
初段認定者 5,789 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

日野口 節子 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 1 2023/4/16 北斗 001
大橋 桐子 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 1 2023/4/16 北斗 002
井上 和康 北海道 函館市 1 2023/4/16 北斗 003
山﨑 海斗 北海道 久遠郡せたな町 北檜山手打ちそば愛好会 1 2023/4/16 北斗 004
山﨑 正吉 北海道 函館市 道南ブロック手打ちそば推進協議会 1 2023/4/16 北斗 005
滝沢 瑞枝 北海道 亀田郡七飯町 1 2023/4/16 北斗 006
川口 正人 石川県 白山市 金沢湯涌そばの会 1 2023/3/25 富山 001
清谷 真紀 石川県 金沢市 金沢湯涌そばの会 1 2023/3/25 富山 002
金谷 ゆり子 富山県 富山市 やつおそば大楽 1 2023/3/25 富山 003
井山 めぐみ 富山県 富山市 やつおそば大楽 1 2023/3/25 富山 004
谷 純郎 富山県 氷見市 やつおそば大楽 1 2023/3/25 富山 005
安井 基一 富山県 富山市 やつおそば大楽 1 2023/3/25 富山 006
舘 友一 富山県 高岡市 1 2023/3/25 富山 007
坂本 光張 富山県 魚津市 1 2023/3/25 富山 008
青山 良久 富山県 富山市 富山そば研究会 1 2023/3/25 富山 009
坂木 知矩 富山県 富山市 1 2023/3/25 富山 010
橋爪 忠三 富山県 氷見市 1 2023/3/25 富山 011
池田 紅子 富山県 氷見市 1 2023/3/25 富山 012
中川 飛希也 富山県 中新川郡立山町 サンリツそばクラブ 1 2023/3/25 富山 013
阿部 さおり 長野県 南佐久郡佐久穂町 信州蕎麦打ち研究会 1 2023/3/12 長和 001
飯ケ濵 一恵 長野県 千曲市 姨捨そば道場 1 2023/3/12 長和 002
梅田 由美子 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 1 2023/3/12 長和 003
尾形 芳美 山梨県 都留市 三ツ峠そば打ち愛好会 1 2023/3/12 長和 004
押鐘 昭紀 長野県 長野市 1 2023/3/12 長和 005
加藤 幸代 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 1 2023/3/12 長和 006
北 泰紀 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 1 2023/3/12 長和 007
児玉 都雄 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 1 2023/3/12 長和 008
小柳 進太朗 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2023/3/12 長和 009
佐々木 智美 長野県 北佐久郡御代田町 信州蕎麦打ち研究会 1 2023/3/12 長和 010
春原 優子 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 1 2023/3/12 長和 011
髙橋 宏 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2023/3/12 長和 012
遠山 祐子 長野県 北佐久郡軽井沢町 信州蕎麦打ち研究会 1 2023/3/12 長和 013
巴 万紀 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 1 2023/3/12 長和 014
中村 定一郎 長野県 松本市 信州そば道場 1 2023/3/12 長和 015
原田 のり子 長野県 長野市 姨捨そば道場 1 2023/3/12 長和 016
増田 毅 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2023/3/12 長和 017
松澤 宏和 長野県 北安曇郡白馬村 白馬そば塾 1 2023/3/12 長和 018
三井 昭恵 長野県 諏訪郡富士見町 1 2023/3/12 長和 019
南澤 知恵子 長野県 千曲市 姨捨そば道場 1 2023/3/12 長和 020
両角 勝行 長野県 小諸市 信州蕎麦打ち研究会 1 2023/3/12 長和 021
横内 雄一 長野県 松本市 信州そば道場 1 2023/3/12 長和 022
吉岡 日菜多 山梨県 都留市 1 2023/3/12 長和 023
吉岡 侑莉 長野県 中野市 1 2023/3/12 長和 024
上田 隆 長野県 岡谷市 1 2023/3/12 長和 025
川西 衛 茨城県 常陸太田市 いばらき蕎麦の会 1 2023/3/11 茨城 001
渡邉 久子 栃木県 真岡市 1 2023/3/11 茨城 002
亀山 明 茨城県 水戸市 いばらき蕎麦の会 1 2023/3/11 茨城 003
須藤 翼 茨城県 常陸太田市 1 2023/3/11 茨城 004
奥村 直人 茨城県 那珂郡東海村 いばらき蕎麦の会 1 2023/3/11 茨城 005
岡崎 茂美 茨城県 水戸市 常陸そばの会 1 2023/3/11 茨城 006
本多 覚 茨城県 笠間市 1 2023/3/11 茨城 007
石河 和子 茨城県 那珂市 1 2023/3/11 茨城 008
山田 勉 茨城県 笠間市 いばらき蕎麦の会 1 2023/3/11 茨城 009
早瀬 一男 栃木県 真岡市 1 2023/3/11 茨城 010
武子 文男 茨城県 笠間市 1 2023/3/11 茨城 011
川又 益美 栃木県 真岡市 1 2023/3/11 茨城 012
井上 和美 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 1 2023/3/11 茨城 013



鈴木 俊彦 茨城県 日立市 いばらき蕎麦の会 1 2023/3/11 茨城 014
堀口 友子 茨城県 那珂市 1 2023/3/11 茨城 015
川原田 政教 埼玉県 川口市 いばらき蕎麦の会 1 2023/3/11 茨城 016
小林 幸治 北海道 士別市 幌加内そばスクール蕎雪庵 1 2023/3/5 北竜 001
生出 孝男 北海道 上川郡剣淵町 1 2023/3/5 北竜 002
見掛 信一郎 北海道 天塩郡幌延町 朋練会 1 2023/3/5 北竜 003
安田 弘孝 北海道 上川郡剣淵町 幌加内そばスクール蕎雪庵 1 2023/3/5 北竜 004
長内 大貴 北海道 深川市 そば食楽部　北竜 1 2023/3/5 北竜 005
道中 弘幸 北海道 苫前郡羽幌町 1 2023/3/5 北竜 006
五十嵐 明子 北海道 苫前郡羽幌町 1 2023/3/5 北竜 007
福田 勝則 北海道 苫前郡羽幌町 1 2023/3/5 北竜 008
大森 拓 北海道 旭川市 1 2023/3/5 北竜 009
根本 薫 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2023/3/5 北竜 010
田中 陽菜子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2023/3/5 北竜 011
昇 史絵 北海道 雨竜郡沼田町 沼田雪中そば倶楽部 1 2023/3/5 北竜 012
岸本 米子 沖縄県 名護市 やんばる手打ちそば倶楽部 1 2023/2/26 沖縄 001
比嘉 武子 沖縄県 名護市 やんばる手打ちそば倶楽部 1 2023/2/26 沖縄 002
星 淑子 沖縄県 名護市 やんばる手打ちそば倶楽部 1 2023/2/26 沖縄 003
照屋 勉 沖縄県 宜野湾市 やんばる手打ちそば倶楽部 1 2023/2/26 沖縄 004
上原 清正 沖縄県 那覇市 やんばる手打ちそば倶楽部 1 2023/2/26 沖縄 005
宮里 辰之 沖縄県 名護市 やんばる手打ちそば倶楽部 1 2023/2/26 沖縄 006
石下 英男 埼玉県 越谷市 手打ちそばサークル悠遊 1 2023/2/5 埼玉 001
宮城 晃太 埼玉県 川口市 1 2023/2/5 埼玉 002
後藤 重芳 埼玉県 春日部市 手打ちそばサークル悠遊 1 2023/2/5 埼玉 003
小笠原 香織 埼玉県 さいたま市緑区 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 1 2023/2/5 埼玉 004
宮原 叶 埼玉県 秩父郡皆野町 1 2023/2/5 埼玉 005
逸見 朱琉 埼玉県 秩父市 1 2023/2/5 埼玉 006
大澤 果穂 埼玉県 秩父郡長瀞町 1 2023/2/5 埼玉 007
木村 茂雄 埼玉県 秩父市 1 2023/2/5 埼玉 008
中川 諭 埼玉県 大里郡寄居町 1 2023/2/5 埼玉 009
吉田 典子 茨城県 土浦市 そばの会　小町 1 2023/2/5 埼玉 010
麻生 征宏 埼玉県 川口市 さいたま日本蕎麦愛好会 1 2023/2/5 埼玉 011
大木 節代 東京都 大田区 桃園そば打ち会 1 2023/2/5 埼玉 012
髙辻 吉明 東京都 中野区 桃園そば打ち会 1 2023/2/5 埼玉 013
佐藤 宇一 東京都 中野区 桃園そば打ち会 1 2023/2/5 埼玉 014
武田 光弘 山形県 西村山郡河北町 1 2022/12/3 寒河江 001
伊藤 善隆 山形県 山形市 1 2022/12/3 寒河江 002
髙橋 広野 山形県 長井市 1 2022/12/3 寒河江 003
南 浩史 山形県 南陽市 1 2022/12/3 寒河江 004
髙橋 美華 山形県 寒河江市 1 2022/12/3 寒河江 005
佐藤 辰雄 新潟県 柏崎市 比角そば打ち同好会 1 2022/11/26 日光 001
山﨑 春男 栃木県 小山市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 002
大塚 邦子 栃木県 宇都宮市 1 2022/11/26 日光 003
湯田 豊彦 福島県 会津若松市 会津そば紬の会 1 2022/11/26 日光 004
坪井 律貴 栃木県 小山市 1 2022/11/26 日光 005
本村 凱斗 栃木県 宇都宮市 1 2022/11/26 日光 006
川又 咲輝 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2022/11/26 日光 007
上野 智弘 栃木県 那須塩原市 1 2022/11/26 日光 008
石川 昭男 栃木県 鹿沼市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 009
田中 典利 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 010
松永 弘江 栃木県 栃木市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 011
小田 美代子 栃木県 真岡市 とちぎ蕎和会 1 2022/11/26 日光 012
竹村 恵美子 新潟県 柏崎市 比角そば打ち同好会 1 2022/11/26 日光 013
古澤 利夫 栃木県 栃木市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 014
石川 朝夫 栃木県 小山市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 015
水谷 颯汰 福島県 会津若松市 会津そば紬の会 1 2022/11/26 日光 016
渡邉 綾乃 栃木県 小山市 1 2022/11/26 日光 017
阿部 新九郎 栃木県 宇都宮市 1 2022/11/26 日光 018
関 真吾 栃木県 小山市 1 2022/11/26 日光 019



吉田 来姫 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2022/11/26 日光 020
栗原 茂雄 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 021
山﨑 諒 栃木県 小山市 栃木県そば振興協議会 1 2022/11/26 日光 022
玉川 秀治 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 1 2022/11/26 日光 023
石橋 政俊 新潟県 柏崎市 比角そば打ち同好会 1 2022/11/26 日光 024
巻島 陽一 栃木県 栃木市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 025
長浜 信幸 栃木県 小山市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 026
半田 祥久 栃木県 宇都宮市 うつのみや　和楽の会 1 2022/11/26 日光 027
藤沼 大志 栃木県 小山市 1 2022/11/26 日光 028
岩崎 茂喜 栃木県 那須塩原市 たかばやし蕎麦研究会 1 2022/11/26 日光 029
野本 昌靖 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 030
小松 幹 茨城県 古河市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2022/11/26 日光 031
矢野 展子 栃木県 宇都宮市 栃木県そば振興協議会 1 2022/11/26 日光 032
和久 衛 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 1 2022/11/26 日光 033
片上 里珠 愛媛県 大洲市 1 2022/11/23 大洲 001
前川 愛菜 愛媛県 大洲市 1 2022/11/23 大洲 002
東 純輝 愛媛県 大洲市 1 2022/11/23 大洲 003
上杉 莉穂 愛媛県 大洲市 1 2022/11/23 大洲 004
上田 愛咲美 愛媛県 西宇和郡伊方町 1 2022/11/23 大洲 005
兵頭 真輝人 愛媛県 西予市 1 2022/11/23 大洲 006
玉木 綺華 愛媛県 大洲市 1 2022/11/23 大洲 007
井上 捺志 愛媛県 大洲市 1 2022/11/23 大洲 008
長田 俊彦 福岡県 行橋市 1 2022/11/20 北九州 001
倉田 邦孝 福岡県 北九州市小倉南区 1 2022/11/20 北九州 002
潮田 長一郎 福岡県 北九州市小倉南区 1 2022/11/20 北九州 003
山木 伸寛 福岡県 小郡市 1 2022/11/20 北九州 004
上村 典道 福岡県 久留米市 1 2022/11/20 北九州 005
大庭 正寛 福岡県 宗像市 1 2022/11/20 北九州 006
村岡 沙奈 鹿児島県 伊佐市 伊佐手打ちそば倶楽部 1 2022/11/20 北九州 007
瀬之口 則子 鹿児島県 伊佐市 伊佐手打ちそば倶楽部 1 2022/11/20 北九州 008
空閑 昭子 福岡県 福岡市博多区 1 2022/11/20 北九州 009
安藤 正宏 大分県 豊後高田市 1 2022/11/20 北九州 010
野﨑 由夏子 三重県 鈴鹿市 そば塾すゞか 1 2022/11/19 いなべ 001
土肥 仁那 三重県 いなべ市 赤そばの会 1 2022/11/19 いなべ 002
櫻井 直人 三重県 津市 下河内の里山を守る会 1 2022/11/19 いなべ 003
中村 祐哉 三重県 いなべ市 楽笑そば打ち倶楽部 1 2022/11/19 いなべ 004
岩崎 省吾 岐阜県 大垣市 1 2022/11/19 いなべ 005
加藤 公平 三重県 桑名市 楽笑そば打ち倶楽部 1 2022/11/19 いなべ 006
平野 芳典 三重県 桑名市 1 2022/11/19 いなべ 007
森 真樹 三重県 四日市市 1 2022/11/19 いなべ 008
西田 華苗 三重県 員弁郡東員町 赤そばの会 1 2022/11/19 いなべ 009
水谷 寿一 三重県 いなべ市 楽笑そば打ち倶楽部 1 2022/11/19 いなべ 010
伊藤 嘉志子 三重県 桑名市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 1 2022/11/19 いなべ 011
石倉 貞美 三重県 北牟婁郡紀北町 熊野古道そばネット 1 2022/11/19 いなべ 012
松下 汐音 静岡県 磐田市 1 2022/11/19 いなべ 013
出口 眞知子 三重県 いなべ市 赤そばの会 1 2022/11/19 いなべ 014
小野 孝次 三重県 津市 伊勢手打ちそばの会 1 2022/11/19 いなべ 015
三宅 佑美 岐阜県 岐阜市 1 2022/11/19 いなべ 016
奥田 浩美 三重県 北牟婁郡紀北町 熊野古道そばネット 1 2022/11/19 いなべ 017
池井 輝 岐阜県 大垣市 1 2022/11/19 いなべ 018
関戸 務 山梨県 都留市 三ツ峠そば打ち愛好会 1 2022/11/19 いなべ 019
榑松 みつよ 静岡県 菊川市 1 2022/11/19 いなべ 020
内藤 富夫 静岡県 菊川市 1 2022/11/19 いなべ 021
山田 恵子 愛知県 愛西市 いなべ市蕎麦打ち同好会「雅」 1 2022/11/19 いなべ 022
榮 和徳 広島県 三次市 1 2022/11/12 尾道 001
木村 倫也 岡山県 赤磐市 山陽手打ち蕎麦の會 1 2022/11/12 尾道 002
中井 新 広島県 呉市 東広島そばの会 1 2022/11/12 尾道 003
草刈 理香 岡山県 岡山市南区 1 2022/11/12 尾道 004
木村 嘉宣 岡山県 倉敷市 山陽手打ち蕎麦の會 1 2022/11/12 尾道 005



