二 長野県 飯田市 2 2007/12/2 根羽 014
越 久子 富山県 中新川郡立山町 2 2007/12/2 根羽 016
荒木 恵子 岐阜県 飛騨市 2 2007/12/2 根羽 017
出井 正蔵 岐阜県 飛騨市 2 2007/12/2 根羽 019
鈴木 康壽 宮城県 岩沼市 2 2007/12/1 寒河江 002
田代 勝彦 茨城県 土浦市 2 2007/12/1 寒河江 003
二瓶 光夫 福島県 福島市 2 2007/12/1 寒河江 005
辻 祥隆 神奈川県 横浜市南区 2 2007/12/1 寒河江 006
百瀬 武 神奈川県 川崎市多摩区 2 2007/12/1 寒河江 008
沖津 みさ子 山形県 寒河江市 2 2007/12/1 寒河江 009
辻 尚子 神奈川県 横浜市南区 2 2007/12/1 寒河江 016
千阪 由紀 大阪府 大阪市旭区 2 2007/11/23 三田 002
深田 多映子 兵庫県 神埼郡市川町 はりまの国麺道倶楽部 2 2007/11/23 三田 007
西田 忠一 大阪府 大阪市東淀川区 2 2007/11/23 三田 009
中安 高 兵庫県 加西市 2 2007/11/23 三田 010
井上 順子 兵庫県 高砂市 2 2007/11/23 三田 012
厨子 久美子 兵庫県 加西市 2 2007/11/23 三田 015
吉田 慶次 大阪府 茨木市 2 2007/11/23 三田 016
鈴木 信彦 兵庫県 加西市 2 2007/11/23 三田 024
久保 正視 兵庫県 西宮市 2 2007/11/23 三田 027
森下 優子 広島県 庄原市 2 2007/11/23 三田 031
門元 堅三 兵庫県 神戸市北区 2 2007/11/23 三田 032
福原 昌子 岡山県 岡山市 2 2007/11/23 三田 034
高田 清子 岡山県 美作市 2 2007/11/23 三田 035
津国 京子 京都府 八幡市 2 2007/11/23 三田 037
北野 史男 大阪府 高石市 2 2007/11/23 三田 038



滝本 昌子 広島県 庄原市 2 2007/11/23 三田 039
上田 正春 大阪府 高石市 2 2007/11/23 泉北 001
島田 武志 滋賀県 大津市 2 2007/11/23 泉北 008
高橋 護 大阪府 大東市 2 2007/11/23 泉北 009
中嶌 貞之 大阪府 堺市南区 2 2007/11/23 泉北 011
藤井 寛志 大阪府 堺市南区 2 2007/11/23 泉北 016
梶山 隆也 栃木県 宇都宮市 2 2007/11/3 日光 002
飯田 隆行 栃木県 佐野市 2 2007/11/3 日光 005
赤羽 主 栃木県 芳賀郡芳賀町 2 2007/11/3 日光 008
小杉 久雄 栃木県 小山市 2 2007/11/3 日光 013
宮本 久雄 茨城県 土浦市 2 2007/11/3 日光 014
金子 政市 栃木県 鹿沼市 2 2007/11/3 日光 016
川田 耕太郎 京都府 京都市上京区 2 2007/10/8 松本 005
小山 伸二 長野県 上田市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 2 2007/10/8 松本 006
生駒 和久 愛知県 岡崎市 2 2007/10/8 松本 007
梅津 和典 東京都 練馬区 2 2007/10/8 松本 012
安藤 愛子 長野県 上伊那郡南箕輪村 2 2007/10/8 松本 015
松井 正俊 長野県 諏訪郡 2 2007/10/8 松本 017
名取 良一 北海道 札幌市手稲区 2 2007/9/30 上砂 001
村田 正則 北海道 士別市 2 2007/9/30 上砂 002
稲田 みち子 北海道 札幌市東区 2 2007/9/30 上砂 006
渡辺 満明 北海道 札幌市東区 2 2007/9/30 上砂 007
本橋 菊雄 北海道 千歳市 2 2007/9/30 上砂 008
三浦 睦 北海道 天塩郡遠別町 2 2007/9/30 上砂 009
田村 喜代子 北海道 札幌市西区 2 2007/9/30 上砂 011
福本 好宏 北海道 札幌市北区 2 2007/9/30 上砂 014
小川 国明 北海道 札幌市手稲区 2 2007/9/30 上砂 015
奈良 正俊 北海道 札幌市手稲区 2 2007/9/30 上砂 016
藤島 英祐 北海道 札幌市南区 2 2007/9/30 上砂 018
井上 義明 北海道 札幌市東区 2 2007/9/30 上砂 019
平松 武之 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/9/30 上砂 022
秋田谷 瞳 北海道 名寄市 2 2007/9/30 上砂 023
金田 政子 北海道 砂川市 2 2007/9/30 上砂 024
山田 慎士 北海道 岩見沢市 2 2007/9/30 上砂 025
沼 博之 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/9/30 上砂 026
吉田 祐美 福井県 福井市 2 2007/9/29 池田 005
竹中 浩三 石川県 加賀市 2 2007/9/29 池田 007
白嶋 清 福井県 坂井市 2 2007/9/29 池田 008
滝川 明美 福井県 福井市 2 2007/9/29 池田 009
堀川 光子 富山県 射水市 2 2007/9/29 池田 010
中村 輝政 岐阜県 飛騨市 2 2007/9/29 池田 011
山本 伊津子 福井県 福井市 2 2007/9/29 池田 012
藤田 稔 福井県 吉田郡永平寺町 2 2007/9/29 池田 013
林 哲幸 福井県 今立郡池田町 2 2007/9/29 池田 015
堀 美里 福井県 鯖江市 2 2007/9/29 池田 017
鮎川 重夫 千葉県 四街道市 2 2007/9/23 千葉 001
石井 美男 千葉県 八千代市 2 2007/9/23 千葉 002
亀山 好喜 千葉県 佐倉市 2 2007/9/23 千葉 009
北村 英男 千葉県 四街道市 2 2007/9/23 千葉 010
黒木 勇二 千葉県 船橋市 2 2007/9/23 千葉 012
桑山 輝海 千葉県 千葉市若葉区 2 2007/9/23 千葉 013
佐藤 康範 千葉県 四街道市 2 2007/9/23 千葉 014
杉山 芳男 千葉県 千葉市緑区 2 2007/9/23 千葉 017
鈴木 正規 千葉県 市原市 2 2007/9/23 千葉 020
吉田 高明 千葉県 船橋市 2 2007/9/23 千葉 021
竹内 康浩 千葉県 四街道市 2 2007/9/23 千葉 022
卜部 勝子 千葉県 八街市 2 2007/9/23 千葉 023
富樫 和則 新潟県 村上市 2 2007/9/23 千葉 024
中沢 満 千葉県 茂原市 2 2007/9/23 千葉 025



野口 昇 千葉県 千葉市中央区 2 2007/9/23 千葉 028
松原 正敏 千葉県 八千代市 2 2007/9/23 千葉 029
宮澤 克典 千葉県 習志野市 2 2007/9/23 千葉 032
山岸 守夫 千葉県 船橋市 2 2007/9/23 千葉 033
山本 俊雄 千葉県 我孫子市 2 2007/9/23 千葉 034
安倍 清 富山県 富山市 2 2007/9/9 利賀 003
服部 丞太郎 富山県 富山市 2 2007/9/9 利賀 005
河岸 典治 富山県 富山市 2 2007/9/9 利賀 008
高嶋 忠夫 富山県 富山市 2 2007/9/9 利賀 009
只石 良政 富山県 魚津市 2 2007/9/9 利賀 012
鈴木 正之 神奈川県 相模原市 2 2007/9/1 群馬 002
黒川 良夫 神奈川県 横浜市戸塚区 2 2007/9/1 群馬 003
阿部 逸也 群馬県 沼田市 2 2007/9/1 群馬 005
岩田 知之 群馬県 前橋市 2 2007/9/1 群馬 006
津野田 栄二 栃木県 宇都宮市 2 2007/9/1 群馬 007
大豆生田 清 栃木県 栃木市 2 2007/9/1 群馬 008
伊藤 都幸 群馬県 太田市 2 2007/9/1 群馬 010
田部井 重雄 群馬県 館林市 2 2007/9/1 群馬 011
川島 まり子 群馬県 太田市 2 2007/9/1 群馬 012
桑原 清好 群馬県 沼田市 2 2007/9/1 群馬 014
並木 みよ子 東京都 練馬区 2 2007/9/1 群馬 015
岡村 真七実 群馬県 沼田市 2 2007/9/1 群馬 016
岡田 浩志 群馬県 太田市 2 2007/9/1 群馬 021
腰越 将欽 群馬県 前橋市 2 2007/9/1 群馬 022
牛坂 文子 群馬県 太田市 2 2007/9/1 群馬 023
岡村 雅水 群馬県 沼田市 2 2007/9/1 群馬 026
星野 来輝 群馬県 沼田市 2 2007/9/1 群馬 027
小澤 芳裕 東京都 江東区 2 2007/9/1 群馬 028
石河 秀夫 神奈川県 横浜市泉区 2 2007/9/1 群馬 029
斉藤 孝子 群馬県 太田市 2 2007/9/1 群馬 030
広瀬 文夫 栃木県 佐野市 2 2007/9/1 群馬 031
Siroos Jahangiri 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2007/9/1 群馬 032
石橋 謙治 北海道 目梨郡羅臼町 特別個人会員 2 2007/8/25 紋別 001
南部 猛 北海道 網走郡大空町 2 2007/8/25 紋別 002
村田 勉 北海道 北見市 2 2007/8/25 紋別 003
佐藤 勇 北海道 中川郡幕別町 2 2007/8/25 紋別 004
山岸 典生 北海道 北見市 2 2007/8/25 紋別 007
堀田 正美 北海道 斜里郡斜里町 2 2007/8/25 紋別 008
西尾 眞喜子 北海道 北見市 2 2007/8/25 紋別 010
杉原 清 北海道 根室市 2 2007/8/25 紋別 011
山西 幸三 北海道 標津郡中標津町 2 2007/8/25 紋別 012
岩本 浩人 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 002
高橋 里奈 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 004
中村 祐人 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 006
岸野 まや 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 007
佐藤 悠太 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 008
武田 正三郎 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 009
藤谷 歩 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 010
山田 靖子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 011
加藤 義雄 北海道 旭川市 2 2007/7/18 幌内 012
本間 一美 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 014
守田 作名美 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/7/18 幌内 015
新井 祐太 北海道 苫小牧市 2 2007/7/15 苫小 004
倉内 時子 北海道 苫小牧市 2 2007/7/15 苫小 007
山田 マリ子 北海道 登別市 2 2007/7/15 苫小 008
金子 哲也 北海道 夕張郡長沼町 2 2007/7/15 苫小 011
古木 陽二 北海道 苫小牧市 2 2007/7/15 苫小 012
高島 トモ子 北海道 苫小牧市 2 2007/7/15 苫小 013
立岡 俊子 北海道 登別市 2 2007/7/15 苫小 015



