
支部 氏名 都道府県 郡市町村 所属 全国審査員番号

齊藤　馨 北海道 砂川市 北海道そば研究会 全－１３－０１１

丸山　勝孝 北海道 空知郡奈井江町 奈井江手打ちそば道光会 全－１６－０２４

坂本　勝之 北海道 雨竜郡幌加内町 幌加内そば工房　坂本 全－１６－０２６

中村　尚一 北海道 雨竜郡北竜町 そば食楽部　北竜 全－１８－０３４

吉田　勝 北海道 札幌市手稲区 分いしかり　札幌星置そば道場 全－１９－０３８

藤田　宜且 北海道 石狩市 いしかり手打ちそば同好会 全－１９－０３９

甫木　美千子 北海道 美唄市 北海道そば研究会 全－２０－０４９

小林　安晴 北海道 久遠郡せたな町 道南ブロック手打ちそば推進協議会 全－２０－０５０

後藤　篤雄 北海道 札幌市東区 いしかり手打ちそば同好会 全－２０－０５１

中村　雅義 北海道 雨竜郡幌加内町 幌加内手打ちそば雅の会 全－２１－００１

白内　拓郎 北海道 山越郡長万部町 おしゃまんべそば打ちサークル 全－２１－００２

高谷　晶美 北海道 様似郡様似町 苫小牧手打ちそば愛好会 全－２１－００３

奥村　周二 北海道 札幌市厚別区 北の郷　そば工房 全－２１－００４

池　功司 北海道 網走郡美幌町 十勝蕎麦俱楽部 全－２１－００５

菅野　伸是 福島県 いわき市 いわきそば塾 全－１３－００８

柏倉　寛充 宮城県 仙台市泉区 宮城手打ちそば研究会 全－１９－０４２

芳田　時夫 栃木県 鹿沼市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 全－１９－０４８

廣澤 幸雄 栃木県 下都賀郡壬生町 栃木のうまい蕎麦を食べる会 全－２０－０３０

工藤　勉 栃木県 宇都宮市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 全－２０－０５２

市川　宗信 栃木県 宇都宮市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 全－２０－０５３

齋藤　スミ 栃木県 河内郡上三川町 とちぎ蕎和会 全－２０－０５４

森下 富夫 福島県 西白河郡西郷村 結乃會 全－２１－００６

石川　明秀 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 全－２１－００７

寺西　恭子 神奈川県 横浜市港北区 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 全－１０－００５

安井　良博 東京都 板橋区 江戸流手打ちそば二・八の会 全－１５－０１３

仲山　徹 茨城県 笠間市 いばらき蕎麦の会 全－１８－０３３

掛札　久美子 茨城県 常陸太田市 いばらき蕎麦の会 全－１９－０４０

土屋　博一 千葉県 我孫子市 江戸流手打ち蕎麦　鵜合之衆 全－１９－０４７

腰原 好 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 全－２０－０２７

鈴木 光雄 埼玉県 児玉郡上里町 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本道場 全－２０－０２８
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穐山　和久 埼玉県 久喜市 彩蕎一門会 全－２０－０５５

萩原　敏彦 埼玉県 川口市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本道場 全－２０－０５６

土屋 照雄 千葉県 千葉市稲毛区 江戸流手打ちそば二・八の会 全－２１－００８

腰原 弘敏 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 全－２１－００９

谷 昇平 東京都 国分寺市 江戸流手打ち蕎麦　鵜の会 全－２１－０１０

横山 道國 千葉県 千葉市花見川区 さくら蕎麦の会 全－２１－０１１

星崎 輝夫 千葉県 我孫子市 我孫子そばの会 全－２１－０１２

田中　崇喜 長野県 松本市 信州そば道場 全－１６－０２１

水口　久雄 富山県 富山市 立山そば倶楽部 全－１６－０２２

枡田　清子 富山県 中新川郡上市町 上市そば道場 全－１６－０２３

西川　朋子 長野県 安曇野市 信州蕎麦の会 全－１９－０３７

大塚　裕一 富山県 富山市 富山そば研究会 全－１９－０４３

舟上 陽子 富山県 富山市 やつおそば大楽 全－２０－０３１

清水 公美子 富山県 富山市 やつおそば大楽 全－２０－０３２

木下　喜良 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 全－２０－０５７

原　秀夫 長野県 伊那市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 全－２０－０５８

井出　一男 長野県 佐久市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 全－２１－０１３

道下　昭夫 石川県 金沢市 金沢湯涌そばの会 全－２１－０１４

北野　仁美 富山県 富山市 富山そば研究会 全－２１－０１５

三村　幸彦 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 全－２１－０１６

大瀬　　渡 長野県 松本市 蕎麦道場　大瀬庵 全－２１－０１７

山下　義宣 兵庫県 神崎郡市川町 播州そばの学校 全－１０－００６

小林　朗子 兵庫県 宝塚市 宝塚　専心会 全－１６－０１７

天野　哲雄 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山手打ち　そば会 全－１６－０２０

嘉納　廉剛 兵庫県 加西市 永沢寺そば打ち愛好会 全－１６－０２５

大野　和則 兵庫県 神崎郡神河町 はりまの国麺道倶楽部 全－１８－０３５

篠原　美文 広島県 尾道市 尾道そば道場 全－１９－０４５

奥田　成子 三重県 北牟婁郡紀北町 熊野古道そばネット 全－１９－０４６

岸本　直子 大阪府 守口市 讃岐蕎麦道場 全－２０－０５９

柿川　徳子 福岡県 北九州市小倉北区 平尾台手打ちそば倶楽部 全－２０－０６０

潤田　朋子 三重県 津市 そば津ぅなかま　福朗会 全－２０－０６１

藤井　正 兵庫県 加西市 永沢寺そば打ち愛好会 全－２０－０６２

米田 隆一 大阪府 堺市堺区 そばうちくらぶ　わくわく 全－２１－０１８
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多田 貴子 兵庫県 西宮市 西宮そば打ち同好会 全－２１－０１９

今川 隆 兵庫県 芦屋市 永沢寺そば打ち愛好会 全－２１－０２０

西
日
本