赤木 八重美 広島県 神石郡神石高原町 わいわい芸備蕎麦塾 1 2022/11/12 尾道 006
井上 克彦 岡山県 総社市 きびじそばの会 1 2022/11/12 尾道 007
出口 俊夫 岡山県 倉敷市 岡山そばの楽校 1 2022/11/12 尾道 008
藤井 さち子 広島県 神石郡神石高原町 わいわい芸備蕎麦塾 1 2022/11/12 尾道 009
名倉 知宏 兵庫県 西宮市 1 2022/11/12 尾道 010
貝原 寛 岡山県 岡山市南区 1 2022/11/12 尾道 011
粟井 真司 兵庫県 神戸市垂水区 六甲益田屋そば打ちの会 1 2022/11/12 尾道 012
富田 修 島根県 出雲市 1 2022/11/12 尾道 013
荒波 曻 兵庫県 姫路市 ゆかいな麺々　姫路 1 2022/11/12 尾道 014
石井 繁男 岡山県 岡山市東区 備前沖新田そばの会 1 2022/11/12 尾道 015
宇野 裕美 岡山県 岡山市北区 備中そばりえの会 1 2022/11/12 尾道 016
藤田 典子 広島県 広島市中区 広島そば打ち倶楽部 1 2022/11/12 尾道 017
益田 陽平 兵庫県 芦屋市 六甲益田屋そば打ちの会 1 2022/11/12 尾道 018
福村 美紀 広島県 尾道市 尾道そば道場 1 2022/11/12 尾道 019
杉谷 めぐみ 大阪府 大阪市東淀川区 1 2022/11/5 泉北 001
岩槻 裕信 大阪府 茨木市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/11/5 泉北 002
村尾 優子 兵庫県 西宮市 ニコニコそば打ち同好会 1 2022/11/5 泉北 003
来島 泰代 大阪府 大阪市住之江区 そばうちくらぶ　わくわく 1 2022/11/5 泉北 004
佐々木 宏道 大阪府 高槻市 茨木蕎麦打ち倶楽部 1 2022/11/5 泉北 005
宮野 由美 兵庫県 加古川市 1 2022/11/5 泉北 006
森北 智美 大阪府 岸和田市 1 2022/11/5 泉北 007
日比 七重 大阪府 大阪市東淀川区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/11/5 泉北 008
加島 知加子 大阪府 羽曳野市 大阪狭山手打ち　そば会 1 2022/11/5 泉北 009
益本 圭一朗 大阪府 堺市南区 ニコニコそば打ち同好会 1 2022/11/5 泉北 010
川畑 綾 兵庫県 宝塚市 そばうちくらぶ　わくわく 1 2022/11/5 泉北 011
大在家 進 大阪府 高槻市 茨木蕎麦打ち倶楽部 1 2022/11/5 泉北 012
宮永 浩次 兵庫県 神戸市中央区 1 2022/11/5 泉北 013
中西 蘭 大阪府 藤井寺市 1 2022/11/5 泉北 014
中山 和樹 大阪府 枚方市 1 2022/11/5 泉北 015
丹野 和則 宮城県 仙台市青葉区 宮城手打ちそば研究会 1 2022/10/22 階上 001
野崎 健太 岩手県 滝沢市 1 2022/10/22 階上 002
藤原 拓人 岩手県 盛岡市 1 2022/10/22 階上 003
渡邊 凛 宮城県 大崎市 1 2022/10/22 階上 004
清水 敏子 青森県 三戸郡階上町 1 2022/10/22 階上 005
畑山 樹月 岩手県 滝沢市 1 2022/10/22 階上 006
金子 愛奈 宮城県 名取市 1 2022/10/22 階上 007
飼午 道子 青森県 三戸郡階上町 1 2022/10/22 階上 008
関口 景 岩手県 滝沢市 1 2022/10/22 階上 009
髙橋 節子 青森県 八戸市 1 2022/10/22 階上 010
馬籠 楓香 宮城県 仙台市太白区 1 2022/10/22 階上 011
大信田 源 岩手県 盛岡市 1 2022/10/22 階上 012
小平 稜太 宮城県 亘理郡山本町 1 2022/10/22 階上 013
阿部 大和 岩手県 盛岡市 1 2022/10/22 階上 014
波塚 大輔 北海道 空知郡上富良野町 東神楽町聖台手打ちそば研究会 1 2022/10/16 東神楽 001
高橋 徹 北海道 河東郡音更町 音更蕎麦研究会 1 2022/10/16 東神楽 002
大西 秀和 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 1 2022/10/16 東神楽 003
平川 明弘 北海道 士別市 幌加内そば工房　坂本 1 2022/10/16 東神楽 004
佛坂 博明 北海道 旭川市 そば道場旭川 1 2022/10/16 東神楽 005
二本柳 恭介 北海道 江別市 江別手打ちそば愛好会 1 2022/10/16 東神楽 006
河原 裕子 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 1 2022/10/16 東神楽 007
戸田 強 北海道 旭川市 東神楽町聖台手打ちそば研究会 1 2022/10/16 東神楽 008
鈴木 茂伸 東京都 板橋区 江戸流手打ちそば二・八の会 1 2022/10/9 板橋 001
米山 雅子 東京都 新宿区 桃園そば打ち会 1 2022/10/9 板橋 002
蝶名林 美栄 東京都 板橋区 江戸流手打ちそば二・八の会 1 2022/10/9 板橋 003
小野寺 祥子 東京都 品川区 桃園そば打ち会 1 2022/10/9 板橋 004
平河 克靖 東京都 板橋区 江戸流手打ちそば二・八の会 1 2022/10/9 板橋 005
佐藤 潤子 東京都 杉並区 桃園そば打ち会 1 2022/10/9 板橋 006
斉藤 誠 東京都 文京区 江戸流手打ちそば青山学舎 1 2022/10/9 板橋 007
川原 陽武 東京都 中央区 桃園そば打ち会 1 2022/10/9 板橋 008



髙木 洋子 東京都 中野区 桃園そば打ち会 1 2022/10/9 板橋 009
藤澤 裕司 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2022/10/9 板橋 010
佐藤 弘美 東京都 中野区 1 2022/10/9 板橋 011
寺口 純十 千葉県 船橋市 桃園そば打ち会 1 2022/10/9 板橋 012
石渡 三男 東京都 調布市 1 2022/10/9 板橋 013
井上 清一 神奈川県 横浜市港北区 そばの花日吉 1 2022/10/9 板橋 014
篠山 誠二 神奈川県 横浜市港北区 そばの花日吉 1 2022/10/9 板橋 015
櫻井 敏子 東京都 武蔵野市 武蔵野そばの会 1 2022/10/9 板橋 016
杉浦 英雄 神奈川県 横浜市都筑区 蕎恭の会 1 2022/10/9 板橋 017
山口 正人 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 1 2022/10/9 板橋 018
上原 広明 東京都 小金井市 桃園そば打ち会 1 2022/10/9 板橋 019
大庭 美歌 東京都 八王子市 武蔵野そばの会 1 2022/10/9 板橋 020
辻 真弓 神奈川県 横浜市都筑区 蕎恭の会 1 2022/10/9 板橋 021
三宅 操 兵庫県 宝塚市 宝塚そば打ち同好会 1 2022/9/25 三田 001
山本 則昭 大阪府 豊中市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 002
福田 昌弘 兵庫県 宝塚市 永沢寺そば打ち愛好会 1 2022/9/25 三田 003
金 園恵 兵庫県 芦屋市 そばヨガの会 1 2022/9/25 三田 004
津田 聡子 兵庫県 川辺郡猪名川町 いなそば生粉打ち体験道場 1 2022/9/25 三田 005
児玉 光史 兵庫県 三田市 そばヨガの会 1 2022/9/25 三田 006
中島 穰 兵庫県 西宮市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 007
藤本 喜正 兵庫県 三田市 永沢寺そば打ち愛好会 1 2022/9/25 三田 008
伊藤 伸一 大阪府 箕面市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 009
渡邊 由紀夫 兵庫県 宝塚市 宝塚そば打ち同好会 1 2022/9/25 三田 010
田中 智也 大阪府 大阪市北区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 011
石塚 南 大阪府 大阪市淀川区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 012
中原 勇治 大阪府 大阪市東淀川区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 013
秋草 永寿 大阪府 大阪市東淀川区 1 2022/9/25 三田 014
松下 日富美 兵庫県 加古郡稲美町 加古川ウェルネスパーク 1 2022/9/25 三田 015
鈴木 浩樹 兵庫県 神戸市西区 神戸手打ちそばの会 1 2022/9/25 三田 016
池田 研也 大阪府 吹田市 そばヨガの会 1 2022/9/25 三田 017
岡本 亜弓 兵庫県 加西市 1 2022/9/25 三田 018
田上 裕子 兵庫県 神戸市西区 1 2022/9/25 三田 019
林 充一 兵庫県 神戸市垂水区 名塩そば打人 1 2022/9/25 三田 020
丸山 優子 兵庫県 加東市 播磨蕎麦の会 1 2022/9/25 三田 021
五十棲 真志 大阪府 東大阪市 そばヨガの会 1 2022/9/25 三田 022
浅田 豊 兵庫県 加西市 ゆかいな麺々 1 2022/9/25 三田 023
千葉 和代 兵庫県 小野市 1 2022/9/25 三田 024
鑑 操 兵庫県 加古郡播磨町 加古川ウェルネスパーク 1 2022/9/25 三田 025
濱野 哲雄 大阪府 吹田市 1 2022/9/25 三田 026
鈴木 奈津子 兵庫県 神戸市西区 神戸手打ちそばの会 1 2022/9/25 三田 027
金 常訓 大阪府 大阪市中央区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 028
長倉 貞雄 大阪府 大阪市北区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 029
京極 理 大阪府 大阪市淀川区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 030
兵頭 紀子 大阪府 堺市中区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 031
嶋内 はるひ 滋賀県 彦根市 1 2022/9/25 三田 032
古川 美智子 兵庫県 神戸市西区 神戸手打ちそばの会 1 2022/9/25 三田 033
平 愛子 大阪府 八尾市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 034
髙塚 裕之 兵庫県 姫路市広畑区 ゆかいな麺々　姫路 1 2022/9/25 三田 035
大八木 善昭 京都府 京都市西京区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 036
吉川 凌輔 滋賀県 彦根市 1 2022/9/25 三田 037
工藤 邦子 兵庫県 神戸市西区 加古川ウェルネスパーク 1 2022/9/25 三田 038
和田 眞実 大阪府 大阪市阿倍野区 1 2022/9/25 三田 039
村居 彪 滋賀県 長浜市 1 2022/9/25 三田 040
田上 清英 兵庫県 神戸市西区 1 2022/9/25 三田 041
林 郁子 大阪府 枚方市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 042
北村 仁 滋賀県 米原市 1 2022/9/25 三田 043
平城 昌和 兵庫県 姫路市勝原区 ゆかいな麺々　姫路 1 2022/9/25 三田 044
中川 洋 奈良県 宇陀郡曽爾村 植田塾そば打ち倶楽部 1 2022/9/25 三田 045
トラン アンニュット 滋賀県 長浜市 1 2022/9/25 三田 046