金 チエ 北海道 苫小牧市 2 2007/7/15 苫小 017
穴水 洋一郎 北海道 室蘭市 2 2007/7/15 苫小 018
小坂 高志 福井県 福井市 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2007/6/17 美山 001
吉村 道子 福井県 福井市 2 2007/6/17 美山 002
川多 弘也 北海道 札幌市白石区 2 2007/6/9 奈江 001
鵜飼 昭平 北海道 札幌市手稲区 奈井江手打ちそば道光会 2 2007/6/9 奈江 002
塩谷 隆紀 北海道 札幌市豊平区 2 2007/6/9 奈江 005
俵 葉子 北海道 恵庭市 2 2007/6/9 奈江 007
大月 良男 北海道 恵庭市 2 2007/6/9 奈江 012
小出 あかり 北海道 標津郡中標津町 2 2007/6/9 奈江 013
高橋 鉱 北海道 釧路郡釧路町 特別個人会員 2 2007/6/9 奈江 014
鈴木 徹 北海道 札幌市北区 2 2007/6/9 奈江 016
馬場 晶子 北海道 名寄市 2 2007/6/9 奈江 018
松島 和雄 北海道 中川郡幕別町 2 2007/6/9 奈江 023
小池 弘次 埼玉県 上尾市 2 2007/6/2 鵜の会 001
柴山 孝幸 茨城県 土浦市 2 2007/5/20 千蕎 001
伊藤 弘幸 千葉県 千葉市美浜区 2 2007/5/20 千蕎 003
玉置 英夫 長野県 飯田市 2 2007/5/20 飯伊 001
橋場 智恵美 長野県 木曽郡南木曽町 2 2007/5/20 飯伊 002
片山 みよ子 長野県 木曽郡南木曽町 2 2007/5/20 飯伊 003
志水 政代 長野県 木曽郡南木曽町 2 2007/5/20 飯伊 004
平林 好恵 長野県 木曽郡南木曽町 2 2007/5/20 飯伊 005
尾崎 松子 長野県 木曽郡南木曽町 2 2007/5/20 飯伊 006
尾崎 誠子 長野県 木曽郡南木曽町 2 2007/5/20 飯伊 007
水澤 秋江 長野県 北佐久郡軽井沢町 2 2007/5/20 飯伊 008
中塚 芳枝 長野県 北佐久郡軽井沢町 2 2007/5/20 飯伊 009
高橋 三重子 長野県 松本市 2 2007/5/20 飯伊 010
久保 啓子 長野県 松本市 2 2007/5/20 飯伊 011
原 陽輔 長野県 飯田市 2 2007/5/20 飯伊 012
井ヶ倉 穣 長野県 岡谷市 2 2007/5/20 飯伊 013
土岐 牧生 長野県 飯田市 2 2007/5/20 飯伊 014
玉置 貞夫 長野県 飯田市 2 2007/5/20 飯伊 015
鈴木 博文 長野県 下伊那郡松川町 2 2007/5/20 飯伊 016
島津 昌子 長野県 下伊那郡阿南町 2 2007/5/20 飯伊 017
青木 賢治 長野県 小諸市 2 2007/5/20 飯伊 019
山口 宝信 北海道 岩見沢市 2 2007/4/29 石狩 002
沼田 義一 北海道 札幌市南区 2 2007/4/29 石狩 003
多田 栄二 北海道 石狩市 2 2007/4/29 石狩 005
林 靖広 北海道 帯広市 2 2007/4/29 石狩 006
佐藤 義徳 北海道 札幌市西区 2 2007/4/29 石狩 007
西村 丞 北海道 札幌市豊平区 2 2007/4/29 石狩 009
金子 直道 北海道 北広島市 2 2007/4/29 石狩 011
前川 明 北海道 帯広市 2 2007/4/29 石狩 015
柏葉 恭延 北海道 北広島市 2 2007/4/29 石狩 016
森 隆二 北海道 久遠郡せたな町 北檜山手打ちそば愛好会 2 2007/4/29 石狩 017
中島 憲一 北海道 北広島市 2 2007/4/29 石狩 018
小西 希一郎 北海道 石狩市 2 2007/4/29 石狩 020
Scott Curtis 北海道 標津郡中標津町 2 2007/4/29 石狩 021
木戸口 和裕 北海道 稚内市 2 2007/4/29 石狩 022
長井 義孝 北海道 磯谷郡蘭越町 2 2007/4/29 石狩 023
近藤 優子 北海道 札幌市手稲区 2 2007/4/29 石狩 024
杉山 恭司 北海道 恵庭市 2 2007/4/29 石狩 025
石田 孝一 北海道 北広島市 2 2007/4/29 石狩 029
細谷 栄司 北海道 標津郡中標津町 2 2007/4/29 石狩 030
杉山 智子 北海道 恵庭市 2 2007/4/29 石狩 034
山田 皆子 北海道 夕張郡長沼町 2 2007/4/29 石狩 036
坂本 信夫 北海道 石狩市 2 2007/4/29 石狩 037
佐藤 稔 北海道 雨竜郡北竜町 2 2007/3/25 北竜 001
和泉 撤也 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 002



石井 保夫 北海道 雨竜郡北竜町 2 2007/3/25 北竜 003
國廣 泰史 北海道 旭川市 2 2007/3/25 北竜 004
伊賀 敏彦 北海道 深川市 そば食楽部　北竜 2 2007/3/25 北竜 005
森 喜寿郎 青森県 東津軽郡蓬田村 2 2007/3/25 北竜 006
合田 順司 北海道 札幌市中央区 2 2007/3/25 北竜 007
高橋 廣行 北海道 天塩郡幌延町 2 2007/3/25 北竜 008
斉藤 繁雄 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2007/3/25 北竜 009
古林 勝 北海道 士別市 2 2007/3/25 北竜 010
松葉 清 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 011
志部谷 ユキ子 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 012
赤松 真理子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2007/3/25 北竜 019
松田 行雄 北海道 雨竜郡沼田町 2 2007/3/25 北竜 020
須見 耕治 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 021
藤本 貢 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 022
志部谷 恒夫 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 023
森 弘 北海道 雨竜郡北竜町 2 2007/3/25 北竜 024
黄倉 真佐子 北海道 雨竜郡北竜町 2 2007/3/25 北竜 025
近藤 英人 北海道 深川市 2 2007/3/25 北竜 026
山崎 稔 北海道 雨竜郡北竜町 2 2007/3/25 北竜 027
山本 勝利 北海道 雨竜郡北竜町 2 2007/3/25 北竜 028
廣瀬 智子 北海道 上川郡当麻町 2 2007/3/25 北竜 030
中田 和則 北海道 札幌市厚別区 2 2007/3/25 北竜 031
石川 カオル 北海道 雨竜郡沼田町 2 2007/3/25 北竜 032
佐々木 芳雄 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 034
志部谷 純一 北海道 雨竜郡雨竜町 2 2007/3/25 北竜 035
櫻井 守 福島県 いわき市 2 2007/3/24 山都 002
齋藤 正勝 福島県 福島市 2 2007/3/24 山都 009
日下 新一 宮城県 仙台市太白区 2 2007/3/24 山都 012
近内 康 福島県 石川郡石川町 石川そば同好会 2 2007/3/24 山都 013
室井 昭二 福島県 南会津郡南会津町 2 2007/3/24 山都 016
三留 育子 福島県 耶麻郡西会津町 2 2007/3/24 山都 017
齋藤 節子 福島県 喜多方市 2 2007/3/24 山都 018
山内 小日和 福島県 喜多方市 2 2007/3/24 山都 020
渡部 通 福島県 喜多方市 2 2007/3/24 山都 021
青木 光子 福島県 いわき市 2 2007/3/24 山都 022
高木 進一 福島県 いわき市 2 2007/3/24 山都 024
恒松 太志 福島県 郡山市 2 2007/3/24 山都 026
佐川 務 茨城県 水戸市 2 2007/2/17 茨城 001
滑川 美江 茨城県 常陸太田市 2 2007/2/17 茨城 007
那須原 英二 茨城県 水戸市 2 2007/2/17 茨城 008
柏木 多美子 神奈川県 横浜市港北区 2 2007/2/17 茨城 010
石川 慶光 茨城県 常陸太田市 2 2007/2/17 茨城 012
勝間田 修 茨城県 日立市 2 2007/2/17 茨城 014
矢満田 勇 茨城県 つくばみらい市 2 2007/2/17 茨城 015
森島 道夫 栃木県 宇都宮市 2 2007/2/17 茨城 017
平田 稔 栃木県 宇都宮市 2 2007/1/27 埼玉 003
藤森 倍繁 埼玉県 志木市 2 2007/1/27 埼玉 005
森薗 孝志 東京都 東村山市 2 2007/1/27 埼玉 007
谷ツ田 忠二 埼玉県 熊谷市 2 2007/1/27 埼玉 008
渡辺 房雄 栃木県 小山市 2 2007/1/27 埼玉 011
稲垣 晃 埼玉県 さいたま市南区 2 2007/1/27 埼玉 014
河合 茂 東京都 板橋区 2 2007/1/27 埼玉 016
早乙女 君子 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2007/1/27 埼玉 017
関 敏夫 埼玉県 久喜市 2 2007/1/27 埼玉 018
綾部 淑子 埼玉県 さいたま市大宮区 2 2007/1/27 埼玉 022
大貫 幸英 埼玉県 さいたま市南区 2 2007/1/27 埼玉 032
泉田 健造 愛知県 岡崎市 2 2006/12/3 根羽 001
小沢 勉 長野県 下伊那郡高森町 2 2006/12/3 根羽 002
下川 伸一郎 愛知県 豊田市 2 2006/12/3 根羽 004



藤山 廣 三重県 四日市市 2 2006/12/3 根羽 005
橋本 良恒 愛知県 尾張旭市 2 2006/12/3 根羽 006
赤沼 康代 長野県 安曇野市 2 2006/12/3 根羽 008
地引 省五 愛知県 豊田市 2 2006/12/3 根羽 009
古田 茂和 岐阜県 高山市 2 2006/12/3 根羽 010
石原 孝浩 長野県 下伊那郡根羽村 2 2006/12/3 根羽 014
原 雅明 岐阜県 中津川市 2 2006/12/3 根羽 015
畑中 利夫 愛知県 豊田市 2 2006/12/3 根羽 016
澤栁 春好 長野県 飯田市 2 2006/12/3 根羽 017
石神 弘 福島県 郡山市 2 2006/12/2 寒江 001
安部 正伸 福島県 郡山市 2 2006/12/2 寒江 007
工藤 信一 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 2 2006/12/2 寒江 008
中山 隆儀 栃木県 河内郡上三川町 2 2006/12/2 寒江 015
平間 高広 宮城県 柴田郡大河原町 2 2006/12/2 寒江 020
長尾 和彦 福島県 福島市 2 2006/12/2 寒江 022
近藤 泰洋 宮城県 仙台市太白区 2 2006/12/2 寒江 023
山田 実 福島県 いわき市 2 2006/12/2 寒江 025
高橋 勇 栃木県 那須塩原市 2 2006/12/2 寒江 026
真木 千秋 山形県 寒河江市 2 2006/12/2 寒江 027
清水 順子 兵庫県 宝塚市 2 2006/11/26 三田 003
鬼頭 勝 兵庫県 宝塚市 2 2006/11/26 三田 005
林 榮一 兵庫県 神戸市須磨区 2 2006/11/26 三田 007
村井 彰 和歌山県 橋本市 2 2006/11/26 三田 008
森下 孝 兵庫県 西宮市 2 2006/11/26 三田 010
北 郁雄 兵庫県 神戸市西区 2 2006/11/26 三田 012
中本 敏夫 京都府 長岡京市 2 2006/11/26 三田 015
山本 誠司 大阪府 堺市西区 2 2006/11/26 三田 017
段床 昌義 兵庫県 神崎郡市川町 2 2006/11/26 三田 018
樽本 宏 大阪府 堺市東区 2 2006/11/26 三田 019
小谷 良正 岡山県 赤磐市 2 2006/11/26 三田 023
中山 智雄 兵庫県 姫路市 2 2006/11/26 三田 024
中島 尚子 大阪府 守口市 2 2006/11/26 三田 026
小柳 亜津子 岡山県 岡山市 2 2006/11/26 三田 029
元村 英毅 大阪府 河内長野市 2 2006/11/26 三田 030
仲村 諄衛 大阪府 枚方市 2 2006/11/26 三田 031
西谷 和也 広島県 広島市東区 2 2006/11/26 三田 034
田中 和弘 大阪府 大阪市生野区 2 2006/11/26 三田 035
大西 昭郎 大阪府 河内長野市 2 2006/11/26 三田 037
金山 忍 滋賀県 甲賀市 2 2006/11/26 三田 038
瀧澤 寿雄 大阪府 大阪市都島区 2 2006/11/26 三田 040
小林 英和 兵庫県 神崎郡神河町 2 2006/11/26 三田 041
溝端 秀幸 大阪府 河内長野市 2 2006/11/26 三田 044
阿部 道則 京都府 宇治市 2 2006/11/26 三田 046
金山 昇子 滋賀県 甲賀市 2 2006/11/26 三田 051
中 修一 大阪府 枚方市 2 2006/11/26 三田 054
今井 潔 兵庫県 宝塚市 2 2006/11/26 三田 055
門 秀雄 広島県 神石郡神石町 2 2006/11/26 三田 056
藤井 忠 大阪府 河内長野市 2 2006/11/26 三田 058
小林 政己 三重県 津市 2 2006/11/26 三田 060
西村 茂 京都府 京都市中京区 2 2006/11/26 三田 061
林 寿治 三重県 桑名市 2 2006/11/26 三田 062
佐々木 俊幸 大阪府 大阪狭山市 2 2006/11/26 三田 063
安田 奈香子 大阪府 吹田市 2 2006/11/26 三田 065
石田 英夫 大阪府 河内長野市 2 2006/11/23 泉北 001
岩見 征樹 大阪府 大東市 2 2006/11/23 泉北 002
岩本 欣也 大阪府 大東市 2 2006/11/23 泉北 003
酒井 博行 大阪府 堺市西区 2 2006/11/23 泉北 004
芝本 正好 大阪府 堺市南区 2 2006/11/23 泉北 006
田中 易延 大阪府 堺市南区 2 2006/11/23 泉北 007



中尾 栄次 佐賀県 三養基郡みやき町 2 2006/11/23 泉北 010
藤田 勲 大阪府 堺市中区 2 2006/11/23 泉北 012
渡邉 鉄男 福島県 双葉郡富岡町 2 2006/11/3 日光 001
保坂 記男 栃木県 宇都宮市 2 2006/11/3 日光 003
中村 又士 栃木県 宇都宮市 2 2006/11/3 日光 007
加藤 保 栃木県 宇都宮市 2 2006/11/3 日光 008
大野 進治 栃木県 宇都宮市 2 2006/11/3 日光 010
鈴木 幸一 栃木県 芳賀郡益子町 2 2006/11/3 日光 012
寺内 武 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2006/11/3 日光 013
田中 るりこ 栃木県 下都賀郡壬生町 2 2006/11/3 日光 014
山﨑 守博 静岡県 三島市 2 2006/10/8 松本 002
坂本 利浩 富山県 富山市 2 2006/10/8 松本 006
丸山 公平 長野県 松本市 2 2006/10/8 松本 007
仲亀 誠一 神奈川県 鹿間市 2 2006/10/8 松本 012
岩嶋 邦夫 長野県 伊那市 2 2006/10/8 松本 013
篠田 良一 長野県 松本市 2 2006/10/8 松本 016
酒井 成子 長野県 伊那市 2 2006/10/8 松本 019
松井 貞子 富山県 中新川郡上市町 2 2006/10/8 松本 021
伊藤 輝子 長野県 伊那市 2 2006/10/8 松本 023
北原 卓夫 長野県 伊那市 2 2006/10/8 松本 025
石橋 ちず江 千葉県 千葉市中央区 千葉県そば推進協議会 2 2006/10/8 松本 026
白木 陽一 北海道 江別市 2 2006/10/1 上砂 001
上田 ゆかり 北海道 札幌市西区 2 2006/10/1 上砂 002
池田 鎮明 北海道 滝川市 2 2006/10/1 上砂 006
佐藤 政直 北海道 美唄市 2 2006/10/1 上砂 008
石川 秀樹 北海道 江別市 2 2006/10/1 上砂 011
渡部 友廣 北海道 石狩市 2 2006/10/1 上砂 012
脇坂 和子 北海道 江別市 2 2006/10/1 上砂 013
桶川 美雪 北海道 江別市 2 2006/10/1 上砂 016
脇坂 時政 北海道 江別市 2 2006/10/1 上砂 020
成田 光應 北海道 札幌市厚別区 2 2006/10/1 上砂 021
小野 公嗣 千葉県 八千代市 2 2006/10/1 千葉 007
小島 剛博 茨城県 石岡市 2 2006/10/1 千葉 009
佐川 則夫 茨城県 水戸市 2 2006/10/1 千葉 011
菅谷 進 千葉県 夷隅郡大多喜町 2 2006/10/1 千葉 014
渡邉 孝 千葉県 千葉市花見川区 2 2006/10/1 千葉 022
北川 智代美 福井県 坂井市 2 2006/9/30 美山 002
酒井 和子 富山県 中新川郡上市町 2 2006/9/30 美山 003
高橋 雅彰 福井県 大野市 2 2006/9/30 美山 006
中垣内 光男 福井県 坂井市 2 2006/9/30 美山 009
山田 輝雄 福井県 鯖江市 2 2006/9/30 美山 010
野原 猛史 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 2 2006/9/10 利賀 003
中谷 信一 富山県 南砺市 特別個人会員 2 2006/9/10 利賀 006
大津賀 則男 富山県 中新川郡立山町 サンリツそばクラブ 2 2006/9/10 利賀 008
鈴木 三郎 富山県 魚津市 2 2006/9/10 利賀 009
浦辻 一成 富山県 砺波市 南砺利賀そば研究会 2 2006/9/10 利賀 010
梅田 厚彦 埼玉県 さいたま市南区 2 2006/9/9 紋別 002
富田 光夫 北海道 上川郡当麻町 2 2006/9/9 紋別 003
今 富美男 北海道 帯広市 2 2006/9/9 紋別 004
高橋 茂 北海道 天塩郡天塩町 2 2006/9/9 紋別 006
新村 幸恵 北海道 上川郡当麻町 2 2006/9/9 紋別 012
小熊 知英子 北海道 常呂郡置戸町 2 2006/9/9 紋別 013
酒井 智子 北海道 紋別市 2 2006/9/9 紋別 015
小林 守次 北海道 天塩郡幌延町 2 2006/9/9 紋別 016
吉田 貞衛 群馬県 太田市 2 2006/9/3 群馬 005
村田 洋 埼玉県 鴻巣市 2 2006/9/3 群馬 006
相京 貴志 群馬県 吾妻郡高山村 2 2006/9/3 群馬 010
栗原 武巧 群馬県 太田市 2 2006/9/3 群馬 011
小村 政義 千葉県 松戸市 2 2006/9/3 群馬 016



高橋 太郎 群馬県 高崎市 2 2006/9/3 群馬 017
岸 光男 群馬県 渋川市 2 2006/9/3 群馬 018
植松 徹 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2006/7/19 幌内 001
高田 結香 北海道 旭川市 2 2006/7/19 幌内 002
竹下 育恵 北海道 札幌市北区 2 2006/7/19 幌内 003
田村 優樹 北海道 札幌市清田区 2 2006/7/19 幌内 004
長谷川 泰 北海道 札幌市厚別区 2 2006/7/19 幌内 005
原田 英樹 北海道 旭川市 2 2006/7/19 幌内 006
馬場 利幸 北海道 札幌市厚別区 2 2006/7/19 幌内 007
平沼 貴博 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2006/7/19 幌内 008
菅原 研一 北海道 旭川市 2 2006/7/19 幌内 010
羽山 竜平 北海道 札幌市清田区 2 2006/7/19 幌内 011
北村 美寧子 北海道 雨竜郡幌加内町 （株）北村そば製粉 2 2006/7/19 幌内 014
小川 芳範 北海道 札幌市北区 2 2006/6/10 奈江 002
後藤 邦博 北海道 札幌市中央区 2 2006/6/10 奈江 003
貞廣 征彦 北海道 江別市 2 2006/6/10 奈江 013
津村 時子 北海道 磯谷郡蘭越町 2 2006/6/10 奈江 016
矢嶋 真知子 北海道 札幌市東区 2 2006/6/10 奈江 021
赤石 勝子 北海道 磯谷郡蘭越町 2 2006/6/10 奈江 023
田中 達 北海道 夕張郡由仁町 2 2006/6/10 奈江 027
山田 和昭 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2006/6/10 奈江 028
古賀 典昭 北海道 美唄市 2 2006/6/10 奈江 030
永井 二郎 北海道 石狩郡当別町 2 2006/6/10 奈江 033
明田 靖司 北海道 室蘭市 2 2006/6/10 奈江 035
谷本 英樹 北海道 空知郡南幌町 2 2006/6/10 奈江 039
佐藤 一男 北海道 名寄市 2 2006/6/10 奈江 040
寺田 昭子 北海道 苫小牧市 2 2006/6/10 奈江 041
白崎 秀年 北海道 北広島市 2 2006/6/10 奈江 043
新崎 高良 北海道 札幌市豊平区 2 2006/6/10 奈江 044
高橋 三男 北海道 空知郡上砂川町 2 2006/6/10 奈江 045
宮崎 美智子 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2006/6/10 奈江 046
竹松 主裕 長野県 伊那市 2 2006/5/28 飯伊 001
唐澤 宏光 長野県 上伊那郡蓑輪町 2 2006/5/28 飯伊 002
牧野内 甲司 長野県 飯田市 2 2006/5/28 飯伊 003
酒井 昌子 長野県 上伊那郡宮田村 2 2006/5/28 飯伊 004
山口 里江 長野県 上伊那郡宮田村 2 2006/5/28 飯伊 005
有賀 絹代 長野県 上伊那郡宮田村 2 2006/5/28 飯伊 006
磯村 正義 長野県 木曽郡南木曽町 2 2006/5/28 飯伊 007
橋場 則彦 長野県 木曽郡南木曽町 2 2006/5/28 飯伊 008
杉井 智佐子 長野県 木曽郡南木曽町 特別個人会員 2 2006/5/28 飯伊 009
片山 尚子 長野県 木曽郡南木曽町 2 2006/5/28 飯伊 010
青木 千代美 長野県 木曽郡南木曽町 2 2006/5/28 飯伊 011
大蝶 凱子 長野県 木曽郡南木曽町 2 2006/5/28 飯伊 012
橋場 由子 長野県 木曽郡南木曽町 2 2006/5/28 飯伊 013
吉澤 忠利 長野県 飯田市 2 2006/5/28 飯伊 014
木下 博人 長野県 飯田市 2 2006/5/28 飯伊 015
坪井 義一 神奈川県 横浜市 2 2006/5/28 飯伊 017
大塚 敦男 茨城県 石岡市 江戸流手打ち蕎麦　鵜合之衆 2 2006/5/27 鵜会 004
松田 泰武 東京都 新宿区 2 2006/5/27 鵜会 005
西村 みどり 北海道 札幌市東区 2 2006/4/30 石狩 004
小野 正俊 北海道 札幌市西区 2 2006/4/30 石狩 005
吉尾 友絵 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2006/4/30 石狩 006
北島 和江 北海道 夕張郡長沼町 2 2006/4/30 石狩 009
石川 英子 北海道 江別市 2 2006/4/30 石狩 010
北田 正義 北海道 石狩市 2 2006/4/30 石狩 011
宇波 忠 北海道 江別市 2 2006/4/30 石狩 017
白川 敏文 北海道 夕張郡長沼町 2 2006/4/30 石狩 020
藤田 隆 北海道 帯広市 2 2006/4/30 石狩 023
大友 澄男 北海道 稚内市 2 2006/4/30 石狩 024