小田 竜也 奈良県 天理市 1 2022/9/25 三田 047
田中 正樹 栃木県 塩谷郡塩谷町 1 2022/9/25 老神 001
藤江 将大 栃木県 小山市 1 2022/9/25 老神 002
植村 光明 東京都 小金井市 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 1 2022/9/25 老神 003
菅野 彰子 東京都 板橋区 ＮＰＯ法人手打ちそば道場新宿村 1 2022/9/25 老神 004
金子 哲夫 群馬県 前橋市 1 2022/9/25 老神 005
井上 結愛 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 001
池田 冴絵 群馬県 利根郡片品村 1 2022/9/24 奥利根 002
松井 成歩 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 003
高橋 美來 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 004
中村 海斗 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 005
増田 鈴世 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 006
大坪 由里菜 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2022/9/24 奥利根 007
中澤 夢 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 008
村田 優希 群馬県 渋川市 1 2022/9/24 奥利根 009
関 優獅 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2022/9/24 奥利根 010
小池 蒼空 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2022/9/24 奥利根 011
林 歩未 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 012
戸川 翔 群馬県 利根郡川場村 1 2022/9/24 奥利根 013
小宮 羽菜 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 014
近藤 瑠乃 群馬県 渋川市 1 2022/9/24 奥利根 015
桒原 真花 群馬県 沼田市 1 2022/9/24 奥利根 016
浅野 未羽 群馬県 安中市 1 2022/9/24 奥利根 017
伊藤 結菜 群馬県 安中市 1 2022/9/24 奥利根 018
中澤 薫南 群馬県 安中市 1 2022/9/24 奥利根 019
萩原 李香 群馬県 安中市 1 2022/9/24 奥利根 020
大関 佑奈 群馬県 太田市 1 2022/9/24 奥利根 021
大橋 睦美 群馬県 太田市 1 2022/9/24 奥利根 022
南 胡桃 群馬県 太田市 1 2022/9/24 奥利根 023
村田 里央 群馬県 館林市 1 2022/9/24 奥利根 024
メイウェイ カオリ 群馬県 伊勢崎市 1 2022/9/24 奥利根 025
杉山 定次 千葉県 千葉市緑区 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 001
金 徳浩 千葉県 長生郡一宮町 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 002
村上 富穂 千葉県 我孫子市 将門そば道場 1 2022/9/18 千葉県 003
田中 信夫 千葉県 千葉市花見川区 さくら蕎麦の会 1 2022/9/18 千葉県 004
齋藤 美千代 千葉県 いすみ市 1 2022/9/18 千葉県 005
坂本 博 千葉県 千葉市中央区 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 006
岩崎 利之 千葉県 長生郡長南町 1 2022/9/18 千葉県 007
山木 学 千葉県 千葉市稲毛区 江戸流手打ち蕎麦　轟そばの会 1 2022/9/18 千葉県 008
前原 信也 千葉県 長生郡長南町 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 009
勝 亘 千葉県 市原市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 010
池田 園子 千葉県 浦安市 1 2022/9/18 千葉県 011
土谷 敦子 千葉県 大網白里市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 012
和田 陽一 千葉県 市川市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 013
無着 静子 千葉県 成田市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 014
小林 とし子 千葉県 匝瑳市 匝瑳そばの会 1 2022/9/18 千葉県 015
植草 隆晴 千葉県 千葉市若葉区 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 016
内村 政光 千葉県 長生郡長南町 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 017
近藤 文明 千葉県 千葉市中央区 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 018
長嶋 文満 千葉県 千葉市美浜区 1 2022/9/18 千葉県 019
鎌田 はるみ 千葉県 鴨川市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 020
小佐野 美喜男 千葉県 浦安市 1 2022/9/18 千葉県 021
齊藤 正和 千葉県 長生郡白子町 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 022
小林 直人 千葉県 白井市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 023
石川 明洋 千葉県 茂原市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 024
新井 敏明 千葉県 銚子市 匝瑳そばの会 1 2022/9/18 千葉県 025
峠坂 健 千葉県 市原市 千葉県そば推進協議会 1 2022/9/18 千葉県 026
佐久間 誠 千葉県 千葉市稲毛区 千葉手打ち蕎麦の会 1 2022/9/18 千葉県 027
大網 友学 千葉県 市原市 1 2022/9/18 千葉県 028



遠藤 孝 千葉県 千葉市美浜区 1 2022/9/18 千葉県 029
小笠原 宙 長野県 飯山市 1 2022/9/4 塩尻 001
小野澤 風夏 長野県 飯山市 1 2022/9/4 塩尻 002
塚原 紗和 長野県 下高井郡野沢温泉村 1 2022/9/4 塩尻 003
藤澤 蘭 長野県 飯山市 1 2022/9/4 塩尻 004
内藤 妃美恵 長野県 諏訪市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2022/9/4 塩尻 005
天野 一則 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 1 2022/9/4 塩尻 006
大島 吉雅 長野県 伊那市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2022/9/4 塩尻 007
広瀬 豊徳 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 1 2022/9/4 塩尻 008
立木 昭二 長野県 北佐久郡軽井沢町 1 2022/9/4 塩尻 009
上松 紗和 長野県 飯山市 1 2022/9/4 塩尻 010
中條 斗稀 長野県 飯山市 1 2022/9/4 塩尻 011
長張 瑞樹 長野県 中野市 1 2022/9/4 塩尻 012
丸山 心夏 長野県 飯山市 1 2022/9/4 塩尻 013
山本 昇 静岡県 御前崎市 遠州浜松　そば道場 1 2022/9/4 塩尻 014
小澤 万寿雄 長野県 塩尻市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2022/9/4 塩尻 015
傳田 稔 長野県 長野市 そばくらぶ信濃二八会 1 2022/9/4 塩尻 016
小林 良成 長野県 長野市 そばくらぶ信濃二八会 1 2022/9/4 塩尻 017
石神 奏叶 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 001
稲村 蒼稀 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 002
加藤 心美 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 003
黒瀧 翔稀 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 004
佐賀 伊吹 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 005
須藤 優維翔 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 006
野村 啓道 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 007
長谷部 修矢 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 008
飛渡 奏 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 009
目黒 紘佳 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 010
矢萩 陸 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 011
渡邉 奏 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 012
香取 桂汰 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 013
小池 優歌 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 014
佐藤 柊介 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 015
佐藤 楓馬 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 016
森岡 和斗 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2022/7/9 幌加内 017
箱﨑 光太郎 福井県 越前市 そば工房　赤松塾 1 2022/6/26 越前 001
伊井 晃 福井県 吉田郡永平寺町 1 2022/6/26 越前 002
髙木 亜衣 福井県 福井市 そば工房　赤松塾 1 2022/6/26 越前 003
道上 昌則 福井県 勝山市 1 2022/6/26 越前 004
桑原 澄子 福井県 勝山市 1 2022/6/26 越前 005
松井 哲也 福井県 越前市 1 2022/6/26 越前 006
吉村 直子 福井県 鯖江市 そば工房　赤松塾 1 2022/6/26 越前 007
加藤 三男 福井県 勝山市 1 2022/6/26 越前 008
馬場 章博 富山県 中新川郡舟橋村 上市そば道場 1 2022/6/26 越前 009
伊藤 宏治 福井県 鯖江市 そば工房　赤松塾 1 2022/6/26 越前 010
堂尻 久美子 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 1 2022/6/26 越前 011
山田 克彦 福井県 福井市 1 2022/6/26 越前 012
上 裕美 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 1 2022/6/26 越前 013
向畠 修一 福井県 福井市 1 2022/6/26 越前 014
藤田 朱美 福井県 福井市 1 2022/6/26 越前 015
堂田 健市 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 1 2022/6/26 越前 016
中村 久美 北海道 野付郡別海町 中標津手打ちそば同好会 1 2022/6/26 中標津 001
山上 裕和 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそば同好会 1 2022/6/26 中標津 002
嶋野 裕美子 北海道 野付郡別海町 中標津手打ちそば同好会 1 2022/6/26 中標津 003
佐藤 大晴 北海道 標津郡中標津町 中標津手打ちそば同好会 1 2022/6/26 中標津 004
本保 誠 北海道 北見市 中標津手打ちそばささ藪学校 1 2022/6/26 中標津 005
馬渡 智昭 北海道 網走郡大空町 中標津手打ちそばささ藪学校 1 2022/6/26 中標津 006
野田 泰典 北海道 室蘭市 室蘭手打ちそば愛好会 1 2022/6/26 苫小牧 001
立成 幸四郎 北海道 日高郡新ひだか町 びらとり蕎楽同好会 1 2022/6/26 苫小牧 002



有馬 正良 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 1 2022/6/26 苫小牧 003
森田 理恵 北海道 白老郡白老町 白老手打ちそばの会 1 2022/6/26 苫小牧 004
春木 峰夫 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 1 2022/6/26 苫小牧 005
藤川 大輔 北海道 恵庭市 1 2022/6/26 苫小牧 006
山崎 隆 北海道 白老郡白老町 白老手打ちそばの会 1 2022/6/26 苫小牧 007
出村 勝 北海道 江別市 1 2022/6/26 苫小牧 008
長尾 拓哉 北海道 白老郡白老町 白老手打ちそばの会 1 2022/6/26 苫小牧 009
舘澤 成徳 北海道 千歳市 千歳夢工房手打ちそばの会 1 2022/6/26 苫小牧 010
瀬川 正幸 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 1 2022/6/26 苫小牧 011
松井 道枝 北海道 石狩市 いしかり手打ちそば同好会 1 2022/6/26 苫小牧 012
松沢 浩江 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 1 2022/6/26 苫小牧 013
北村 清彦 北海道 札幌市北区 いしかり手打ちそば同好会 1 2022/6/26 苫小牧 014
中川 義博 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 1 2022/6/26 苫小牧 015
髙橋 德雄 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 1 2022/6/26 苫小牧 016
杉本 毅 北海道 千歳市 千歳夢工房手打ちそばの会 1 2022/6/26 苫小牧 017
片岡 勝志 北海道 千歳市 1 2022/6/26 苫小牧 018
白石 信彦 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 1 2022/6/18 郡山  001
波田野 せつ 福島県 会津若松市 1 2022/6/18 郡山  002
石田 千津子 福島県 会津若松市 1 2022/6/18 郡山  003
池田 達哉 福島県 郡山市 1 2022/6/18 郡山  004
中島 和宏 福島県 会津若松市 会津そば紬の会 1 2022/6/18 郡山  005
横山 隆三 福島県 会津若松市 会津そば紬の会 1 2022/6/18 郡山  006
山崎 重雄 福島県 会津若松市 1 2022/6/18 郡山  007
上杉 助男 福島県 須賀川市 特別個人会員 1 2022/6/18 郡山  008
松谷 澄江 福島県 西白河郡矢吹町 結乃會 1 2022/6/18 郡山  009
菊池 吉弘 宮城県 亘理郡亘理町 1 2022/6/11 仙台 001
佐藤 翔 岩手県 滝沢市 1 2022/6/11 仙台 002
岡田 博 山形県 東根市 ふるさと寒河江そば工房 1 2022/6/11 仙台 003
早坂 彩乃 岩手県 八幡平市 1 2022/6/11 仙台 004
佐藤 昌孝 宮城県 仙台市泉区 宮城手打ちそば研究会 1 2022/6/11 仙台 005
吉田 飛鳥 岩手県 滝沢市 1 2022/6/11 仙台 006
栗城 盛一 宮城県 富谷市 宮城手打ちそば研究会 1 2022/6/11 仙台 007
奥山 克彦 宮城県 仙台市青葉区 宮城手打ちそば研究会 1 2022/6/11 仙台 008
熊谷 優愛 宮城県 名取市 1 2022/6/11 仙台 009
目黒 美記子 福島県 相馬郡新地町 1 2022/6/11 仙台 010
田村 苺花 岩手県 八幡平市 1 2022/6/11 仙台 011
髙橋 良典 宮城県 仙台市若林区 宮城手打ちそば研究会 1 2022/6/11 仙台 012
井戸 星空 岩手県 滝沢市 1 2022/6/11 仙台 013
今川 和未 岩手県 滝沢市 1 2022/6/11 仙台 014
庄子 裕之 宮城県 仙台市青葉区 1 2022/6/11 仙台 015
鈴木 裕一 宮城県 亘理郡山元町 1 2022/6/11 仙台 016
佐々木 敏文 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 1 2022/5/22 江別 001
川股 洋一 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 1 2022/5/22 江別 002
大城 正樹 北海道 札幌市南区 江別手打ちそば愛好会 1 2022/5/22 江別 003
石田 敬司 北海道 江別市 江別手打ちそば愛好会 1 2022/5/22 江別 004
梶原 富和 埼玉県 越谷市 しらこばと蕎麦打ち会 1 2022/5/15 久喜 001
門井 秀夫 埼玉県 越谷市 しらこばと蕎麦打ち会 1 2022/5/15 久喜 002
亀山 多賀志 埼玉県 越谷市 しらこばと蕎麦打ち会 1 2022/5/15 久喜 003
金子 孝雄 埼玉県 春日部市 蕎麦の会　藤 1 2022/5/15 久喜 004
林 昌宏 埼玉県 戸田市 けやき蕎麦打ち同好会 1 2022/5/15 久喜 005
五十嵐 清松 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 洋子蕎麦打ち倶楽部 1 2022/5/15 久喜 006
安田 弘行 埼玉県 さいたま市岩槻区 そば塾　彩蕎庵 1 2022/5/15 久喜 007
原田 惇哉 東京都 武蔵野市 1 2022/5/15 久喜 008
向 利也 福岡県 福岡市東区 雷門そば倶楽部 1 2022/5/15 久喜 009
青木 崇 東京都 世田谷区 雷門そば倶楽部 1 2022/5/15 久喜 010
髙根 喜一郎 東京都 調布市 雷門そば倶楽部 1 2022/5/15 久喜 011
岡 和憲 埼玉県 さいたま市浦和区 雷門そば倶楽部 1 2022/5/15 久喜 012
堀 剛 埼玉県 戸田市 雷門そば倶楽部 1 2022/5/15 久喜 013
小谷 純造 東京都 板橋区 1 2022/5/15 久喜 014