白鳥 浩二 北海道 稚内市 2 2006/4/30 石狩 025
髙田 聖司 北海道 登別市 2 2006/4/30 石狩 028
佐藤 幸雄 北海道 札幌市南区 2 2006/4/30 石狩 034
土田 智昭 北海道 上川郡鷹栖町 2 2006/4/30 石狩 035
佐々木 富昭 北海道 標津郡中標津町 2 2006/4/30 石狩 036
奥寺 一大 北海道 岩見沢市 2 2006/4/30 石狩 038
長田 勉 北海道 久遠郡瀬棚町 2 2006/4/30 石狩 040
矢澤 鶴二 栃木県 真岡市 2 2006/3/25 山都 001
渡部 俊広 福島県 喜多方市 2 2006/3/25 山都 004
根本 博行 福島県 福島市 福島手打ちそばの会 2 2006/3/25 山都 006
斎藤 敏彦 福島県 喜多方市 2 2006/3/25 山都 008
中島 未来 福島県 相馬郡新地町 会津磐梯そば道場 2 2006/3/25 山都 009
井坂 泰 茨城県 日立市 2 2006/3/25 山都 012
銭谷 三郎 栃木県 真岡市 2 2006/3/25 山都 013
南澤 慧一 栃木県 那須塩原市 2 2006/3/25 山都 017
穂積 祐幸 福島県 白河市 2 2006/3/25 山都 019
堀越 清視 福島県 喜多方市 2 2006/3/25 山都 020
佐藤 彰展 埼玉県 北足立郡伊奈町 2 2006/3/25 山都 023
関 芳雄 茨城県 古河市 2 2006/3/25 山都 024
山口 哲也 福島県 いわき市 2 2006/3/25 山都 026
森 澄美代 福島県 福島市 2 2006/3/25 山都 029
安斎 満雄 福島県 喜多方市 2 2006/3/25 山都 030
佐藤 伸 福島県 喜多方市 2 2006/3/25 山都 031
齋藤 忠市 福島県 喜多方市 2 2006/3/25 山都 032
井坂 悦司 茨城県 かすみがうら市 2 2006/2/18 茨城 002
平野 直敏 栃木県 宇都宮市 2 2006/2/18 茨城 003
増子 善政 茨城県 日立市 2 2006/2/18 茨城 005
菊地 道雄 茨城県 古河市 2 2006/2/18 茨城 006
藤田 義昌 茨城県 常陸太田市 2 2006/2/18 茨城 007
磯山 富雄 茨城県 坂東市 2 2006/2/18 茨城 009
野上 政弘 茨城県 常陸大宮市 2 2006/2/18 茨城 012
上久保 恒子 茨城県 常陸大宮市 2 2006/2/18 茨城 014
茅根 有 神奈川県 横浜市泉区 2 2006/2/18 茨城 015
大島 實 茨城県 古河市 2 2006/2/18 茨城 016
秋山 政義 埼玉県 上尾市 2 2006/2/18 茨城 019
粟生 清人 茨城県 常陸大宮市 2 2006/1/28 埼玉 001
髙﨑 満 東京都 中野区 2 2006/1/28 埼玉 005
杉浦 勇治 千葉県 我孫子市 2 2006/1/28 埼玉 011
浜田 誠実 東京都 台東区 2 2006/1/28 埼玉 013
斉藤 喜夫 東京都 台東区 2 2006/1/28 埼玉 019
齋藤 雅之 静岡県 浜松市 2 2005/12/4 根羽 002
近藤 雅紀 長野県 飯田市 2 2005/12/4 根羽 003
大津 孝一 静岡県 磐田市 2 2005/12/4 根羽 005
石黒 健太 岐阜県 各務原市 2 2005/12/4 根羽 006
川合 義二 愛知県 豊田市 2 2005/12/4 根羽 007
宇留賀 月代 長野県 安曇野市 2 2005/12/4 根羽 010
松島 一彦 長野県 飯田市 2 2005/12/4 根羽 011
三宅 幸恵 岐阜県 高山市 2 2005/12/4 根羽 014
下ノ園 茂 愛知県 豊田市 2 2005/12/4 根羽 015
小松 幸一 静岡県 浜松市西区 2 2005/12/4 根羽 016
藤縄 市氐 富山県 中新川郡上市町 2 2005/12/4 根羽 020
小林 正治 長野県 飯田市 2 2005/12/4 根羽 021
和田 仁 岐阜県 高山市 2 2005/12/4 根羽 022
水野 美代子 岐阜県 高山市 2 2005/12/4 根羽 024
坂田 篤彦 兵庫県 神崎郡神河町 2 2005/12/4 三田 048
小林 博行 兵庫県 川西市 2 2005/12/4 三田 049
遠藤 榮喜 福島県 福島市 2 2005/12/3 寒江 004
髙橋 健一 宮城県 白石市 2 2005/12/3 寒江 005
高橋 武 栃木県 真岡市 2 2005/12/3 寒江 006



藤澤 治男 茨城県 土浦市 2 2005/12/3 寒江 007
横山 康二 茨城県 常陸大宮市 2 2005/12/3 寒江 008
大久保 正 三重県 四日市市 2 2005/12/3 三田 010
西澤 浩 三重県 三重郡菰野町 2 2005/12/3 三田 013
楠本 忠宏 三重県 三重郡菰野町 2 2005/12/3 三田 016
山﨑 達生 兵庫県 三田市 2 2005/12/3 三田 018
西岡 芳和 兵庫県 川西市 2 2005/12/3 三田 020
浦田 賢次郎 兵庫県 川西市 2 2005/12/3 三田 022
岡本 尚史 兵庫県 神戸市西区 2 2005/12/3 三田 023
谷口 孝光 大阪府 枚方市 2 2005/12/3 三田 024
柳原 充 大阪府 堺市 2 2005/12/3 三田 026
山口 和康 大阪府 大阪狭山市 2 2005/12/3 三田 028
木藤 文隆 大阪府 茨木市 2 2005/12/3 三田 029
鈴木 邦雄 大阪府 河内長野市 2 2005/12/3 三田 032
中野 重孝 大阪府 河内長野市 2 2005/12/3 三田 033
饗庭 英隆 滋賀県 高島郡新旭町 2 2005/12/3 三田 037
浦上 尚祐 奈良県 奈良市 2 2005/12/3 三田 040
下岡 政登 広島県 広島市安佐北区 2 2005/12/3 三田 042
中澤 弘二 兵庫県 三木市 2 2005/12/2 三田 001
笹原 哲弥 兵庫県 伊丹市 2 2005/12/2 三田 002
日沖 あや子 大阪府 池田市 2 2005/12/2 三田 003
前田 妙子 兵庫県 尼崎市 2 2005/12/2 三田 004
出口 朝子 兵庫県 宝塚市 2 2005/12/2 三田 006
廣田 友重 大阪府 堺市 2 2005/12/2 三田 008
仲野 浩 大阪府 堺市 2 2005/11/23 泉北 001
西尾 敏彦 大阪府 河内長野市 2 2005/11/23 泉北 002
加嶋 憲一 大阪府 藤井寺市 2 2005/11/23 泉北 003
鎌田 瑞穂 大阪府 東大阪市 2 2005/11/23 泉北 004
畔柳 進治 大阪府 堺市 2 2005/11/23 泉北 005
桜本 嘉子 大阪府 大東市 2 2005/11/23 泉北 006
島田 八郎 大阪府 大東市 2 2005/11/23 泉北 007
高落 清 大阪府 堺市東区 2 2005/11/23 泉北 009
橋本 恵仁 大阪府 大東市 2 2005/11/23 泉北 010
平田 育弘 大阪府 大阪市城東区 あかしそば愛好会 2 2005/11/23 泉北 011
霜田 保夫 茨城県 坂東市 2 2005/11/4 今市 005
遠藤 泰広 福島県 石川郡石川町 会津磐梯そば道場 2 2005/11/4 今市 009
粕井 嘉廣 栃木県 宇都宮市 2 2005/11/4 今市 010
礒飛 美智子 栃木県 大田原市 2 2005/11/4 今市 013
照沼 義美 茨城県 ひたちなか市 2 2005/11/4 今市 015
横田 元育 東京都 杉並区 2 2005/11/4 今市 017
河井 明夫 富山県 上新川郡大山町 2 2005/10/15 飛騨 001
橘木 かおる 長野県 安曇野市 2 2005/10/9 松本 007
高田 祥子 長野県 安曇野市 2 2005/10/9 松本 010
山田 嘉成 東京都 杉並区 日本橋そばの会 2 2005/10/9 松本 011
浜保 理英子 長野県 伊那市 2 2005/10/9 松本 012
加藤 寛一郎 北海道 名寄市 2 2005/10/2 上砂 009
小松 正明 北海道 札幌市西区 2 2005/10/2 上砂 011
武田 美江子 北海道 札幌市北区 2 2005/10/2 上砂 014
広瀬 毅一 北海道 滝川市 2 2005/10/2 上砂 017
城 毅 北海道 江別市 2 2005/10/2 上砂 023
岩川 実樹 北海道 天塩郡幌延町 2 2005/10/2 上砂 025
西岡 勝義 北海道 札幌市厚別区 北の郷　そば工房 2 2005/10/2 上砂 027
岩本 政文 北海道 札幌市厚別区 2 2005/10/2 上砂 028
君島 美恵子 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2005/10/2 上砂 029
笠羽 正一 北海道 士別市 2 2005/10/2 上砂 031
三谷 彰 北海道 留萌市 2 2005/10/2 上砂 034
飯法師 徳雅 北海道 札幌市東区 2 2005/10/2 上砂 036
高橋 弘康 北海道 札幌市南区 2 2005/10/2 上砂 038
斉藤 友美 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2005/10/2 上砂 040



荒 孝一 千葉県 千葉市美浜区 2 2005/10/1 千葉 001
池田 忠 千葉県 我孫子市 2 2005/10/1 千葉 002
座間 利夫 千葉県 南房総市 2 2005/10/1 千葉 004
塙 寿一 茨城県 常陸太田市 2 2005/10/1 千葉 006
源野 一公 福井県 福井市 2 2005/9/24 池田 001
山川 嘉雄 富山県 中新川郡上市町 2 2005/9/24 池田 002
松越 美知子 富山県 富山市 2 2005/9/24 池田 005
平澤 一吉 福井県 越前市 2 2005/9/24 池田 007
小寺 惣吉 福井県 坂井市 2 2005/9/24 池田 010
山口 秀雄 富山県 中新川郡上市町 2 2005/9/24 池田 011
高橋 洋子 富山県 滑川市 2 2005/9/24 池田 013
吉田 正美 福井県 福井市 2 2005/9/24 池田 014
下田 敏彦 福井県 坂井市 2 2005/9/24 池田 015
松本 由美子 富山県 中新川郡上市町 2 2005/9/24 池田 016
塚谷 祐一 福井県 福井市 2 2005/9/24 池田 017
松田 久枝 滋賀県 大津市 2 2005/9/24 池田 020
藤谷 寿美夫 富山県 中新川郡舟橋村 2 2005/9/24 池田 021
佐伯 貞雄 富山県 中新川郡立山町 2 2005/9/24 池田 024
源野 みね子 福井県 福井市 2 2005/9/24 池田 025
内山 俊之 富山県 富山市 2 2005/9/24 池田 026
野尻 達男 富山県 富山市 2 2005/9/24 池田 028
清水 ひとみ 福井県 坂井市 2 2005/9/24 池田 029
橋本 章吉 福井県 福井市 2 2005/9/24 池田 031
川上 将平 福井県 越前市 2 2005/9/24 池田 034
陶山 正一 福井県 坂井郡坂井町 ＮＰＯ法人　越前そば連合 2 2005/9/24 池田 035
新田 政雄 北海道 岩見沢市 2 2005/9/18 紋別 001
松下 不二夫 北海道 標津郡標津町 2 2005/9/18 紋別 007
斉藤 俊己 北海道 標津郡標津町 2 2005/9/18 紋別 008
奥泉 高一 北海道 斜里郡斜里町 2 2005/9/18 紋別 012
池本 昭男 北海道 根室市 2 2005/9/18 紋別 013
佐藤 浩一 北海道 宗谷郡猿払村 2 2005/9/18 紋別 018
地原 忠司 北海道 札幌市南区 2 2005/9/18 紋別 021
和泉 記彦 北海道 雨竜郡北竜町 2 2005/9/18 紋別 023
芦名 嘉明 北海道 深川市 2 2005/9/18 紋別 027
板野 千香子 北海道 根室市 2 2005/9/18 紋別 030
内田 清吉 静岡県 浜松市 2 2005/9/18 紋別 032
池田 幸男 北海道 中川郡幕別町 2 2005/9/18 紋別 033
鈴木 邦夫 北海道 標津郡標津町 2 2005/9/18 紋別 034
橋本 雅俊 北海道 旭川市 2 2005/9/18 紋別 042
坂下 友子 北海道 根室市 2 2005/9/18 紋別 046
久保田 文也 北海道 士別市 多寄町そば打ち愛好会 2 2005/9/18 紋別 052
佐藤 春菜 北海道 旭川市 2 2005/9/18 紋別 055
伊藤 悟 北海道 北見市 2 2005/9/18 紋別 056
堰代 まさ子 北海道 常呂郡訓子府町 2 2005/9/18 紋別 057
長瀬 晃 富山県 富山市 2 2005/9/18 利賀 001
黒田 真由美 富山県 中新川郡上市町 2 2005/9/18 利賀 003
谷中 正樹 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 2 2005/9/18 利賀 004
田中 幹夫 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 2 2005/9/18 利賀 005
高橋 資子 富山県 富山市 2 2005/9/18 利賀 007
田野 竜二 富山県 射水郡小杉町 南砺利賀そば研究会 2 2005/9/18 利賀 010
尾崎 てる子 福井県 福井市 2 2005/8/7 美山 001
内倉 達也 福井県 福井市 2 2005/8/7 美山 002
野村 高雄 愛知県 豊田市 2 2005/8/7 美山 007
油谷 紀子 北海道 旭川市 2 2005/7/14 幌内 001
氏家 信茂 北海道 札幌市北区 2 2005/7/14 幌内 002
岡 直樹 北海道 旭川市 2 2005/7/14 幌内 003
葛西 誠也 北海道 札幌市東区 2 2005/7/14 幌内 004
斉藤 悠 北海道 旭川市 2 2005/7/14 幌内 005
境 悠太 北海道 札幌市東区 2 2005/7/14 幌内 006



丹野 仁 北海道 札幌市白石区 2 2005/7/14 幌内 007
水崎 佑美 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2005/7/14 幌内 008
宮崎 翼 北海道 旭川市 2 2005/7/14 幌内 009
横濱 良太 北海道 千歳市 2 2005/7/14 幌内 010
吉岡 涼太郎 北海道 札幌市東区 2 2005/7/14 幌内 011
谷 鉄也 北海道 旭川市 2 2005/7/14 幌内 015
渡邊 陽平 北海道 札幌市手稲区 2 2005/7/14 幌内 016
高木 ケエ子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2005/7/14 幌内 018
北村 京子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2005/7/14 幌内 019
中川 時子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2005/7/14 幌内 020
番水 一光 北海道 雨竜郡幌加内町 幌加内そばうたん会 2 2005/7/14 幌内 021
内藤 功次朗 長野県 北佐久郡軽井沢町 2 2005/5/22 飯伊 002
熊谷 幸江 長野県 飯田市 2 2005/5/22 飯伊 003
横内 茂 長野県 岡谷市 2 2005/5/22 飯伊 004
吉川 正隆 長野県 下伊那郡喬木村 2 2005/5/22 飯伊 005
塩沢 利久 長野県 下伊那郡喬木村 2 2005/5/22 飯伊 006
唐沢 志津雄 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 007
柴 登巳夫 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 008
唐沢 千洋 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 009
小沢 多美子 長野県 岡谷市 2 2005/5/22 飯伊 010
唐沢 光子 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 011
土田 憲一 長野県 北佐久郡軽井沢町 2 2005/5/22 飯伊 012
唐沢 太美男 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 013
唐沢 政成 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 014
唐沢 君子 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 015
大槻 栄子 長野県 上伊那郡箕輪町 2 2005/5/22 飯伊 016
浅香 邦彦 北海道 美唄市 2 2005/5/1 石狩 001
鈴木 富雄 北海道 札幌市東区 2 2005/5/1 石狩 002
塩浦 明夫 北海道 帯広市 2 2005/5/1 石狩 005
小林 吉信 北海道 札幌市西区 2 2005/5/1 石狩 006
長岡 公啓 北海道 札幌市西区 2 2005/5/1 石狩 011
橋本 克男 北海道 山越郡長万部町 おしゃまんべそば打ちサークル 2 2005/5/1 石狩 014
栗城 一夫 福島県 大沼郡新鶴村 2 2005/3/19 山都 001
永井 勝 福島県 会津若松市 2 2005/3/19 山都 002
渡部 正 福島県 白河市 2 2005/3/19 山都 003
三星 イチ子 福島県 喜多方市 2 2005/3/19 山都 004
野矢 恒明 福島県 耶麻郡猪苗代町 2 2005/3/19 山都 005
伊藤 義雄 福島県 耶麻郡山都町 2 2005/3/19 山都 007
内海 健志 福島県 郡山市 郡山そば同好会 2 2005/3/19 山都 009
平野 守平 静岡県 藤枝市 2 2005/3/19 山都 010
柳橋 藤男 栃木県 那須郡那須町 2 2005/3/19 山都 011
渡部 レエ子 福島県 耶麻郡山都町 2 2005/3/19 山都 012
鷲尾 秀雄 福島県 大沼郡会津本郷町 2 2005/3/19 山都 014
佐藤 儀信 栃木県 那須郡黒羽町 2 2005/3/19 山都 015
森田 啓市 福島県 喜多方市 2 2005/3/19 山都 017
菊地 正吉 福島県 大沼郡会津美里町 2 2005/3/19 山都 019
石川 功 福島県 耶麻郡猪苗代町 2 2005/3/19 山都 020
塩田 ミチ 福島県 郡山市 2 2005/3/19 山都 021
大塚 哲弥 福島県 喜多方市 2 2005/3/19 山都 023
松本 満 福島県 大沼郡新鶴村 2 2005/3/19 山都 024
湯田 エイ子 東京都 国立市 2 2005/3/19 山都 025
佐藤 清司 福島県 大沼郡会津本郷町 2 2005/3/19 山都 026
渡部 澄男 福島県 大沼郡新鶴村 2 2005/3/19 山都 027
唐沢 健 長野県 伊那市 2 2005/2/27 高遠 027
濱 正彦 長野県 岡谷市 2 2005/2/27 高遠 028
芳賀 幸浩 栃木県 那須塩原市 2 2005/2/19 茨城 003
鏑木 栄次 栃木県 那須郡西那須野町 2 2005/2/19 茨城 004
井上 豊 栃木県 那須郡那須町 2 2005/2/19 茨城 010
井上 亮 茨城県 日立市 2 2005/2/19 茨城 011



田中 裕 茨城県 常陸大宮市 2 2005/2/19 茨城 013
荒澤 義規 茨城県 土浦市 2 2005/2/19 茨城 014
大森 宮次郎 茨城県 日立市 2 2005/2/19 茨城 015
小林 史紀 東京都 東村山市 2 2005/2/19 茨城 016
若林 正美 茨城県 桜川市 2 2005/2/19 茨城 017
河村 登志子 東京都 中野区 2 2005/2/19 茨城 019
西山 博 埼玉県 上尾市 2 2005/2/19 茨城 020
友常 徳雄 茨城県 新治郡千代田町 2 2005/2/19 茨城 021
鈴木 実 茨城県 久慈郡大子町 2 2005/2/19 茨城 022
植木 忠重 栃木県 日光市 2 2005/1/23 埼玉 004
新井 昌子 埼玉県 東松山市 2 2005/1/23 埼玉 005
田代 英子 栃木県 那須郡西那須野町 2 2005/1/23 埼玉 008
吉田 春雄 栃木県 宇都宮市 2 2005/1/23 埼玉 011
山岸 等 東京都 練馬区 2 2005/1/23 埼玉 012
川越 宏造 埼玉県 川口市 2 2005/1/23 埼玉 013
平田 孝夫 長野県 飯田市 2 2004/12/5 002
道木 長保 愛知県 名古屋市千種区 2 2004/12/5 003
後藤 金久 長野県 下伊那郡阿南町 2 2004/12/5 005
神谷 盈二 愛知県 知多郡東浦町 2 2004/12/5 006
小堀 勝昭 広島県 山県郡豊平町 2 2004/12/5 007
牧内 丈夫 長野県 飯田市 2 2004/12/5 008
田中 正広 長野県 下伊那郡松川町 2 2004/12/5 008
足立 豊 静岡県 浜松市 2 2004/12/5 009
佐藤 寿恵子 愛知県 常滑市 2 2004/12/5 010
加藤 武司 三重県 四日市市 2 2004/12/5 011
佐藤 裕之 長野県 飯田市 2 2004/12/5 012
土居 房善 愛知県 常滑市 2 2004/12/5 013
日比野 直正 岐阜県 養老郡養老町 2 2004/12/5 014
藤井 廣市 長野県 下伊那郡浪合村 2 2004/12/5 015
石塚 忠 茨城県 かすみがうら市 2 2004/12/4 001
岡本 佳之 栃木県 那須郡那須町 2 2004/12/4 008
小川 武一郎 東京都 八王子市 2 2004/12/4 009
河西 芳材 福島県 白河市 2 2004/12/4 011
君島 照子 栃木県 那須塩原市 2 2004/12/4 014
小柳 隆 栃木県 真岡市 2 2004/12/4 017
佐藤 仁 福島県 白河市 2 2004/12/4 021
関谷 晃一 栃木県 大田原市 2 2004/12/4 026
長岡 宗正 茨城県 常陸大宮市 2 2004/12/4 029
三島 誠 茨城県 土浦市 2 2004/12/4 030
三森 繁 福島県 白河市 2 2004/12/4 031
赤田 堅 兵庫県 宝塚市 2 2004/11/20 001
靭 正之 兵庫県 宝塚市 2 2004/11/20 006
有馬 良介 大阪府 守口市 2 2004/11/20 008
森本 猛典 兵庫県 神戸市西区 2 2004/11/20 009
妹尾 栄二 兵庫県 丹波市 2 2004/11/20 010
渋谷 博久 兵庫県 神戸市西区 2 2004/11/20 011
中嶋 純一 兵庫県 神戸市西区 2 2004/11/20 012
木村 重己 兵庫県 神崎郡市川町 2 2004/11/20 017
山本 敦彦 大阪府 大阪市東成区 2 2004/11/20 019
佐古 吉隆 大阪府 大阪市東住吉区 2 2004/11/20 020
三成 克良 大阪府 交野市 2 2004/11/20 022
登井 芳恵 大阪府 寝屋川市 2 2004/11/20 023
亀井 光江 大阪府 寝屋川市 2 2004/11/20 024
橋本 克之 大阪府 寝屋川市 2 2004/11/20 027
磯崎 正子 大阪府 東大阪市 2 2004/11/20 028
河村 修 大阪府 大阪市東成区 2 2004/11/20 029
小森 勇 大阪府 堺市堺区 2 2004/11/20 032
岡崎 義一郎 大阪府 堺市南区 2 2004/11/20 033
藤原 一歩 滋賀県 草津市 2 2004/11/20 035