長内 ひろみ 埼玉県 春日部市 蕎麦の会　藤 1 2022/5/15 久喜 015
酒井 和子 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 蕎麦の会　藤 1 2022/5/15 久喜 016
福田 譲 東京都 中野区 桃園そば打ち会 1 2022/5/15 久喜 017
加藤 優子 栃木県 宇都宮市 うつのみや　和楽の会 1 2022/5/15 久喜 018
山田 悦子 栃木県 宇都宮市 うつのみや　和楽の会 1 2022/5/15 久喜 019
池田 正明 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 1 2022/4/30 石狩 001
岡田 昌子 北海道 小樽市 1 2022/4/30 石狩 002
東泊 優 北海道 札幌市中央区 札幌蕎道会 1 2022/4/30 石狩 003
吉永 純子 北海道 札幌市清田区 北広島手打ちそば愛好会 1 2022/4/30 石狩 004
馬原 章弘 北海道 札幌市白石区 北の郷　そば工房 1 2022/4/30 石狩 005
田中 則和 北海道 札幌市西区 1 2022/4/30 石狩 006
吉脇 みはる 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 1 2022/4/30 石狩 007
池田 和繁 北海道 札幌市豊平区 北の郷　そば工房 1 2022/4/30 石狩 008
佐賀 正美 北海道 札幌市白石区 北の郷　そば工房 1 2022/4/30 石狩 009
永倉 吉裕 北海道 石狩市 いしかり手打ちそば同好会 1 2022/4/30 石狩 010
石名田 広重 富山県 富山市 サンリツそばクラブ 1 2022/4/23 富山 002
佐々木 正 富山県 魚津市 上市そば道場 1 2022/4/23 富山 004
中山 愛子 富山県 黒部市 1 2022/4/23 富山 005
清水 文夫 富山県 氷見市 富山そば研究会 1 2022/4/23 富山 006
岩城 亨 富山県 滑川市 やつおそば大楽 1 2022/4/23 富山 008
上野 あけみ 富山県 富山市 やつおそば大楽 1 2022/4/23 富山 009
大津賀 裕太 富山県 中新川郡立山町 1 2022/4/23 富山 013
西方 京子 富山県 滑川市 1 2022/4/23 富山 014
櫻打 芳美 富山県 氷見市 1 2022/4/23 富山 016
多胡 恒夫 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 1 2022/4/23 富山 022
吉秋 義昭 富山県 中新川郡立山町 富山そば研究会 1 2022/4/23 富山 024
本川 和枝 富山県 氷見市 1 2022/4/23 富山 025
竹正 恵祐 富山県 砺波市 1 2022/4/23 富山 028
中島 克己 富山県 富山市 1 2022/4/23 富山 029
小國 敏行 石川県 金沢市 ののいち蕎麦倶楽部 1 2022/4/23 富山 032
白石 朋子 石川県 河北郡内灘町 石川蕎麦愛好会 1 2022/4/23 富山 033
吉田 真規 富山県 富山市 やつおそば大楽 1 2022/4/23 富山 038
森 麻奈美 北海道 山越郡長万部町 おしゃまんべそば打ちサークル 1 2022/4/10 北斗 004
寺島 一美 北海道 札幌市白石区 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 1 2022/3/27 北竜 001
渡辺 宏一 北海道 北広島市 北広島手打ちそば愛好会 1 2022/3/27 北竜 002
佐藤 啓枝 北海道 旭川市 当麻町そば研究会 1 2022/3/27 北竜 011
山本 公孝 北海道 旭川市 幌加内そば工房　坂本 1 2022/3/27 北竜 013
伊東 徹浩 北海道 雨竜郡幌加内町 幌加内そば工房　坂本 1 2022/3/27 北竜 016
田村 代志子 長野県 小県郡青木村 信　州　長和蕎麦会 1 2022/3/20 長和 007
山口 盛男 長野県 千曲市 姨捨そば道場 1 2022/3/20 長和 010
山本 つや子 長野県 小県郡青木村 1 2022/3/20 長和 011
小滝 万里子 茨城県 日立市 1 2022/3/12 茨城 004
細越 朋子 東京都 品川区 1 2022/3/12 茨城 010
菊池 一司 茨城県 常陸大宮市 1 2022/3/12 茨城 013
浅見 美映 埼玉県 秩父市 1 2022/2/5 秩父 005
新井 恵美 埼玉県 秩父市 1 2022/2/5 秩父 006
家内 豊秋 埼玉県 秩父市 1 2022/2/5 秩父 007
平井 加代子 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山手打ち　そば会 1 2022/1/29 泉北 001
岡 京子 大阪府 堺市南区 大阪狭山手打ち　そば会 1 2022/1/29 泉北 007
西田 拓真 兵庫県 神戸市西区 1 2022/1/29 泉北 008
南 道隆 大阪府 羽曳野市 大阪狭山手打ち　そば会 1 2022/1/29 泉北 011
萬野 光雄 京都府 京都市伏見区 1 2022/1/29 泉北 014
泉水 稔 千葉県 習志野市 千葉県そば推進協議会 1 2021/12/4 千葉 005
尾崎 一夫 千葉県 四街道市 千葉手打ち蕎麦の会 1 2021/12/4 千葉 007
篠崎 秀治 千葉県 千葉市緑区 千葉県そば推進協議会 1 2021/12/4 千葉 010
長谷川 優貴 千葉県 千葉市緑区 千葉手打ち蕎麦の会 1 2021/12/4 千葉 011
石崎 雅人 千葉県 千葉市稲毛区 千葉手打ち蕎麦の会 1 2021/12/4 千葉 014
菊地 義治 千葉県 市原市 千葉県そば推進協議会 1 2021/12/4 千葉 021
木下 邦雄 青森県 八戸市 1 2021/11/28 階上 005



風穴 美津男 青森県 八戸市 1 2021/11/28 階上 006
小笠原 龍徳 青森県 八戸市 1 2021/11/28 階上 007
川村 勇治 青森県 十和田市 1 2021/11/28 階上 010
佐藤 伸二 青森県 上北郡六ヶ所村 青森県そば研究会 1 2021/11/28 階上 013
光井 敬夫 福岡県 北九州市小倉南区 1 2021/11/28 北九州 003
山口 典子 福岡県 北九州市小倉南区 1 2021/11/28 北九州 004
潮田 奈緒美 福岡県 北九州市小倉南区 1 2021/11/28 北九州 005
井原 秀子 福岡県 行橋市 みやこ町蕎麦の会 1 2021/11/28 北九州 010
小代田 賢治 埼玉県 さいたま市北区 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 1 2021/11/27 埼玉 001
長谷川 功 埼玉県 北本市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 1 2021/11/27 埼玉 002
高瀬 和典 栃木県 さくら市 1 2021/11/27 日光 003
丸山 さくら 栃木県 宇都宮市 1 2021/11/27 日光 006
板橋 佑奈 栃木県 小山市 1 2021/11/27 日光 009
星野 はのん 栃木県 宇都宮市 1 2021/11/27 日光 015
高橋 聖子 栃木県 宇都宮市 1 2021/11/27 日光 018
大橋 章二 栃木県 宇都宮市 のぞみ蕎麦の会 1 2021/11/27 日光 019
笠井 悦夫 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 1 2021/11/27 日光 022
山本 彩乃 愛媛県 大洲市 1 2021/11/23 大洲 001
成見 相太 愛媛県 喜多郡内子町 1 2021/11/23 大洲 002
次井 悠真 愛媛県 大洲市 1 2021/11/23 大洲 003
西原 澄人 愛媛県 喜多郡内子町 1 2021/11/23 大洲 004
片岡 紗菜 愛媛県 大洲市 1 2021/11/23 大洲 005
堀江 伊吹 愛媛県 大洲市 1 2021/11/23 大洲 006
西原 卯宏 滋賀県 草津市 1 2021/11/21 名古屋 004
戸田 哲生 滋賀県 守山市 1 2021/11/21 名古屋 005
栗田 英雄 愛知県 豊田市 1 2021/11/21 名古屋 007
仲山 廣二 静岡県 浜松市西区 遠州浜松　そば道場 1 2021/11/21 名古屋 008
小松 利枝 静岡県 浜松市西区 遠州浜松　そば道場 1 2021/11/21 名古屋 009
小川 佐知枝 静岡県 浜松市西区 遠州浜松　そば道場 1 2021/11/21 名古屋 010
山田 洋子 静岡県 静岡市葵区 1 2021/11/21 名古屋 017
東山 正紀 三重県 津市 伊勢手打ちそばの会 1 2021/11/20 いなべ 005
竹中 有香 岐阜県 岐阜市 1 2021/11/20 いなべ 008
大河内 沙友美 三重県 亀山市 1 2021/11/20 いなべ 015
長瀬 仁美 三重県 いなべ市 赤そばの会 1 2021/11/20 いなべ 028
井上 幸介 三重県 四日市市 1 2021/11/20 いなべ 031
藤井 照子 広島県 福山市 備後蕎友会 1 2021/11/6 尾道 009
小西 康夫 広島県 三原市 1 2021/11/6 尾道 010
荒川 明 岡山県 総社市 1 2021/11/6 尾道 012
掛本 浩吉 広島県 三原市 1 2021/11/6 尾道 013
森重 尚文 山口県 宇部市 特別個人会員 1 2021/11/6 尾道 020
久保 光義 山口県 防府市 1 2021/11/6 尾道 023
金井 享子 兵庫県 芦屋市 1 2021/11/6 尾道 027
久保 惠子 大阪府 大阪市旭区 1 2021/11/6 尾道 030
中村 圭 大阪府 池田市 1 2021/11/6 尾道 031
久保 佳美 大阪府 大阪市旭区 1 2021/11/6 尾道 032
高野 順子 大阪府 豊中市 1 2021/11/6 尾道 033
若田部 暁 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 1 2021/10/30 老神 010
大塚 和子 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 1 2021/10/30 老神 014
佐藤 信明 群馬県 太田市 1 2021/10/30 老神 016
佐々木 泰子 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 1 2021/10/24 十勝 007
高柳 真鈴 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 001
本多 夢来 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 002
佐々木 ひより 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 003
高橋 菜々子 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 004
高橋 実鈴 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2021/10/24 利根実 005
千明 梨奈 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2021/10/24 利根実 006
佐藤 涼凪 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 007
阿部 凛花 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 008
阿部 希花 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2021/10/24 利根実 009



高橋 美咲 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 010
大和 紫織 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 011
大竹 真佳 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 012
田村 暖 群馬県 沼田市 1 2021/10/24 利根実 013
齋藤 美紗希 群馬県 渋川市 1 2021/10/24 利根実 014
ディト ジャミコ 群馬県 伊勢崎市 1 2021/10/24 利根実 023
堀田 彩乃 群馬県 伊勢崎市 1 2021/10/24 利根実 024
塔岡 心蓮 群馬県 伊勢崎市 1 2021/10/24 利根実 026
大関 栞奈 群馬県 邑楽郡邑楽町 1 2021/10/24 利根実 028
大塚 愛美 群馬県 邑楽郡邑楽町 1 2021/10/24 利根実 030
菊地 史知 北海道 北広島市 1 2021/10/17 東神楽 002
池内 康生 北海道 士別市 1 2021/10/17 東神楽 003
中野 広志 北海道 札幌市豊平区 幌加内そば工房　坂本 1 2021/10/17 東神楽 004
阿部 勝彦 北海道 旭川市 1 2021/10/17 東神楽 006
酒井 祐治 福島県 郡山市 1 2021/10/16 郡山 002
三橋 和佳 福島県 郡山市 1 2021/10/16 郡山 003
三瓶 槙也 福島県 郡山市 1 2021/10/16 郡山 004
塩原 沙織 福島県 喜多方市 1 2021/10/16 郡山 005
佐藤 三良 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 1 2021/10/16 郡山 008
塩田 和広 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 1 2021/10/16 郡山 013
遠藤 潤 福島県 郡山市 1 2021/10/16 郡山 014
大山 紗生 福島県 郡山市 1 2021/10/16 郡山 015
白井 初音 福島県 喜多方市 1 2021/10/16 郡山 016
星 久子 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 1 2021/10/16 郡山 019
石川 透 福島県 郡山市 結乃會 1 2021/10/16 郡山 022
松本 慶一 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 1 2021/10/16 郡山 023
穂苅 渉冴 福島県 郡山市 1 2021/10/16 郡山 024
長谷川 柊璃 福島県 耶麻郡 1 2021/10/16 郡山 026
高山 ひとみ 福島県 郡山市 小原田そば同好会 1 2021/10/16 郡山 027
竹井 敏博 兵庫県 西宮市 六甲益田屋そば打ちの会 1 2021/10/10 三田 002
白川 博基 兵庫県 神戸市須磨区 1 2021/10/10 三田 006
松山 竜佐 大阪府 高槻市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2021/10/10 三田 007
安楽 光司 大阪府 大阪市西淀川区 1 2021/10/10 三田 011
井ノ上 勝見 兵庫県 加古川市 1 2021/10/10 三田 012
濱田 征子 大阪府 茨木市 茨木蕎麦打ち倶楽部 1 2021/10/10 三田 016
吉川 哲 兵庫県 多可郡多可町 1 2021/10/10 三田 018
北地 絃恵 大阪府 大阪市此花区 1 2021/10/10 三田 019
安井 健司 奈良県 奈良市 1 2021/10/10 三田 020
髙橋 裕明 京都府 舞鶴市 特別個人会員 1 2021/10/10 三田 021
梨木 睦子 大阪府 大阪市西区 1 2021/10/10 三田 026
林 美恵 大阪府 東大阪市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2021/10/10 三田 027
長﨑 大樹 兵庫県 神戸市長田区 1 2021/10/10 三田 028
河井 真大 滋賀県 長浜市 1 2021/10/10 三田 029
前田 かおり 京都府 京都市下京区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2021/10/10 三田 030
谷渕 慶太 兵庫県 神戸市中央区 1 2021/10/10 三田 031
有我 志津江 東京都 北区 1 2021/10/10 板橋 001
森 節夫 埼玉県 越谷市 しらこばと蕎麦打ち会 1 2021/10/10 板橋 004
本間 俊道 東京都 板橋区 特別個人会員 1 2021/10/10 板橋 008
金田 操 栃木県 宇都宮市 1 2021/10/10 板橋 012
川尻 俊昭 埼玉県 北葛飾郡松伏町 しらこばと蕎麦打ち会 1 2021/10/10 板橋 013
細田 昭壽 埼玉県 越谷市 しらこばと蕎麦打ち会 1 2021/10/10 板橋 016
北 雄太 宮城県 柴田郡川崎町 宮城手打ちそば研究会 1 2021/10/2 仙台 005
志賀 有紗 宮城県 仙台市宮城野区 1 2021/10/2 仙台 006
熊谷 怜真 宮城県 岩沼市 1 2021/10/2 仙台 007
石井 美咲 宮城県 仙台市太白区 1 2021/10/2 仙台 009
高橋 陸 宮城県 黒川郡大和町 1 2021/10/2 仙台 010
伊藤 裕治 長野県 上伊那郡南箕輪村 1 2021/9/20 松本 002
中島 渉 長野県 中野市 1 2021/9/20 松本 007
桜沢 いづみ 長野県 中野市 信州中野蕎麦文化普及会 1 2021/9/20 松本 014