藤田 隆夫 広島県 神石郡神石高原町 2 2004/11/20 038
栗原 喜代子 三重県 安芸郡河芸町 2 2004/11/20 039
奥田 晴彦 奈良県 磯城郡田原本町 2 2004/11/20 040
山端 直人 三重県 四日市市 2 2004/11/20 042
鈴木 啓史 三重県 一志郡嬉野町 2 2004/11/20 044
石井 薫夫 千葉県 千葉市美浜区 2 2004/10/31 003
石橋 暎壽 千葉県 大網白里市 2 2004/10/31 004
大森 輝幸 東京都 板橋区 2 2004/10/31 005
酒井 佑造 長野県 松本市 2 2004/10/31 008
渋谷 寿子 東京都 北区 2 2004/10/31 009
並木 信三 富山県 富山市 2 2004/10/31 010
廣瀬 智一 東京都 中野区 2 2004/10/31 012
山本 顕 神奈川県 横浜市金沢区 2 2004/10/31 016
原田 征 長野県 東筑摩郡波田町 2 2004/10/31 017
老田 勝 富山県 富山市 2 2004/9/25 002
渡辺 孝之 東京都 台東区 2 2004/9/25 003
丹尾 和春 福井県 福井市 2 2004/9/25 005
小川 和彦 福井県 坂井市 2 2004/9/25 007
高田 知子 東京都 練馬区 2 2004/9/25 010
中内 徳孝 福井県 福井市 2 2004/9/25 011
大友 優 東京都 台東区 2 2004/9/25 014
高浪 勇 富山県 富山市 2 2004/9/12 001
田中 邦彦 兵庫県 加古川市 2 2004/9/12 006
荒木 宏子 富山県 中新川郡上市町 2 2004/9/12 007
田中 久子 神奈川県 川崎市中原区 2 2004/9/11 001
中瀬 成人 神奈川県 横浜市青葉区 2 2004/9/11 002
酒井 正 埼玉県 さいたま市大宮区 特別個人会員 2 2004/9/11 006
福原 裕 東京都 荒川区 2 2004/9/11 007
松村 敏生 北海道 夕張郡由仁町 奈井江手打ちそば道光会 2 2004/9/5 001
佐々木 賀津美 北海道 滝川市 2 2004/9/5 003
加藤 健 北海道 上川郡剣淵町 2 2004/9/5 004
守田 健 北海道 上川郡剣淵町 2 2004/9/5 005
山川 茂 北海道 上川郡剣淵町 2 2004/9/5 006
山部 康夫 北海道 根室市 2 2004/9/5 013
多田 祥雄 北海道 札幌市北区 2 2004/9/5 015
杉中 佳子 北海道 札幌市北区 2 2004/9/5 018
杉中 貞男 北海道 札幌市北区 2 2004/9/5 019
西 明美 北海道 札幌市白石区 2 2004/9/5 021
澁川 道子 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2004/9/5 025
及川 晃男 北海道 札幌市東区 2 2004/9/5 028
原 トヨ 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2004/9/5 030
阿部 稔 北海道 帯広市 2 2004/9/5 031
佐藤 孝 北海道 増毛郡増毛町 2 2004/9/5 032
吉岡 ユキエ 北海道 根室市 2 2004/7/19 844
山田 邦泰 北海道 札幌市豊平区 2 2004/7/19 845
三浦 高志 北海道 宗谷郡猿払村 2 2004/7/19 848
吉岡 淑子 北海道 根室市 2 2004/7/19 850
川勝 勝 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2004/7/19 860
佐藤 仁志 北海道 上川郡剣淵町 2 2004/7/19 865
安西 正幸 北海道 旭川市 2 2004/7/19 868
小笠原 貴人 北海道 旭川市 2 2004/7/19 870
中野 吉行 北海道 北見市 2 2004/7/19 872
河野 征紀 北海道 北見市 2 2004/7/19 874
白石 徳雄 北海道 釧路市 2 2004/7/19 876
佐藤 幸義 北海道 札幌市西区 2 2004/7/19 877
藤澤 章子 北海道 釧路市 2 2004/7/19 878
伊藤 行男 北海道 亀田郡大野町 2 2004/7/19 881
中川 敏三 石川県 野々市市 2 2004/6/13 835
広田 春美 福井県 福井市 2 2004/6/13 839



石村 昌子 福井県 福井市 2 2004/6/13 841
橋爪 智則 長野県 飯田市 2 2004/5/30 836
坂井 隆夫 長野県 飯田市 2 2004/5/30 837
佐々木 亨 長野県 飯田市 2 2004/5/30 838
中山 卓治 長野県 飯田市 2 2004/5/30 839
松下 亜由美 長野県 下伊那郡高森町 2 2004/5/30 840
今村 美亜希 長野県 飯田市 2 2004/5/30 841
原 光子 長野県 岡谷市 2 2004/5/30 842
植原 菊雄 長野県 飯田市 2 2004/5/30 843
永井 正男 長野県 飯田市 2 2004/5/30 844
橋爪 進 長野県 飯田市 2 2004/5/30 845
林 宗明 長野県 飯田市 2 2004/5/30 846
渡辺 春雄 福島県 郡山市 2 2004/3/20 819
飯塚 達雄 福島県 耶麻郡塩川町 2 2004/3/20 820
鏑木 勇 千葉県 流山市 2 2004/3/20 821
鈴木 義男 福島県 会津若松市 2 2004/3/20 824
折戸 武士 福島県 郡山市 2 2004/3/20 828
佐藤 貞雄 福島県 喜多方市 2 2004/3/20 829
大竹 茂 福島県 耶麻郡塩川町 2 2004/3/20 831
山口 茂樹 茨城県 常陸太田市 2 2004/2/21 809
金田 英雄 栃木県 宇都宮市 2 2004/2/21 810
武藤 勲 茨城県 常陸太田市 2 2004/2/21 811
鹿田 勝行 群馬県 前橋市 2 2004/2/21 812
小室 政 茨城県 常陸大宮市 2 2004/2/21 816
堀江 一一 茨城県 那珂市 2 2004/2/21 818
近藤 泰章 愛知県 豊田市 2 2003/12/7 790
依田 仁 三重県 桑名市 2 2003/12/7 791
本間 順子 静岡県 浜松市 2 2003/12/7 793
新澤 隆 愛知県 みよし市 いいだ二八会 2 2003/12/7 794
柴田 秀加 愛知県 瀬戸市 2 2003/12/7 795
三石 昌志 長野県 上伊那郡飯島町 2 2003/12/7 796
永田 明輝 愛知県 常滑市 2 2003/12/7 797
山崎 幸人 長野県 下伊那郡南信濃村 2 2003/12/7 799
真木 友幸 山形県 寒河江市 2 2003/12/6 770
八木澤 茂 栃木県 宇都宮市 2 2003/12/6 775
中村 きよ 山形県 寒河江市 2 2003/12/6 779
矢田 みどり 山形県 寒河江市 2 2003/12/6 781
高松 みゆき 山形県 山形市 2 2003/12/6 783
阿部 正秋 福島県 福島市 会津磐梯そば道場 2 2003/12/6 786
南條 貞一 宮城県 仙台市太白区 2 2003/12/6 787
瀧上 韙明 千葉県 四街道市 2 2003/12/6 800
大野 暁生 東京都 三鷹市 2 2003/12/6 804
清水 真人 東京都 八王子市 2 2003/11/22 748
平井 民子 福井県 福井市 2 2003/11/22 750
浜田 美智代 大阪府 貝塚市 2 2003/11/22 753
南野 安市 大阪府 堺市北区 2 2003/11/22 756
北島 久観 大阪府 摂津市 2 2003/11/22 757
黒川 恭平 兵庫県 西宮市 2 2003/11/22 759
道家 充 兵庫県 伊丹市 2 2003/11/22 760
前田 薫 兵庫県 尼崎市 2 2003/11/22 761
浅田 雄一 大阪府 堺市南区 2 2003/11/22 762
佐々木 協子 福島県 郡山市 2 2003/11/2 715
山野辺 浩 福島県 岩瀬郡鏡石町 会津磐梯そば道場 2 2003/11/2 716
折笠 瑞明 福島県 郡山市 会津磐梯そば道場 2 2003/11/2 720
森山 正 福島県 耶麻郡猪苗代町 2 2003/11/2 721
小湊 正文 福島県 石川郡石川町 会津磐梯そば道場 2 2003/11/2 722
味戸 一夫 福島県 石川郡石川町 会津磐梯そば道場 2 2003/11/2 723
熊田 康也 福島県 郡山市 2 2003/11/2 725
曳地 一男 福島県 郡山市 2 2003/11/2 730



大関 美也子 福島県 耶麻郡山都町 2 2003/11/2 741
山中 秀人 栃木県 那須郡那須町 2 2003/11/2 743
金田 定子 栃木県 宇都宮市 2 2003/11/2 744
山口 一夫 栃木県 矢板市 2 2003/11/2 745
梶川 剛 千葉県 袖ヶ浦市 2 2003/10/25 704
安田 教恵 東京都 世田谷区 2 2003/10/25 707
川原井 利平 東京都 江東区 2 2003/10/25 710
菊島 昌実 栃木県 真岡市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 2 2003/10/25 711
木下 進 北海道 旭川市 2 2003/10/19 618
広田 和行 北海道 雨竜郡沼田町 2 2003/10/19 619
佐賀 政英 北海道 旭川市 2 2003/10/19 626
谷 英生 北海道 苫小牧市 2 2003/10/19 634
南 秀雄 北海道 留萌市 2 2003/10/19 635
加藤 晃悦 北海道 網走郡美幌町 2 2003/10/19 636
渡辺 一兄 北海道 江別市 2 2003/10/19 637
伍楼 実 北海道 亀田郡大野町 2 2003/10/19 640
井内 克樹 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 642
藤田 温志 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 643
長谷川 節子 北海道 苫前郡羽幌町 2 2003/10/19 645
内村 知世史 北海道 空知郡上砂川町 2 2003/10/19 646
守屋 裕之 北海道 帯広市 2 2003/10/19 647
栗原 幸雄 北海道 岩見沢市 2 2003/10/19 648
三浦 和芳 北海道 上川郡剣淵町 2 2003/10/19 649
小林 夏希 北海道 旭川市 2 2003/10/19 652
斉藤 万里子 北海道 滝川市 2 2003/10/19 655
大島 靖子 北海道 釧路市 2 2003/10/19 656
井内 典子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 657
河井 清次 北海道 紋別市 2 2003/10/19 658
横窪 満代 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 662
笹尾 重一郎 北海道 増毛郡増毛町 2 2003/10/19 663
片岸 元春 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 668
岡田 寿夫 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 670
木下 和夫 北海道 上川郡当麻町 当麻町そば研究会 2 2003/10/19 672
糠谷 仁一 北海道 上川郡当麻町 2 2003/10/19 679
高野 邦男 北海道 上川郡当麻町 2 2003/10/19 680
浅沼 志保 北海道 釧路市 2 2003/10/19 685
川勝 美恵子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 686
高畑 順一 北海道 紋別市 2 2003/10/19 687
秋穂 実 北海道 札幌市豊平区 2 2003/10/19 688
新川 美智子 北海道 雨竜郡沼田町 2 2003/10/19 689
佃 正広 北海道 紋別市 2 2003/10/19 690
坂東 弘 北海道 上川郡剣淵町 2 2003/10/19 691
横窪 茂子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2003/10/19 692
島田 新三郎 北海道 上川郡剣淵町 2 2003/10/19 693
松井 和義 北海道 標津郡中標津町 2 2003/10/19 694
八田 俊勝 北海道 室蘭市 2 2003/10/19 696
鈴木 善弘 北海道 上川郡剣淵町 2 2003/10/19 700
中村 和雄 富山県 富山市 富山そば研究会 2 2003/9/27 595
板垣 耕治 福井県 敦賀市 2 2003/9/27 596
堤 輝雄 福井県 吉田郡永平寺町 2 2003/9/27 600
中丁 昭夫 福井県 福井市 2 2003/9/27 602
大浦 重光 富山県 富山市 2 2003/9/27 604
奥ノ矢 幹夫 福井県 坂井市 2 2003/9/27 605
庄司 俊雄 富山県 射水市 2 2003/9/27 606
藤井 辰夫 福井県 鯖江市 2 2003/9/27 608
神田 隆 富山県 富山市 2 2003/9/27 609
海道 勝三 福井県 坂井市 2 2003/9/27 612
村中 幹雄 富山県 中新川郡上市町 2 2003/9/27 614
海道 清次 福井県 坂井市 2 2003/9/27 617



宮崎 公代 福井県 福井市 2 2003/6/15
久保田 邦文 福井県 坂井市 2 2003/6/15
木下 左知子 福井県 大野市 2 2003/6/15
田中 晟介 福井県 坂井市 2 2003/6/15
冨田 道代 福井県 福井市 2 2003/6/15
藤田 貴美子 福井県 大野市 2 2003/6/15
岡崎 泰則 茨城県 久慈郡金砂郷町 2 2003/2/22 530
根本 凱晟 茨城県 久慈郡金砂郷町 2 2003/2/22 532
松浦 孝典 群馬県 渋川市 2 2003/2/22 535
小田切 弘子 長野県 岡谷市 2 2003/2/16 517
仁科 三代子 長野県 飯田市 2 2003/2/16 518
吉川 勝巳 長野県 下伊那郡松川町 2 2003/2/16 519
樋口 幸雄 長野県 岡谷市 2 2003/2/16 520
片桐 陽一 長野県 飯田市 2 2003/2/16 521
桜井 愛 長野県 飯田市 2 2003/2/16 522
大澤 勲 長野県 下伊那郡松川町 2 2003/2/16 523
中島 美登里 長野県 飯田市 2 2003/2/16 524
原 政義 長野県 下伊那郡阿智村 2 2003/2/16 525
代田 結子 長野県 飯田市 2 2003/2/16 526
山下 武久 静岡県 磐田郡竜洋町 2 2002/12/1 501
渥美 由紀子 静岡県 引佐郡細江町 2 2002/12/1 502
中村 末雄 静岡県 浜松市 2 2002/12/1 503
大澤 節子 長野県 飯田市 2 2002/12/1 504
関 守雄 愛知県 豊田市 2 2002/12/1 505
櫻井 靖久 静岡県 浜松市 2 2002/12/1 506
渥美 憲次 静岡県 引佐郡細江町 2 2002/12/1 508
北原 照由 長野県 下伊那郡松川町 2 2002/12/1 509
川瀬 裕介 愛知県 名古屋市西区 2 2002/12/1 510
大森 好和 静岡県 浜松市 2 2002/12/1 511
本間 辰美 静岡県 浜松市 2 2002/12/1 515
茅根 勇司 茨城県 ひたちなか市 2 2002/11/30 490
大塚 悦孝 埼玉県 さいたま市岩槻区 2 2002/11/30 491
中村 格 神奈川県 横浜市青葉区 2 2002/11/30 496
富重 利雄 大阪府 寝屋川市 2 2002/11/23 466
金子 正夫 兵庫県 尼崎市 2 2002/11/23 467
工藤 依子 兵庫県 芦屋市 2 2002/11/23 471
川端 宏章 福井県 福井市 2 2002/11/23 472
金田 良子 大阪府 交野市 2 2002/11/23 478
谷木 隆明 奈良県 生駒市 2 2002/11/23 481
佐藤 三治 大阪府 藤井寺市 2 2002/11/23 482
上野 初美 大阪府 大阪市西区 2 2002/11/23 483
金田 久隆 大阪府 交野市 2 2002/11/23 484
藤田 登美枝 広島県 山県郡豊平町 2 2002/11/16 456
渡辺 真祐美 広島県 山県郡豊平町 2 2002/11/16 457
真田 一也 広島県 廿日市市 2 2002/11/16 458
宮崎 成子 広島県 山県郡豊平町 2 2002/11/16 460
中村 篤 長野県 上伊那郡南箕輪村 2 2002/10/27 437
堀内 郁芳 長野県 安曇野市 2 2002/10/27 438
中島 紀昌 長野県 上伊那郡南箕輪村 2 2002/10/27 442
小野 光朗 北海道 紋別市 2 2002/10/27 444
川原 幸雄 北海道 旭川市 2 2002/10/27 446
澤田 禮子 北海道 雨竜郡幌加内町 2 2002/10/27 447
上野 善孝 石川県 白山市 2 2002/9/28 421
高山 春美 福井県 坂井市 2 2002/9/28 428
酒井 武 福井県 福井市 2 2002/9/28 429
豊田 信子 福井県 福井市 2 2002/9/28 430
安崎 秀夫 福井県 坂井市 2 2002/9/28 431
佐藤 洋一 福井県 坂井市 2 2002/9/28 432
水谷 るみ子 福井県 坂井市 2 2002/9/28 433



吉田 肇 福井県 坂井市 2 2002/9/28 434
水谷 久二男 福井県 坂井市 2 2002/9/28 436
村山 邦雄 福島県 郡山市 2 2002/9/15 400
古川 義二 福島県 西白河郡西郷村 2 2002/9/15 404
若林 展恵 栃木県 宇都宮市 2 2002/9/15 410
高橋 宗夫 福島県 郡山市 2 2002/9/15 412
赤羽 由伊 埼玉県 鴻巣市 2 2002/9/15 413
大内 富敬 福島県 郡山市 2 2002/9/15 416
朝日 光雅 茨城県 稲敷郡阿見町 2 2002/9/15 417
長谷川 トキ子 福島県 郡山市 2 2002/9/15 418
小山 繁 北海道 札幌市手稲区 2 2002/8/31 380
河野 信之 北海道 札幌市手稲区 2 2002/8/31 381
佐藤 建一 北海道 増毛郡増毛町 2 2002/8/31 385
玉田 建三 北海道 増毛郡増毛町 2 2002/8/31 388
櫻岡 清治 北海道 札幌市白石区 2 2002/8/31 389
中川 光太 北海道 札幌市豊平区 2 2002/8/31 390
石橋 良一 北海道 岩見沢市 2 2002/8/31 391
吉田 譲 北海道 網走郡美幌町 2 2002/8/31 393
今井 英哲 北海道 上川郡当麻町 2 2002/8/31 397
谷口 真百美 石川県 石川郡鳥越村 2 2002/6/16
藤田 孝幸 福井県 福井市 2 2002/6/16
藤本 江津 福井県 福井市 2 2002/6/16
木村 継太郎 福井県 福井市 2 2002/6/16
上田 廣治 福井県 福井市 2 2002/6/16
今村 辰和 福井県 福井市 2 2002/6/16
服部 芳則 福井県 吉田郡永平寺町 2 2002/6/16
岡本 幸廣 福井県 福井市 2 2002/6/16
高松 勇 茨城県 土浦市 2 2002/2/17 366
小松 春美 長野県 駒ヶ根市 2 2002/1/27 352
猿渡 悟 愛知県 常滑市 2 2002/1/27 353
岩田 隆 愛知県 常滑市 2 2002/1/27 354
根尾 定紀 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 2 2002/1/27 356
三石 敏子 長野県 飯田市 2 2002/1/27 357
中田 まど佳 長野県 飯田市 2 2002/1/27 359
池野 早香 長野県 下伊那郡豊丘村 2 2002/1/27 360
城田 美紀 長野県 飯田市 2 2002/1/27 361
荒尾 吉彦 長野県 飯田市 2 2002/1/27 364
杉戸 靖 愛知県 豊田市 2 2001/12/9 350
東 佳子 大阪府 吹田市 2 2001/11/24 315
荒谷 忠爾 広島県 東広島市 2 2001/11/24 316
伊藤 藤見 兵庫県 西宮市 2 2001/11/24 317
竹迫 憲浩 兵庫県 伊丹市 2 2001/11/24 320
林 千恵子 兵庫県 芦屋市 2 2001/11/24 323
五十嵐 一男 大阪府 岸和田市 2 2001/11/24 325
高津佐 泉 大阪府 高石市 2 2001/11/24 327
竹内 千恵子 広島県 神石郡神石町 2 2001/11/24 330
横山 栄子 広島県 神石郡神石町 2 2001/11/24 334
赤木 澤枝 広島県 神石郡神石町 2 2001/11/24 336
酒見 耕治郎 大阪府 松原市 2 2001/11/24 338
中浜 良 兵庫県 芦屋市 2 2001/11/24 342
畑出 聡史 大阪府 和泉市 大阪狭山手打ち　そば会 2 2001/11/24 343
棗田 欣三郎 広島県 福山市 2 2001/11/17 293
林 一明 兵庫県 宝塚市 2 2001/11/17 295
河野 百合子 島根県 美濃郡美都町 2 2001/11/17 297
佐川 幸人 広島県 山県郡北広島町 2 2001/11/17 298
尾首 三重子 広島県 山県郡北広島町 2 2001/11/17 299
大野 周子 兵庫県 宝塚市 2 2001/11/17 302
竹口 信子 広島県 神石郡神石町 2 2001/11/17 303
下河内 時江 広島県 山県郡北広島町 2 2001/11/17 305



杉本 小夜子 広島県 山県郡北広島町 2 2001/11/17 306
橋本 和幸 東京都 小平市 2 2001/11/17 307
鈴木 浩 東京都 世田谷区 2 2001/11/17 311
小林 静子 東京都 町田市 2 2001/11/17 312
宮坂 公雄 埼玉県 さいたま市南区 2 2001/11/17 314
浜田 一吉 福島県 郡山市 2 2001/11/4 289
根本 和洋 長野県 上伊那郡南箕輪村 2 2001/11/3 287
中村 二郎 福井県 福井市 2 2001/9/29
筒井 真由美 福井県 福井市 2 2001/9/29
橋本 のはら 石川県 石川郡鳥越村 2 2001/9/29
坂上 秀美 富山県 富山市 2 2001/9/29
高木 明 石川県 加賀市 2 2001/9/29
上田 清次 福井県 坂井市 2 2001/9/29
角井 巴 福井県 鯖江市 2 2001/9/29
大辻 智 北海道 滝川市 2 2001/9/1 268
鎌倉 憲 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2001/9/1 272
野尻 勝房 北海道 樺戸郡新十津川町 2 2001/9/1 273
白崎 勝彦 北海道 岩見沢市 2 2001/9/1 281
小嵐 龍夫 福井県 福井市 2 2001/6/17
森下 輝治 福井県 福井市 2 2001/6/17
大森 やす子 福井県 福井市 2 2001/6/17
菜畑 正雄 福井県 坂井市 2 2001/6/17
林 義雄 福井県 坂井市 2 2001/6/17
米村 照子 福井県 福井市 2 2001/6/17
山下 英昭 福井県 福井市 2 2001/6/17
松井 きよ子 福井県 福井市 2 2001/6/17
小林 弥生 福井県 福井市 2 2001/6/17
赤代 隆司 兵庫県 宝塚市 2 2000/11/25 251
谷 千恵子 大阪府 河内長野市 2 2000/11/25 255
石塚 直也 兵庫県 神戸市東灘区 2 2000/11/25 256
浅田 久人 兵庫県 伊丹市 2 2000/11/25 257
塚口 徹 兵庫県 伊丹市 2 2000/11/25 258
北島 民夫 大阪府 交野市 2 2000/11/25 259
平田 敬二郎 兵庫県 宝塚市 2 2000/11/25 260
黒澤 光雄 兵庫県 尼崎市 2 2000/11/25 261
和田 夕佳子 兵庫県 三田市 2 2000/11/25 262
杉田 圭造 大阪府 河内長野市 2 2000/11/25 263
林 伸夫 兵庫県 川辺郡猪名川町 2 2000/11/25 264
奥田 守 奈良県 大和郡山市 2 2000/11/25 265
笹峯 澄三 大阪府 東大阪市 2 2000/11/25 266
馬場 よし子 長野県 伊那市 2 2000/11/12 236
唐沢 洋子 長野県 伊那市 2 2000/11/12 237
高橋 佳奈 埼玉県 さいたま市緑区 2 2000/11/12 238
宮澤 勝人 長野県 駒ヶ根市 2 2000/11/12 240
松下 寅穂 長野県 駒ヶ根市 2 2000/11/12 241
榑沢 吉男 長野県 上伊那郡中川村 2 2000/11/12 242
清水 丈明 長野県 駒ヶ根市 2 2000/11/12 243
葛岡 靖子 長野県 飯田市 2 2000/11/12 245
久保田 明美 長野県 上伊那郡飯島町 2 2000/11/12 246
森谷 匡彦 長野県 上伊那郡飯島町 2 2000/11/12 247
福井 春治 長野県 下伊那郡高森町 2 2000/11/12 248
内野 拓男 神奈川県 秦野市 2 2000/10/29 230
宮武 宏次 奈良県 奈良市 2 2000/9/30
辻 拓哉 福井県 大野市 2 2000/9/30
畑 みつえ 福井県 坂井市 2 2000/9/30
菊地 利之 福島県 郡山市 2 2000/9/14 201
石嶋 五百子 福島県 喜多方市 2 2000/9/14 203
佐々木 文利 福島県 喜多方市 2 2000/9/14 209
日下 忠直 福島県 耶麻郡磐梯町 2 2000/9/14 215