中島 梢 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 1 2021/9/20 松本 015
矢澤 和佳奈 長野県 安曇野市 1 2021/9/20 松本 016
田中 久夫 長野県 駒ヶ根市 1 2021/9/20 松本 019
三木 雅志 長野県 北安曇郡池田町 白馬そば塾 1 2021/9/20 松本 021
田中 玲 長野県 伊那市 1 2021/9/20 松本 022
有吉 慧 長野県 松本市 1 2021/9/20 松本 024
新井 徳 長野県 上田市 1 2021/9/20 松本 025
磯 繁 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 1 2021/8/1 苫小牧 001
三原 修 北海道 千歳市 1 2021/8/1 苫小牧 003
鈴木 淳 北海道 千歳市 1 2021/8/1 苫小牧 004
小川 洋平 北海道 日高郡新ひだか町 1 2021/8/1 苫小牧 009
小島 廣道 北海道 札幌市南区 札幌手打ちそば愛好会 1 2021/8/1 苫小牧 012
地形 優美子 北海道 日高郡新ひだか町 びらとり蕎楽同好会 1 2021/8/1 苫小牧 013
三ツ澤 秀子 北海道 札幌市南区 北海道 蕎悠会 1 2021/8/1 苫小牧 015
田代 真理子 北海道 日高郡新ひだか町 びらとり蕎楽同好会 1 2021/8/1 苫小牧 016
松澤 靖彦 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 1 2021/8/1 苫小牧 017
中里 光 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2021/7/10 幌加内 006
面来 官治 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2021/7/10 幌加内 012
藤田 喜八 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2021/7/10 幌加内 014
三寺 花怜 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2021/7/10 幌加内 015
宮地 可奈子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2021/7/10 幌加内 016
峯森 一浩 福井県 福井市 1 2021/6/6 越前 007
水上 幸彦 福井県 坂井市 1 2021/6/6 越前 011
前田 泰孝 福井県 福井市 そば工房　赤松塾 1 2021/6/6 越前 013
酒井 宏和 福井県 越前市 1 2021/6/6 越前 015
西尾 和也 福井県 丹生郡越前町 そば工房　赤松塾 1 2021/6/6 越前 016
堀田 直子 福井県 福井市 そば工房　赤松塾 1 2021/6/6 越前 017
福島 ゆかり 北海道 札幌市東区 いしかり手打ちそば同好会 1 2021/4/24 石狩 002
釜ヶ澤 宰 北海道 千歳市 1 2021/4/24 石狩 012
山崎 幸子 北海道 札幌市豊平区 北海道 蕎悠会 1 2021/4/24 石狩 013
浅野 ひろみ 北海道 札幌市豊平区 北海道 蕎悠会 1 2021/4/24 石狩 015
五十嵐 教拡 北海道 札幌市南区 恵庭手打ちそばの会 1 2021/4/24 石狩 016
今井 明 北海道 函館市 1 2021/4/11 道南 002
大島 るみ子 北海道 北斗市 北斗蕎麦打ち倶楽部 1 2021/4/11 道南 003
恩村 多恵子 北海道 函館市 北斗蕎麦打ち倶楽部 1 2021/4/11 道南 009
木村 孝 茨城県 坂東市 いばらき蕎麦の会 1 2021/4/10 茨城 002
黒沢 瑞稀 埼玉県 秩父市 1 2021/3/27 秩父 005
強矢 崇仁 埼玉県 秩父市 1 2021/3/27 秩父 006
山田 健太 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2021/3/27 秩父 008
青木 大二郎 長野県 上田市 1 2021/3/21 長和 001
伊藤 光雄 長野県 千曲市 姨捨そば道場 1 2021/3/21 長和 002
斎藤 より子 長野県 上田市 1 2021/3/21 長和 011
松田 あや子 長野県 上田市 信　州　長和蕎麦会 1 2021/3/21 長和 015
寺田 由恵 北海道 旭川市 1 2021/2/28 北竜 001
森谷 昭英 北海道 士別市 しべつ麺打ち愛好会 1 2021/2/28 北竜 006
前谷津 広 北海道 深川市 1 2021/2/28 北竜 007
河村 桂 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2021/2/28 北竜 008
中塚 朋子 北海道 千歳市 千歳夢工房手打ちそばの会 1 2021/2/28 北竜 009
手塚 正男 栃木県 日光市 1 2020/11/22 日光 001
中居 星翔 栃木県 栃木市 1 2020/11/22 日光 007
爲我井 碧 栃木県 小山市 1 2020/11/22 日光 008
安部 怜晏 栃木県 真岡市 1 2020/11/22 日光 009
須藤 英輝 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2020/11/22 日光 010
星野 道雄 栃木県 宇都宮市 1 2020/11/22 日光 013
宮本 颯 茨城県 結城市 1 2020/11/22 日光 021
小林 千春 栃木県 那須郡那珂川町 1 2020/11/22 日光 022
小池 勘太 栃木県 宇都宮市 1 2020/11/22 日光 033
石川 莉圭 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2020/11/22 日光 034
田口 顕史 広島県 呉市 1 2020/11/7 尾道 004



余頃 キヌエ 広島県 三原市 1 2020/11/7 尾道 010
玉木 純子 岡山県 倉敷市 1 2020/11/7 尾道 011
浅田 登志男 岡山県 総社市 岡山そばの楽校 1 2020/11/7 尾道 017
馬屋原 泉 広島県 神石郡神石高原町 1 2020/11/7 尾道 020
谷 佳明 岡山県 岡山市南区 1 2020/11/7 尾道 022
浅野 博 岡山県 倉敷市 岡山そばの楽校 1 2020/11/7 尾道 023
小垰 豊 広島県 神石郡神石高原町 1 2020/11/7 尾道 029
在間 節子 岡山県 総社市 1 2020/11/7 尾道 034
在間 由佳 岡山県 総社市 1 2020/11/7 尾道 036
亀田 つかさ 愛媛県 喜多郡内子町 内子蕎麦倶楽部 1 2020/11/7 尾道 042
宮田 美登利 北海道 札幌市北区 手打ちそばグループ白花 1 2020/10/25 東神楽 001
蘇武 智香子 北海道 旭川市 1 2020/10/25 東神楽 002
宮下 将典 北海道 札幌市豊平区 1 2020/10/25 東神楽 003
松江 剛三 千葉県 我孫子市 将門そば道場 1 2020/10/24 千葉 007
飯塚 久夫 千葉県 千葉市稲毛区 1 2020/10/24 千葉 014
田島 葉子 千葉県 市原市 千葉県そば推進協議会 1 2020/10/24 千葉 016
北川 哲郎 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 1 2020/10/24 千葉 019
野本 和子 千葉県 千葉市緑区 1 2020/10/24 千葉 020
原 隆泰 千葉県 千葉市美浜区 千葉県そば推進協議会 1 2020/10/24 千葉 024
朝生 純子 千葉県 千葉市緑区 1 2020/10/24 千葉 026
大山 滋 茨城県 龍ケ崎市 1 2020/10/24 千葉 027
大久保 昌弘 千葉県 君津市 1 2020/10/24 千葉 030
川元 春子 東京都 板橋区 1 2020/10/11 板橋 002
田中 耀士 東京都 中野区 1 2020/10/11 板橋 008
小林 慶三 兵庫県 姫路市飾磨区 ゆかいな麺々　姫路 1 2020/10/4 三田 003
河西 俊治 兵庫県 姫路市 ゆかいな麺々　姫路 1 2020/10/4 三田 005
木村 重信 兵庫県 宝塚市 宝塚そば打ち同好会 1 2020/10/4 三田 009
藤井 貴 大阪府 大阪市西区 1 2020/10/4 三田 011
松崎 公平 大阪府 吹田市 1 2020/10/4 三田 014
立木 桂子 三重県 松阪市 1 2020/10/4 三田 015
能勢 正道 京都府 与謝郡与謝野町 1 2020/10/4 三田 017
神﨑 洋子 大阪府 岸和田市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2020/10/4 三田 018
坂本 恵 大阪府 茨木市 1 2020/10/4 三田 021
吉村 泰治 兵庫県 神戸市中央区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2020/10/4 三田 023
境 良美 兵庫県 三田市 1 2020/10/4 三田 025
小寺 円 滋賀県 草津市 淡海そば打ち倶楽部 1 2020/10/4 三田 029
石原 晶子 大阪府 豊中市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2020/10/4 三田 031
長尾 隆司 大阪府 池田市 1 2020/10/4 三田 032
岡本 弘一 兵庫県 芦屋市 1 2020/10/4 三田 035
田中 典子 大阪府 大阪市中央区 1 2020/10/4 三田 036
藤枝 瑛泉 兵庫県 神戸市東灘区 1 2020/10/4 三田 038
澤 聖夜 滋賀県 米原市 1 2020/10/4 三田 039
山本 真澄 大阪府 大阪市城東区 1 2020/10/4 三田 040
日比野 裕士 滋賀県 米原市 1 2020/10/4 三田 041
小野寺 翔 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2020/7/11 幌加内 004
清藤 魁 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2020/7/11 幌加内 005
南 楓馬 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2020/7/11 幌加内 009
向山 想 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2020/7/11 幌加内 010
山田 優太 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2020/7/11 幌加内 011
櫻井 真珠 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2020/7/11 幌加内 013
長岡 美沙 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2020/7/11 幌加内 016
逢沢 孝門 長野県 松本市 1 2020/3/22 長和 001
上條 元春 長野県 安曇野市 1 2020/3/22 長和 005
芝野 雪枝 長野県 上田市 1 2020/3/22 長和 007
清水 美枝子 長野県 小諸市 1 2020/3/22 長和 008
滝沢 茂美 長野県 上田市 1 2020/3/22 長和 009
吉野 翔 長野県 松本市 1 2020/3/22 長和 012
渡邊 拓磨 長野県 北佐久郡御代田町 1 2020/3/22 長和 013
比嘉 道代 沖縄県 名護市 1 2020/2/23 沖縄 002



玉城 武美 沖縄県 国頭郡今帰仁村 1 2020/2/23 沖縄 009
岩淵 そよ 沖縄県 国頭郡国頭村 1 2020/2/23 沖縄 012
梓澤 妙子 埼玉県 桶川市 1 2020/1/18 埼玉 004
牧田 やす子 埼玉県 熊谷市 1 2020/1/18 埼玉 005
奥脇 隆 埼玉県 さいたま市中央区 1 2020/1/18 埼玉 006
梅本 仁 埼玉県 秩父市 1 2020/1/18 埼玉 007
豊田 康彦 千葉県 野田市 1 2020/1/18 埼玉 008
山下 和江 埼玉県 鴻巣市 1 2020/1/18 埼玉 009
溝川 文守 埼玉県 上尾市 1 2020/1/18 埼玉 010
阿部 信彦 埼玉県 朝霞市 1 2020/1/18 埼玉 015
柿田 栄子 埼玉県 鴻巣市 1 2020/1/18 埼玉 016
天田 良子 埼玉県 深谷市 1 2020/1/18 埼玉 017
石川 益良 埼玉県 秩父市 1 2020/1/18 埼玉 019
齋藤 聡 東京都 三鷹市 1 2020/1/18 埼玉 020
湯本 忠 埼玉県 上尾市 特別個人会員 1 2020/1/18 埼玉 021
髙橋 恒雄 栃木県 小山市 1 2020/1/18 埼玉 022
松本 佳之 栃木県 小山市 1 2020/1/18 埼玉 023
片山 和行 神奈川県 横浜市金沢区 1 2020/1/18 埼玉 024
布能 道明 埼玉県 春日部市 1 2020/1/18 埼玉 026
前田 景志 埼玉県 さいたま市桜区 1 2020/1/18 埼玉 027
白髭 準子 栃木県 小山市 1 2020/1/18 埼玉 028
権田 光江 埼玉県 熊谷市 1 2020/1/18 埼玉 029
斉藤 雅彰 埼玉県 さいたま市緑区 1 2020/1/18 埼玉 030
長谷川 英子 埼玉県 秩父市 1 2020/1/18 埼玉 031
前田 淳一 埼玉県 上尾市 1 2020/1/18 埼玉 032
清末 顕伸 埼玉県 狭山市 1 2020/1/18 埼玉 034
大賀 江利子 茨城県 猿島郡境町 1 2020/1/18 埼玉 035
布能 百合子 埼玉県 春日部市 1 2020/1/18 埼玉 038
髙橋 浩二 埼玉県 さいたま市南区 1 2020/1/18 埼玉 039
柳瀬 百合子 埼玉県 熊谷市 1 2020/1/18 埼玉 040
塩海 真実 埼玉県 さいたま市北区 1 2020/1/18 埼玉 041
黒田 貴大 埼玉県 比企郡小川町 1 2020/1/18 埼玉 044
吉田 昌夫 茨城県 つくば市 1 2020/1/18 埼玉 045
横江 和美 茨城県 古河市 1 2020/1/18 埼玉 046
持田 和佳 埼玉県 深谷市 1 2020/1/18 埼玉 049
石川 敦之 埼玉県 戸田市 1 2020/1/18 埼玉 050
藤城 萌 茨城県 猿島郡五霞町 1 2020/1/18 埼玉 051
ギルバート 智子 埼玉県 鴻巣市 1 2020/1/18 埼玉 053
古沢 明子 茨城県 古河市 1 2020/1/18 埼玉 054
倉澤 賢 埼玉県 上尾市 1 2020/1/18 埼玉 055
堀口 國雄 埼玉県 鴻巣市 1 2020/1/18 埼玉 058
芥川 文俊 茨城県 日立市 1 2020/1/17 茨城 002
綿引 マサ子 茨城県 那珂市 1 2020/1/17 茨城 005
宇野 寿夫 茨城県 常陸太田市 1 2020/1/17 茨城 007
小林 節子 茨城県 常陸太田市 1 2020/1/17 茨城 008
小田倉 一郎 茨城県 那珂市 1 2020/1/17 茨城 009
中野 晴美 茨城県 ひたちなか市 1 2020/1/17 茨城 021
柏村 純子 茨城県 那珂市 1 2020/1/17 茨城 025
大曽根 稀斗 茨城県 常陸太田市 1 2020/1/17 茨城 028
野平 祐美 茨城県 ひたちなか市 1 2020/1/17 茨城 029
高村 美知子 茨城県 常陸大宮市 1 2020/1/17 茨城 033
掛札 智 茨城県 常陸大宮市 1 2020/1/17 茨城 037
上水流 左和 愛知県 常滑市 とこなめそば打ち道場 1 2019/12/1 根羽 001
小池 太江子 静岡県 浜松市東区 1 2019/12/1 根羽 003
小田 祐二 愛知県 碧南市 1 2019/12/1 根羽 006
森谷 徹 三重県 津市 いいだ二八会 1 2019/12/1 根羽 007
島田 和浩 愛知県 大府市 1 2019/12/1 根羽 008
小池 敏夫 静岡県 浜松市東区 1 2019/12/1 根羽 009
南 孝雄 愛知県 知多市 いいだ二八会 1 2019/12/1 根羽 011