江川 賢 福島県 会津若松市 2 2000/9/14 216
長谷川 勝俊 福島県 喜多方市 2 2000/9/14 218
松坂 弘 福島県 郡山市 2 2000/9/14 222
鈴木 實 福島県 耶麻郡磐梯町 2 2000/9/14 223
栂野 広喜 福島県 耶麻郡磐梯町 2 2000/9/14 224
古川 仁洋 東京都 八王子市 2 2000/9/14 226
原田 敏夫 北海道 旭川市 2 2000/9/2 187
佐竹 尚 北海道 紋別市 2 2000/9/2 188
近藤 幸臣 北海道 苫前郡羽幌町 2 2000/9/2 193
浅井 千鶴 愛知県 名古屋市名東区 2 1999/12/19 169
浅井 光義 愛知県 名古屋市名東区 2 1999/12/19 170
手島 勇 愛知県 豊田市 2 1999/12/19 171
山田 鈴子 愛知県 東加茂郡稲武町 2 1999/12/19 172
大林 孝司 愛知県 豊橋市 2 1999/12/19 173
澤田 哲也 愛知県 豊田市 2 1999/12/19 174
湯沢 俊和 長野県 下伊那郡喬木村 2 1999/12/19 176
宮下 今恵 長野県 下伊那郡大鹿村 2 1999/12/19 177
永井 勇 愛知県 岡崎市 2 1999/12/19 178
寺沢 茂春 長野県 下伊那郡松川町 2 1999/12/19 179
小島 富嘉 長野県 下伊那郡大鹿村 2 1999/12/19 180
村松 里保 長野県 下伊那郡売木村 2 1999/12/19 181
吉沢 明子 長野県 飯田市 2 1999/12/19 182
高山 光義 長野県 下伊那郡高森町 2 1999/12/19 183
川口 範子 長野県 下伊那郡喬木村 2 1999/11/14 165
昼神 二三男 長野県 下伊那郡喬木村 2 1999/11/14 166
池田 政志 大阪府 寝屋川市 2 1999/10/10 150
住田 隆弘 広島県 山県郡豊平町 2 1999/10/10 152
澤内 崇 兵庫県 宝塚市 2 1999/10/10 153
道川 徳男 広島県 山県郡豊平町 2 1999/10/10 156
塚野 八平 石川県 金沢市 2 1999/10/1
蟹谷 宣寛 富山県 小矢部市 2 1999/10/1
谷口 均 福井県 吉田郡松岡町 2 1999/10/1
成田 登志雄 愛知県 豊橋市 2 1999/10/1
森田 鉄幸 石川県 羽咋市 2 1999/10/1
松井 ますみ 福井県 坂井市 2 1999/10/1
斎藤 博 福井県 福井市 2 1999/10/1
石井 麻衣 北海道 滝川市 2 1999/9/4 138
髙階 秀知 北海道 亀田郡大野町 2 1999/9/4 140
中村 進 東京都 文京区 2 1999/9/4 141
田中 巌 東京都 稲城市 2 1999/9/4 143
逸見 曄治 東京都 中野区 2 1999/9/4 145
梶間 貴美枝 長野県 下伊那郡南信濃村 2 1998/11/29 088
新美 しづ江 愛知県 豊田市 2 1998/11/29 093
小木曽 易夫 長野県 飯田市 2 1998/11/29 095
束原 靖雄 長野県 下伊那郡喬木村 2 1998/11/29 096
永井 信之 愛知県 北設楽郡設楽町 2 1998/11/29 097
森本 勝治 長野県 飯田市 2 1998/11/29 098
下平 京子 長野県 飯田市 2 1998/11/29 099
鎌倉 美智子 長野県 下伊那郡南信濃村 2 1998/11/29 100
岩本 理恵 長野県 下伊那郡喬木村 2 1998/11/29 101
坂本 花代 長野県 下伊那郡南信濃村 2 1998/11/29 102
鎌倉 たか子 長野県 下伊那郡南信濃村 2 1998/11/29 103
福島 里実 長野県 飯田市 2 1998/11/29 104
塚平 亜久里 長野県 飯田市 2 1998/11/29 105
松沢 郁恵 長野県 飯田市 2 1998/11/29 106
古田 卓巳 長野県 飯田市 2 1998/11/29 107
山田 良穂 愛知県 北設楽郡稲武町 2 1998/11/29 108
中根 猪三武 長野県 飯田市 2 1998/11/29 110
石原 幸広 長野県 下伊那郡根羽村 2 1998/11/29 111



鈴木 厚 福島県 耶麻郡磐梯町 2 1998/11/29 115
生方 恵子 福島県 東白川郡塙町 2 1998/11/29 120
和田 和代 茨城県 久慈郡水府村 2 1998/11/29 121
佐藤 さち子 茨城県 那珂郡美和村 2 1998/11/29 125
中村 岳 東京都 新宿区 2 1998/11/29 127
相沢 誠 茨城県 稲敷郡茎崎町 2 1998/11/29 128
小野瀬 好 茨城県 ひたちなか市 2 1998/11/29 129
坂本 旭 茨城県 新治郡千代田町 2 1998/11/29 132
井上 ミサ子 茨城県 久慈郡水府村 2 1998/11/29 133
安曽 一郎 茨城県 つくば市 2 1998/11/29 134
吉沢 よし江 茨城県 久慈郡水府村 2 1998/11/29 135
後藤 俊一 茨城県 那珂市 2 1998/11/29 136
高岡 俊則 福島県 須賀川市 2 1998/11/1 080
神田 愛子 広島県 山県郡豊平町 2 1998/11/1 083
篠部 勇 広島県 山県郡豊平町 2 1998/11/1 085
岩佐 修 兵庫県 姫路市 2 1998/10/4 065
臼井 一矢 兵庫県 三田市 2 1998/10/4 066
前川 早苗 大阪府 堺市南区 2 1998/10/4 067
島崎 眞守 大阪府 豊中市 2 1998/10/4 068
白幡 文康 大阪府 吹田市 2 1998/10/4 069
林 みつ子 兵庫県 川辺郡猪名川町 いなそば生粉打ち体験道場 2 1998/10/4 070
北村 匡章 岡山県 赤盤郡熊山町 2 1998/10/4 072
渡部 保次 大阪府 堺市 2 1998/10/4 073
谷垣 信行 京都府 京都市伏見区 2 1998/10/4 076
佐藤 博之 兵庫県 芦屋市 2 1998/10/4 077
野村 みや子 福井県 福井市 2 1998/10/2
吉田 正則 福井県 福井市 2 1998/10/2
塩田 光夫 福井県 福井市 2 1998/10/2
清田 清三 福井県 吉田郡松岡町 2 1998/10/2
臼井 尚人 福井県 今立郡池田町 2 1998/10/2
井田 ヒサ子 福井県 南条郡南条町 2 1998/10/2
石田 範子 福井県 福井市 2 1998/10/2
石田 五十六 岐阜県 飛騨市 2 1998/10/2
前川 一男 福井県 今立郡池田町 2 1998/10/2
柳町 高志 福井県 福井市 2 1998/10/2
柳原 健良 北海道 札幌市厚別区 2 1998/8/29 058
小林 巳俊 北海道 札幌市西区 2 1998/8/29 060
小幡 栄 北海道 札幌市白石区 2 1998/8/29 063
渡部 武司 福島県 耶麻郡磐梯町 2 1998/2/7 029
立花 八重子 福島県 福島市 2 1998/2/7 036
斎藤 喜代吉 福島県 河沼郡河東町 2 1998/2/7 038
鈴木 保夫 福島県 会津若松市 2 1998/2/7 043
添田 寿太郎 福島県 郡山市 2 1998/2/7 045
緒方 久子 東京都 足立区 2 1998/2/7 046
加藤 一馬 福島県 耶麻郡磐梯町 2 1998/2/7 047
五十嵐 裕 福島県 喜多方市 2 1998/2/7 049
池谷 百合子 静岡県 志太郡大井川町 2 1998/2/7 050
牧野 正夫 愛知県 海部郡蟹江町 2 1998/2/7 053
飛坂 昌英 福井県 鯖江市 2 1997/10/3
木村 繁治 石川県 加賀市 2 1997/10/3
大塚 清学 福井県 武生市 2 1997/10/3
奥山 龍一 福井県 武生市 2 1997/10/3
渡辺 忍 福井県 福井市 2 1997/10/3
山本 キヨ子 福井県 今立郡池田町 2 1997/10/3
前田 隆 福井県 今立郡今立町 2 1997/10/3
高橋 孝憲 福井県 丹生郡清水町 2 1997/10/3
斎藤 正治 福井県 鯖江市 2 1997/10/3
長田 良三 北海道 亀田郡大野町 2 1997/8/29 001
高柳 謙造 福井県 吉田郡松岡町 2 1997/8/29 003



主田 久之 広島県 山県郡豊平町 2 1997/8/29 004
山本 稔 北海道 紋別郡遠軽町 2 1997/8/29 006
吉田 幸二 北海道 亀田郡大野町 2 1997/8/29 007
遠藤 清 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 2 1997/8/29 009
小桧山 栄昭 福島県 耶麻郡磐梯町 2 1997/8/29 010
佐藤 勝 北海道 有珠郡大滝村 2 1997/8/29 012
伊藤 明弥 北海道 雨竜郡幌加内町 2 1997/8/29 016
東出 崇 北海道 苫前郡羽幌町 2 1997/8/29 018
榊原 一義 福井県 鯖江市 2 1996/10/4
安久 義二 福井県 福井市 2 1996/10/4
竹内 敏春 福井県 武生市 2 1996/10/4
今村 智洋 福井県 福井市 2 1996/10/4
梅田 富子 福井県 今立郡池田町 2 1996/10/4
木村 敬 福井県 福井市 2 1996/10/4
熊野 れいこ 福井県 鯖江市 2 1996/10/4
下河 靖子 福井県 勝山市 2 1996/10/4
内藤 はるえ 福井県 今立郡池田町 2 1996/10/4
平井 つや子 福井県 今立郡池田町 2 1996/10/4
細川 忠義 福井県 坂井市 2 1996/10/4
森 圭子 福井県 今立郡池田町 2 1996/10/4
森広 幸一 福井県 福井市 2 1996/10/4
山本 芳子 福井県 今立郡池田町 2 1996/10/4
熊野 保栄 福井県 鯖江市 2 1996/10/4