八木 勝好 愛知県 常滑市 とこなめそば打ち道場 1 2019/12/1 根羽 012
石川 茂 静岡県 磐田市 遠州浜松　そば道場 1 2019/12/1 根羽 013
THAWEESAP PHIMCHANOK 愛知県 碧南市 1 2019/12/1 根羽 015
田中 實 三重県 津市 いいだ二八会 1 2019/12/1 根羽 016
浅田 恒宣 愛知県 大府市 1 2019/12/1 根羽 017
金田 馨 静岡県 静岡市葵区 1 2019/12/1 名古屋 002
任 静怡 愛知県 名古屋市名東区 1 2019/12/1 名古屋 003
服部 昌彦 愛知県 知多郡南知多町 1 2019/12/1 名古屋 004
平松 芳美 愛知県 知多郡美浜町 1 2019/12/1 名古屋 005
樋口 要次 愛知県 知多郡美浜町 1 2019/12/1 名古屋 006
船戸 真之 愛知県 知多郡美浜町 和そば打ち道場 1 2019/12/1 名古屋 007
山口 綾 愛知県 みよし市 いいだ二八会 1 2019/12/1 名古屋 008
武田 信宏 山形県 東置賜郡高畠町 1 2019/11/30 寒河江 001
木棚 詩織 岩手県 盛岡市 1 2019/11/30 寒河江 002
佐々木 さくら 岩手県 盛岡市 1 2019/11/30 寒河江 003
吉田 有伽 岩手県 八幡平市 1 2019/11/30 寒河江 004
三輪 教子 三重県 亀山市 1 2019/11/23 いなべ 002
庄野 直輝 三重県 桑名市 1 2019/11/23 いなべ 003
渡邊 真由美 三重県 いなべ市 1 2019/11/23 いなべ 004
岡本 隆也 三重県 いなべ市 1 2019/11/23 いなべ 006
川添 三千男 三重県 いなべ市 1 2019/11/23 いなべ 007
小菅 甚一 滋賀県 犬上郡多賀町 多賀そば地域協議会 1 2019/11/23 いなべ 008
西川 影子 三重県 亀山市 1 2019/11/23 いなべ 009
水野 和子 三重県 いなべ市 1 2019/11/23 いなべ 010
渡邊 容子 三重県 いなべ市 1 2019/11/23 いなべ 013
佐藤 幸子 三重県 いなべ市 1 2019/11/23 いなべ 015
後藤 晋也 三重県 桑名市 1 2019/11/23 いなべ 020
山﨑 幸司 奈良県 幸芝市 そば津ぅなかま　福朗会 1 2019/11/23 いなべ 022
中川 京子 大阪府 枚方市 1 2019/11/23 泉北 001
若原 廣 奈良県 生駒市 1 2019/11/23 泉北 002
達家 裕子 大阪府 高槻市 1 2019/11/23 泉北 004
山中 剛 大阪府 交野市 和泉蕎麦倶楽部 1 2019/11/23 泉北 005
河西 健雄 大阪府 和泉市 和泉蕎麦倶楽部 1 2019/11/23 泉北 009
大菅 治 大阪府 吹田市 1 2019/11/23 泉北 010
高津 雅彦 大阪府 枚方市 1 2019/11/23 泉北 013
牧野 孝子 大阪府 富田林市 1 2019/11/23 泉北 014
三好 周子 大阪府 大阪市天王寺区 1 2019/11/23 泉北 015
森 滉介 滋賀県 米原市 1 2019/11/23 泉北 017
木村 泰丈 滋賀県 米原市 1 2019/11/23 泉北 018
小西 大介 大阪府 箕面市 1 2019/11/23 泉北 019
喜多見 創太 兵庫県 宝塚市 1 2019/11/23 泉北 020
MARTIN CHAUSSINANO 京都府 京都市上京区 1 2019/11/23 泉北 022
佐藤 浩一 大阪府 大阪市福島区 1 2019/11/23 泉北 024
澤村 文 大阪府 松原市 1 2019/11/23 泉北 025
西野 翔汰 滋賀県 長浜市 1 2019/11/23 泉北 027
田端 雅司 大阪府 堺市西区 1 2019/11/23 泉北 028
中村 紀子 大阪府 大阪市港区 ニコニコそば打ち同好会 1 2019/11/23 泉北 029
小瀬戸 弘平 大阪府 東大阪市 1 2019/11/23 泉北 030
川野 伊織 大阪府 池田市 1 2019/11/23 泉北 031
青木 雅之 栃木県 下野市 1 2019/11/17 日光 003
松永 篤代 栃木県 栃木市 1 2019/11/17 日光 007
別井 久男 栃木県 栃木市 蔵ノ街蕎麦会 1 2019/11/17 日光 009
大塚 博 栃木県 宇都宮市 1 2019/11/17 日光 011
浅野 徳一 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2019/11/17 日光 014
駒場 清和 栃木県 日光市 1 2019/11/17 日光 015
江連 永子 栃木県 日光市 1 2019/11/17 日光 016
橋本 幸子 栃木県 宇都宮市 1 2019/11/17 日光 018
清水 清治 栃木県 下野市 1 2019/11/17 日光 021
三島 歩 栃木県 佐野市 1 2019/11/17 日光 023



前原 和奈 栃木県 栃木市 1 2019/11/17 日光 024
上田 太実稔 愛媛県 大洲市 1 2019/11/9 尾道 002
佐々木 春夫 島根県 出雲市 1 2019/11/9 尾道 005
木村 二郎 岡山県 岡山市東区 1 2019/11/9 尾道 012
石田 紀子 広島県 尾道市 1 2019/11/9 尾道 014
加藤 富士子 岡山県 岡山市北区 1 2019/11/9 尾道 015
田中 京子 岡山県 岡山市北区 1 2019/11/9 尾道 017
二階堂 昇 広島県 広島市東区 1 2019/11/9 尾道 018
村田 智子 広島県 三原市 1 2019/11/9 尾道 019
野田 直希 山口県 山口市 1 2019/11/3 北九州 001
船木 湧介 大分県 豊後高田市 1 2019/11/3 北九州 003
長田 未佑 愛媛県 喜多郡内子町 1 2019/11/3 北九州 004
周防 藍華 大分県 豊後高田市 1 2019/11/3 北九州 005
安部 香代子 福岡県 北九州市小倉北区 1 2019/11/3 北九州 006
原 誠一郎 福岡県 大野城市 1 2019/11/3 北九州 008
大石 千秋 福岡県 北九州市小倉南区 1 2019/11/3 北九州 009
泉 昭広 福岡県 北九州市戸畑区 1 2019/11/3 北九州 010
中塚 康紀 愛媛県 喜多郡内子町 1 2019/11/3 北九州 012
松尾 統伍 大分県 宇佐市 1 2019/11/3 北九州 013
東照 駿斗 愛媛県 大洲市 1 2019/11/3 北九州 014
宗 美尋 大分県 豊後高田市 1 2019/11/3 北九州 015
土井 隆 佐賀県 杵島郡白石町 1 2019/11/3 北九州 018
中山 芽依 福岡県 北九州市小倉北区 1 2019/11/3 北九州 019
中村 香礼 福岡県 北九州市小倉南区 1 2019/11/3 北九州 020
田村 暢禎 北海道 旭川市 旭川手打ちそば笑練会 1 2019/10/27 東神楽 001
小枝 正吉 北海道 旭川市 Ａネットそば打ち研究会 1 2019/10/27 東神楽 002
徳永 慶一郎 北海道 札幌市白石区 幌加内そば工房　坂本 1 2019/10/27 東神楽 003
半場 貴光 神奈川県 川崎市宮前区 幌加内そば工房　坂本 1 2019/10/27 東神楽 004
高見 歩美 北海道 旭川市 1 2019/10/27 東神楽 009
金澤 卓弥 北海道 札幌市中央区 幌加内そば工房　坂本 1 2019/10/27 東神楽 010
院去 智子 青森県 八戸市 1 2019/10/20 階上 001
三浦 一郎 青森県 青森市 蓬田村そば打ち研究会 1 2019/10/20 階上 002
福村 郷 青森県 八戸市 1 2019/10/20 階上 003
吉川 隆聖 岩手県 八幡平市 1 2019/10/20 階上 004
小林 礼空 岩手県 八幡平市 1 2019/10/20 階上 006
盛田 幸子 青森県 三戸郡階上町 1 2019/10/20 階上 008
渋谷 敏彦 青森県 八戸市 1 2019/10/20 階上 009
菅原 かをる 北海道 札幌市東区 1 2019/10/6 江別 003
鈴木 学 北海道 恵庭市 1 2019/10/6 江別 005
本間 均 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 1 2019/10/6 江別 006
齊藤 和子 北海道 札幌市南区 札幌蕎道会 1 2019/10/6 江別 009
朝日 留吉 北海道 恵庭市 1 2019/10/6 江別 011
角 光茂 北海道 江別市 1 2019/10/6 江別 014
坂井 健一 大阪府 柏原市 1 2019/10/6 三田 002
戸口 梨津子 大阪府 豊中市 1 2019/10/6 三田 014
田中 和也 兵庫県 神戸市灘区 1 2019/10/6 三田 015
木村 良恵 兵庫県 丹波市 1 2019/10/6 三田 016
中村 将利 兵庫県 姫路市 1 2019/10/6 三田 018
大槻 康弘 兵庫県 丹波市 永沢寺そば打ち愛好会 1 2019/10/6 三田 019
向 雄大 兵庫県 神戸市灘区 1 2019/10/6 三田 020
宮井 正昭 大阪府 大阪市中央区 1 2019/10/6 三田 022
清水 邦治 大阪府 大阪市中央区 1 2019/10/6 三田 024
杉山 近義 大阪府 吹田市 1 2019/10/6 三田 025
鶴田 四郎 兵庫県 丹波市 1 2019/10/6 三田 027
喜多 俊和 大阪府 和泉市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2019/10/6 三田 030
志水 正美 兵庫県 神戸市東灘区 1 2019/10/6 三田 031
柴田 好文 兵庫県 姫路市 1 2019/10/6 三田 035
山澤 純子 大阪府 茨木市 1 2019/10/6 三田 036
竹井 美生 大阪府 大阪市港区 1 2019/10/6 三田 038



高橋 一創 大阪府 高槻市 1 2019/10/6 三田 042
眞武 道治 大阪府 茨木市 1 2019/10/6 三田 043
木藤 正志 滋賀県 大津市 1 2019/10/6 三田 044
小堀 たか子 兵庫県 小野市 1 2019/10/6 三田 047
南田 絵美子 大阪府 吹田市 1 2019/10/6 三田 048
藤本 喜三 兵庫県 小野市 1 2019/10/6 三田 051
滝川 通 大阪府 大阪市都島区 1 2019/10/6 三田 052
西田 とも子 兵庫県 神戸市北区 1 2019/10/6 三田 053
栗林 実千代 兵庫県 三田市 1 2019/10/6 三田 055
田畑 昇一 東京都 江戸川区 1 2019/10/6 板橋 003
篠崎 琴心 茨城県 猿島郡五霞町 1 2019/10/6 板橋 006
竹内 裕子 神奈川県 横浜市金沢区 1 2019/10/6 板橋 007
西勝 和夫 神奈川県 相模原市緑区 1 2019/10/6 板橋 008
桑垣 貴子 東京都 港区 1 2019/10/6 板橋 011
黒田 真由美 東京都 小金井市 1 2019/10/6 板橋 012
風間 浩子 東京都 江戸川区 1 2019/10/6 板橋 015
時 康也 東京都 中野区 1 2019/10/6 板橋 016
武井 侑生 埼玉県 幸手市 1 2019/10/6 板橋 018
松丸 健太 東京都 墨田区 1 2019/10/6 板橋 021
田畑 佐助 群馬県 高崎市 1 2019/9/29 群馬 003
岩井 宏気 群馬県 安中市 1 2019/9/29 群馬 005
大﨑 未来 群馬県 伊勢崎市 1 2019/9/29 群馬 006
石田 大和 群馬県 前橋市 1 2019/9/29 群馬 008
関根 瑞稀 群馬県 前橋市 1 2019/9/29 群馬 009
藤田 晴菜 群馬県 沼田市 1 2019/9/29 群馬 010
狩野 春菜 群馬県 北群馬郡吉岡町 1 2019/9/29 群馬 011
栗田 鈴穂 群馬県 伊勢崎市 1 2019/9/29 群馬 012
星 亜矢寧 群馬県 北群馬郡吉岡町 1 2019/9/29 群馬 013
神田 健杜 群馬県 高崎市 1 2019/9/29 群馬 014
宇津野 希泉 群馬県 沼田市 1 2019/9/29 群馬 015
酒井 夢実 長野県 小諸市 1 2019/9/29 群馬 016
井上 若菜 群馬県 沼田市 1 2019/9/29 群馬 017
津金 咲紀 群馬県 安中市 1 2019/9/29 群馬 018
吉田 保 新潟県 魚沼市 1 2019/9/29 群馬 019
遠藤 里子 群馬県 沼田市 1 2019/9/29 群馬 021
髙井 涼雅 群馬県 藤岡市 1 2019/9/29 群馬 023
田中 紗香 群馬県 高崎市 1 2019/9/29 群馬 024
東 佳樹 群馬県 前橋市 1 2019/9/29 群馬 025
宮澤 亜弥 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2019/9/29 群馬 027
高橋 美鈴 群馬県 高崎市 1 2019/9/29 群馬 028
堀田 勝也 群馬県 伊勢崎市 1 2019/9/29 群馬 029
星野 杏実 群馬県 利根郡昭和村 1 2019/9/29 群馬 030
萩原 脩太 群馬県 北群馬郡榛東村 1 2019/9/29 群馬 032
幾原 真知子 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2019/9/29 群馬 033
青木 繫和 群馬県 利根郡昭和村 1 2019/9/29 群馬 035
松丸 穂香 群馬県 邑楽郡大泉町 1 2019/9/29 群馬 037
内田 光男 群馬県 邑楽郡大泉町 太田こだわり蕎麦の会 1 2019/9/29 群馬 038
島方 柚奈 群馬県 高崎市 1 2019/9/29 群馬 040
七倉 みや子 長野県 上伊那郡辰野町 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2019/9/23 松本 005
IGNASI CALONGE 長野県 松本市 1 2019/9/23 松本 010
岩倉 宏明 長野県 長野市 信州中野蕎麦文化普及会 1 2019/9/23 松本 011
坂本 優奈 長野県 中野市 1 2019/9/23 松本 012
滝澤 新史 長野県 下水内郡栄村 1 2019/9/23 松本 013
安藤 淳一 長野県 上伊那郡中川村 1 2019/9/23 松本 017
高橋 歩 長野県 松本市 姨捨そば道場 1 2019/9/23 松本 018
田中 邦教 長野県 須坂市 信州中野蕎麦文化普及会 1 2019/9/23 松本 019
石丸 絵里 長野県 松本市 1 2019/9/23 松本 020
滝沢 恵理 長野県 松本市 1 2019/9/23 松本 021
鷲尾 聖哉 長野県 飯山市 1 2019/9/23 松本 025



下川 翔 長野県 北安曇郡白馬村 白馬そば塾 1 2019/9/23 松本 026
野中 健一 長野県 安曇野市 ＮＰＯ法人信州そばアカデミー 1 2019/9/23 松本 028
南山 亜紀 長野県 松本市 1 2019/9/23 松本 030
藤木 和美 長野県 松本市 1 2019/9/23 松本 032
高橋 嘉久 富山県 滑川市 1 2019/9/22 富山 001
中村 和成 富山県 中新川郡上市町 1 2019/9/22 富山 002
草島 千晶 富山県 富山市 富山そば研究会 1 2019/9/22 富山 006
赤川 功 富山県 富山市 九頭龍工房富山そば道場 1 2019/9/22 富山 007
紅谷 紀子 富山県 富山市 九頭龍工房富山そば道場 1 2019/9/22 富山 008
前田 圭一 富山県 富山市 1 2019/9/22 富山 011
野津 隆 千葉県 船橋市 1 2019/9/14 千葉 002
竹内 ゆみ子 千葉県 千葉市花見川区 1 2019/9/14 千葉 005
石井 洋子 千葉県 香取市 1 2019/9/14 千葉 006
斎藤 紗和子 千葉県 袖ケ浦市 千葉県そば推進協議会 1 2019/9/14 千葉 009
佐藤 静子 千葉県 香取市 1 2019/9/14 千葉 011
落合 弘司 千葉県 習志野市 1 2019/9/14 千葉 012
相澤 二郎 千葉県 我孫子市 1 2019/9/14 千葉 014
猪俣 一男 千葉県 千葉市稲毛区 1 2019/9/14 千葉 016
石井 秀樹 千葉県 香取市 1 2019/9/14 千葉 017
赤松 麻里子 千葉県 船橋市 千葉県そば推進協議会 1 2019/9/14 千葉 020
上田 雄二郎 千葉県 長生郡睦沢町 1 2019/9/14 千葉 021
石川 一美 千葉県 香取市 1 2019/9/14 千葉 022
渡部 雅子 秋田県 秋田市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2019/9/14 千葉 023
足立 澄江 千葉県 佐倉市 1 2019/9/14 千葉 028
桧山 猛 千葉県 四街道市 千葉県そば推進協議会 1 2019/9/14 千葉 029
木村 貞治 千葉県 佐倉市 千葉手打ち蕎麦の会 1 2019/9/14 千葉 030
平井 美枝子 千葉県 茂原市 1 2019/9/14 千葉 031
松本 幸江 千葉県 香取市 1 2019/9/14 千葉 032
杉田 博康 千葉県 鴨川市 千葉県そば推進協議会 1 2019/9/14 千葉 038
岩下 敬三 千葉県 佐倉市 千葉県そば推進協議会 1 2019/9/14 千葉 039
金持 隆 千葉県 茂原市 1 2019/9/14 千葉 041
遠藤 真一 福島県 喜多方市 おぐにの郷 1 2019/9/7 山都 003
安達 政光 新潟県 小千谷市 そば始め会 1 2019/9/7 山都 004
高橋 敦士 福島県 喜多方市 おぐにの郷 1 2019/9/7 山都 005
戸井田 豊 福島県 いわき市 1 2019/9/7 山都 006
田中 直希 福島県 喜多方市 1 2019/9/7 山都 007
佐々木 智子 福島県 喜多方市 おぐにの郷 1 2019/9/7 山都 009
檜澤 昭一郎 福島県 郡山市 1 2019/9/7 山都 010
佐藤 和真 福島県 喜多方市 1 2019/9/7 山都 012
横田 隼士 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2019/7/6 幌加内 009
青木 美子 北海道 標津郡中標津町 1 2019/6/30 中標津 013
中田 俊行 北海道 標津郡標津町 1 2019/6/30 中標津 014
高橋 四朗 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 1 2019/6/30 中標津 016
椙本 顕士 北海道 釧路市 釧路そば打ち同好会 1 2019/6/30 中標津 017
伊原 雅喜 北海道 岩内郡岩内町 共和手打ちそば愛好会 1 2019/6/30 苫小牧 003
伊藤 博忠 北海道 札幌市清田区 1 2019/6/30 苫小牧 008
白田 利彦 北海道 苫小牧市 1 2019/6/30 苫小牧 009
高木 栄司 北海道 苫小牧市 1 2019/6/30 苫小牧 011
三浦 直樹 北海道 砂川市 北海道空知上砂川手打ちそば愛好会 1 2019/6/30 苫小牧 013
輪倉 敏 北海道 登別市 1 2019/6/30 苫小牧 014
清嶋 守 東京都 中野区 1 2019/6/30 美山 001
松山 峰子 福井県 福井市 1 2019/6/30 美山 003
岸本 健督 福井県 今立郡池田町 ＮＰＯ法人　越前そば連合 1 2019/6/30 美山 004
前川 美代子 福井県 福井市 1 2019/6/30 美山 005
石井 宮喜 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 1 2019/6/15 郡山 006
齊藤 秀一 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 1 2019/6/15 郡山 007
佐久間 仁一 福島県 いわき市 水石そば打ち愛好会 1 2019/6/15 郡山 009
石山 隆 福島県 郡山市 1 2019/6/15 郡山 017
栗田 幸 福島県 須賀川市 1 2019/6/15 郡山 019



増井 弘勝 福島県 河沼郡柳津町 会津そば紬の会 1 2019/6/15 郡山 020
陣野 安彦 福島県 郡山市 大島そば同好会 1 2019/6/15 郡山 021
宗像 三津夫 福島県 田村郡小野町 大島そば同好会 1 2019/6/15 郡山 024
相楽 ひなた 福島県 郡山市 1 2019/6/15 郡山 025
佐藤 久男 福島県 郡山市 大島そば同好会 1 2019/6/15 郡山 027
櫻井 秀明 福島県 須賀川市 1 2019/6/15 郡山 028
渡邉 文男 福島県 郡山市 大島そば同好会 1 2019/6/15 郡山 029
本田 誠 福島県 郡山市 大島そば同好会 1 2019/6/15 郡山 030
小針 典子 福島県 郡山市 大島そば同好会 1 2019/6/15 郡山 031
根本 美雄 福島県 岩瀬郡鏡石町 1 2019/6/15 郡山 032
細川 貴之 福島県 田村郡三春町 1 2019/6/15 郡山 033
大橋 かつえ 福島県 郡山市 1 2019/6/15 郡山 034
栗田 征一 北海道 中川郡幕別町 1 2019/6/9 十勝 001
丸岡 秀幸 北海道 帯広市 1 2019/6/9 十勝 003
髙橋 良平 北海道 帯広市 1 2019/6/9 十勝 004
北見 美代子 北海道 北広島市 1 2019/6/9 奈井江 002
安西 司成 宮城県 名取市 水神蕎麦 1 2019/6/8 仙台 002
佐藤 幸司 宮城県 名取市 1 2019/6/8 仙台 004
今野 慶一郎 宮城県 名取市 水神蕎麦 1 2019/6/8 仙台 008
鈴木 千恵子 宮城県 仙台市泉区 1 2019/6/8 仙台 009
浅沼 芳光 岩手県 盛岡市 1 2019/6/8 仙台 010
菅野 茂 宮城県 仙台市若林区 宮城手打ちそば研究会 1 2019/6/8 仙台 012
田村 愛華 宮城県 名取市 1 2019/6/8 仙台 013
鈴木 幸誠 宮城県 仙台市太白区 1 2019/6/8 仙台 014
佐藤 海那 宮城県 仙台市青葉区 1 2019/6/8 仙台 015
佐藤 良明 岩手県 八幡平市 岩手県手打 そばの会 1 2019/6/8 仙台 017
高橋 英子 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 1 2019/6/8 仙台 018
遠間 貞行 宮城県 仙台市太白区 1 2019/6/8 仙台 019
横山 エイ子 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 1 2019/6/8 仙台 020
石岡 京子 東京都 世田谷区 1 2019/6/1 東京 003
山﨑 厚子 東京都 立川市 1 2019/6/1 東京 004
松井 博 東京都 調布市 1 2019/6/1 東京 005
中島 新一 東京都 日野市 1 2019/6/1 東京 006
大原 良友 東京都 新宿区 1 2019/6/1 東京 008
田中 竹男 東京都 町田市 1 2019/6/1 東京 009
柿沼 良夫 東京都 三鷹市 1 2019/6/1 東京 010
木村 多美子 東京都 府中市 1 2019/6/1 東京 011
松井 美香里 東京都 狛江市 1 2019/6/1 東京 012
森岡 章 石川県 白山市 1 2019/5/26 越前 001
村内 洋子 福井県 福井市 1 2019/5/26 越前 005
村澤 里香 岐阜県 飛騨市 1 2019/5/26 越前 008
古田 真紀 岐阜県 飛騨市 1 2019/5/26 越前 009
木村 直美 福井県 勝山市 1 2019/5/26 越前 011
上坂 克哉 福井県 越前市 1 2019/5/26 越前 014
ウルバノーヴィッチ ミッチェル 福井県 坂井市 1 2019/5/26 越前 018
二村 大樹 岐阜県 高山市 1 2019/5/26 越前 020
中村 久子 岐阜県 飛騨市 1 2019/5/26 越前 021
田近 千恵子 岐阜県 飛騨市 1 2019/5/26 越前 022
藤井 啓介 福井県 吉田郡永平寺町 1 2019/5/26 越前 023
半澤 毅 福井県 坂井市 1 2019/5/26 越前 024
田中 茂 福井県 大野市 1 2019/5/26 越前 025
茶谷 隆司 福井県 福井市 1 2019/5/26 越前 026
青木 和彦 埼玉県 熊谷市 1 2019/5/26 春日部 001
中島 初枝 栃木県 小山市 1 2019/5/26 春日部 002
井上 トシ子 埼玉県 春日部市 1 2019/5/26 春日部 005
鈴木 友彦 埼玉県 白岡市 1 2019/5/26 春日部 006
小泉 純也 埼玉県 草加市 1 2019/5/26 春日部 008
大野 美義 東京都 立川市 特別個人会員 1 2019/5/26 春日部 011
湯淺 徹 埼玉県 八潮市 1 2019/5/26 春日部 013



北条 勝彦 埼玉県 越谷市 1 2019/5/26 春日部 014
木原 弘子 北海道 伊達市 1 2019/4/28 道南 002
清野 公男 北海道 伊達市 1 2019/4/28 道南 003
髙橋 良輔 北海道 伊達市 1 2019/4/28 道南 004
斉数 正樹 北海道 伊達市 1 2019/4/28 道南 005
蛯沢 儀弘 北海道 寿都郡黒松内町 1 2019/4/28 道南 006
青木 勝弘 北海道 北斗市 1 2019/4/28 道南 011
五十嵐 親志 北海道 石狩市 1 2019/4/27 石狩 002
中谷 敏弘 北海道 札幌市北区 札幌蕎道会 1 2019/4/27 石狩 005
山本 里美 北海道 札幌市厚別区 1 2019/4/27 石狩 006
山腰 真史 北海道 札幌市中央区 札幌蕎道会 1 2019/4/27 石狩 009
西村 奈央 北海道 札幌市中央区 北の郷　そば工房 1 2019/4/27 石狩 012
荒谷 友理 北海道 札幌市中央区 北の郷　そば工房 1 2019/4/27 石狩 013
鷲本 祐大 富山県 射水市 九頭龍工房富山そば道場 1 2019/4/23 富山 017
湯田 エイ子 福島県 南会津郡南会津町 1 2019/4/14 那須 001
渡辺 浩行 栃木県 芳賀郡茂木町 1 2019/4/14 那須 002
伊藤 健次 栃木県 大田原市 1 2019/4/14 那須 003
神林 忠一 栃木県 小山市 1 2019/4/14 那須 004
植木 惠一 栃木県 宇都宮市 1 2019/4/14 那須 008
星 展枝 福島県 南会津郡南会津町 1 2019/4/14 那須 012
小出 文子 新潟県 新潟市秋葉区 1 2019/4/14 那須 013
田村 姫淳 栃木県 河内郡上三川町 1 2019/4/14 那須 014
原 美香 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 1 2019/4/14 那須 018
青地 和人 長野県 小諸市 1 2019/3/24 長和 001
五十嵐 三枝子 長野県 小県郡長和町 1 2019/3/24 長和 002
梶野 昭三 長野県 東御市 1 2019/3/24 長和 007
小林 健男 長野県 松本市 1 2019/3/24 長和 008
近藤 正子 長野県 千曲市 1 2019/3/24 長和 009
藤澤 文栄 長野県 上田市 1 2019/3/24 長和 016
宮澤 広樹 長野県 松本市 姨捨そば道場 1 2019/3/24 長和 018
山本 早紀 神奈川県 横浜市港南区 1 2019/3/24 長和 020
石神 健裕 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 1 2019/3/3 北竜 002
古屋 幸子 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2019/3/3 北竜 003
山口 孝 北海道 小樽市 1 2019/3/3 北竜 004
牧野 修 北海道 留萌市 1 2019/3/3 北竜 006
滝本 裕理香 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2019/3/3 北竜 008
仙丸 海里 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2019/3/3 北竜 009
佐藤 莉奈 北海道 旭川市 1 2019/3/3 北竜 010
鹿野 貴広 北海道 旭川市 1 2019/3/3 北竜 011
鹿島 菜子 北海道 旭川市 1 2019/3/3 北竜 012
ﾂォｸﾞﾄﾊﾞｰﾄﾙ ﾋﾞﾝﾃﾞﾘﾔ 群馬県 太田市 1 2019/1/18 茨城 016
安藤 寿二 茨城県 常陸大宮市 いばらき蕎麦の会 1 2019/1/18 茨城 018
佐藤 孝 栃木県 大田原市 1 2019/1/18 茨城 019
高土 夏花 茨城県 ひたちなか市 1 2019/1/18 茨城 022
鴨志田 優月 茨城県 常陸太田市 1 2019/1/18 茨城 023
田中 誠 茨城県 日立市 1 2019/1/18 茨城 025
助川 富男 茨城県 常陸大宮市 1 2019/1/18 茨城 027
田中 いずみ 埼玉県 越谷市 1 2019/1/12 埼玉 001
錦織 清志 埼玉県 春日部市 1 2019/1/12 埼玉 004
小島 富士雄 埼玉県 さいたま市大宮区 1 2019/1/12 埼玉 005
川津 三男 茨城県 古河市 1 2019/1/12 埼玉 006
渡辺 典夫 栃木県 小山市 1 2019/1/12 埼玉 012
水野 七海 埼玉県 春日部市 1 2019/1/12 埼玉 016
田尻 正紀 埼玉県 蓮田市 1 2019/1/12 埼玉 019
田中 良治 栃木県 下都賀郡野木町 1 2019/1/12 埼玉 021
岡野 保夫 埼玉県 狭山市 1 2019/1/12 埼玉 023
山口 京子 千葉県 我孫子市 1 2019/1/12 埼玉 028
坂入 守 茨城県 結城市 1 2019/1/12 埼玉 030
石川 耕一 埼玉県 鴻巣市 1 2019/1/12 埼玉 031



須永 菜穂美 埼玉県 鴻巣市 1 2019/1/12 埼玉 032
生方 孝 栃木県 下都賀郡野木町 1 2019/1/12 埼玉 033
茂木 隼斗 埼玉県 越谷市 1 2019/1/12 埼玉 035
向當 光生 東京都 中央区 1 2019/1/12 埼玉 037
高橋 博之 埼玉県 鴻巣市 1 2019/1/12 埼玉 042
山下 謙一 埼玉県 桶川市 1 2019/1/12 埼玉 043
横田 一也 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2019/1/12 埼玉 045
田辺 沙弥香 長野県 北安曇郡小谷村 1 2018/12/2 根羽 009
杉浦 信明 愛知県 額田郡幸田町 1 2018/12/2 根羽 013
野呂瀬 信子 愛知県 碧南市 1 2018/12/2 根羽 015
西尾 幸雄 静岡県 掛川市 1 2018/12/2 根羽 016
原口 奈保 愛知県 常滑市 1 2018/12/2 根羽 017
戸田 忠明 新潟県 柏崎市 比角そば打ち同好会 1 2018/12/2 根羽 021
吉見 幸二 愛知県 碧南市 1 2018/12/2 根羽 022
中山 佳子 静岡県 浜松市中区 1 2018/12/2 根羽 023
内藤 了元 長野県 飯田市 1 2018/12/2 根羽 025
内山 雄二 愛知県 豊田市 1 2018/12/2 根羽 026
南澤 敏 長野県 上伊那郡中川村 1 2018/12/2 根羽 027
小笠原 広亮 静岡県 磐田市 1 2018/12/2 根羽 028
佐藤 雅宏 宮城県 大崎市 1 2018/12/1 寒河江 002
国分 恭子 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 1 2018/11/25 日光 007
小室 正明 埼玉県 入間郡毛呂山町 1 2018/11/25 日光 009
矢内 秀明 福島県 石川郡石川町 石川そば同好会 1 2018/11/25 日光 020
小山 正明 栃木県 小山市 1 2018/11/25 日光 022
近藤 康紀 愛知県 名古屋市西区 1 2018/11/25 名古屋 007
長尾 美和 愛知県 弥富市 1 2018/11/25 名古屋 008
武藤 槙太郎 愛知県 岩倉市 1 2018/11/25 名古屋 010
松本 尚子 三重県 いなべ市 1 2018/11/23 いなべ 002
坂倉 真実 三重県 いなべ市 1 2018/11/23 いなべ 006
吉川 正子 三重県 鈴鹿市 1 2018/11/23 いなべ 007
伊東 寿代 三重県 いなべ市 1 2018/11/23 いなべ 008
藤田 友子 三重県 鈴鹿市 1 2018/11/23 いなべ 015
大西 節子 三重県 北牟婁郡紀北町 1 2018/11/23 いなべ 018
佐藤 文子 三重県 桑名市 1 2018/11/23 いなべ 022
服部 茂樹 滋賀県 彦根市 多賀そば地域協議会 1 2018/11/23 いなべ 023
本田 澄江 福岡県 北九州市小倉北区 1 2018/11/18 北九州 004
髙瀬 直己 福岡県 福岡市南区 1 2018/11/18 北九州 006
高田 恭直 福岡県 北九州市門司区 1 2018/11/18 北九州 010
佐藤 満代 福岡県 北九州市小倉南区 1 2018/11/18 北九州 012
松園 義弘 佐賀県 唐津市 1 2018/11/18 北九州 015
守 圭二 福岡県 京都郡苅田町 1 2018/11/18 北九州 016
能美 美代子 佐賀県 唐津市 1 2018/11/18 北九州 022
松本 祥子 佐賀県 唐津市 1 2018/11/18 北九州 023
吉田 裕則 大阪府 三島郡島本町 1 2018/11/17 泉北 002
岩田 健二 大阪府 東大阪市 1 2018/11/17 泉北 005
岡田 真千子 京都府 京田辺市 京阪奈蕎麦打倶楽部 1 2018/11/17 泉北 007
岡崎 美樹 兵庫県 神戸市垂水区 1 2018/11/17 泉北 013
里 智恵子 大阪府 大阪市北区 1 2018/11/17 泉北 015
窪地 哲士 大阪府 高槻市 1 2018/11/17 泉北 020
黒田 恭弘 兵庫県 姫路市 1 2018/11/17 泉北 021
毛利 正勝 広島県 福山市 1 2018/11/17 尾道 005
森下 朱実 広島県 三原市 1 2018/11/17 尾道 008
大西 龍太郎 岡山県 岡山市南区 1 2018/11/17 尾道 031
兵頭 海渡 愛媛県 大洲市 1 2018/11/17 尾道 033
石渡 克彦 山口県 防府市 1 2018/11/17 尾道 034
大坂 安延 島根県 出雲市 1 2018/11/17 尾道 035
三好 里奈 愛媛県 西予市 1 2018/11/17 尾道 036
山﨑 申吉 島根県 出雲市 1 2018/11/17 尾道 037
大下 嘉月 愛媛県 大洲市 1 2018/11/17 尾道 041



斉藤 旭 山口県 防府市 1 2018/11/17 尾道 043
安川 修太 愛媛県 喜多郡内子町 1 2018/11/17 尾道 047
中隅 勲 島根県 出雲市 1 2018/11/17 尾道 048
西尾 まり子 岡山県 赤磐市 1 2018/11/17 尾道 050
後藤 禎志 北海道 上川郡東神楽町 1 2018/10/28 東神楽 002
柏川 知春 北海道 旭川市 1 2018/10/28 東神楽 003
加藤 敏明 北海道 旭川市 1 2018/10/28 東神楽 004
市村 敦子 北海道 旭川市 幌加内手打ちそば雅の会 1 2018/10/28 東神楽 008
木村 修 北海道 北見市 1 2018/10/28 東神楽 015
小泉 清夏 青森県 八戸市 1 2018/10/21 階上 002
鳥谷部 靖晃 青森県 八戸市 1 2018/10/21 階上 007
森林 真弓 青森県 八戸市 1 2018/10/21 階上 009
小野寺 千菜 岩手県 一関市 1 2018/10/21 階上 010
田端 江利子 青森県 三戸郡階上町 1 2018/10/21 階上 012
森 淳 青森県 八戸市 1 2018/10/21 階上 013
阿部 信行 北海道 恵庭市 恵庭手打ちそばの会 1 2018/10/21 江別 003
大脇 美香 北海道 恵庭市 1 2018/10/21 江別 005
前川 亜衣 神奈川県 横浜市都筑区 札幌蕎道会 1 2018/10/21 江別 007
幸坂 雅子 北海道 千歳市 1 2018/10/21 江別 008
櫻井 美樹 北海道 札幌市西区 1 2018/10/21 江別 013
北 邦夫 北海道 札幌市清田区 1 2018/10/21 江別 014
永井 廣 北海道 恵庭市 1 2018/10/21 江別 015
大脇 祐輔 北海道 恵庭市 1 2018/10/21 江別 017
網 秀晴 北海道 札幌市西区 手打ちそばグループ白花 1 2018/10/21 江別 018
井澤 寛延 北海道 千歳市 1 2018/10/21 江別 020
中野 幸 兵庫県 加古川市 1 2018/10/7 三田 006
小出 隆一 兵庫県 尼崎市 1 2018/10/7 三田 007
大澤 俊雄 兵庫県 姫路市 1 2018/10/7 三田 008
森川 一郎 兵庫県 加西市 播磨蕎麦の会 1 2018/10/7 三田 011
前田 隆義 兵庫県 高砂市 1 2018/10/7 三田 013
小川 俊明 大阪府 茨木市 1 2018/10/7 三田 014
田中 正己 兵庫県 加古川市 1 2018/10/7 三田 019
折坂 剛 大阪府 吹田市 1 2018/10/7 三田 020
久保 昇治 兵庫県 姫路市 1 2018/10/7 三田 022
鈴木 仁美 大阪府 大阪市淀川区 1 2018/10/7 三田 023
楠本 秀樹 兵庫県 神戸市垂水区 1 2018/10/7 三田 025
葛西 豪 兵庫県 神戸市中央区 1 2018/10/7 三田 026
武 海地 兵庫県 神戸市北区 1 2018/10/7 三田 028
和泉 雅治 兵庫県 西宮市 1 2018/10/7 三田 031
酒本 篤志 大阪府 吹田市 1 2018/10/7 三田 036
泉本 俊治 大阪府 堺市北区 1 2018/10/7 三田 037
髙安 弘晃 大阪府 大阪市中央区 1 2018/10/7 三田 045
本屋敷 和男 大阪府 枚方市 1 2018/10/7 三田 047
矢野 政臣 兵庫県 芦屋市 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 1 2018/10/7 三田 049
田中 忠明 大阪府 八尾市 1 2018/10/7 三田 052
田中 瑞季 東京都 品川区 1 2018/10/7 板橋 005
田口 吉則 東京都 福生市 1 2018/10/7 板橋 007
沼澤 智子 埼玉県 川口市 桃園そば打ち会 1 2018/10/7 板橋 010
松沢 貴志 東京都 板橋区 1 2018/10/7 板橋 012
関口 元美 神奈川県 藤沢市 1 2018/10/7 板橋 016
金子 麻耶 群馬県 沼田市 1 2018/9/30 群馬 004
高木 萌華 群馬県 太田市 1 2018/9/30 群馬 005
大関 悠那 群馬県 邑楽郡邑楽町 1 2018/9/30 群馬 006
茂木 方子 群馬県 沼田市 1 2018/9/30 群馬 007
森下 優紀 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2018/9/30 群馬 008
市村 龍也 群馬県 沼田市 1 2018/9/30 群馬 010
小池 真衣 群馬県 邑楽郡板倉町 1 2018/9/30 群馬 013
林 政斗 群馬県 利根郡昭和村 1 2018/9/30 群馬 014
櫛渕 理香 群馬県 沼田市 1 2018/9/30 群馬 016



金子 流羽 群馬県 渋川市 1 2018/9/30 群馬 018
竹野 桃香 群馬県 沼田市 1 2018/9/30 群馬 019
高橋 八十二 群馬県 北群馬郡吉岡町 1 2018/9/30 群馬 028
木暮 菜々子 群馬県 伊勢崎市 1 2018/9/30 群馬 030
中林 愛季来 群馬県 伊勢崎市 1 2018/9/30 群馬 031
濵 一男 長野県 岡谷市 1 2018/9/22 松本 002
森 勝 長野県 飯山市 木島平村名水火口そばの会 1 2018/9/22 松本 007
石井 美代子 長野県 南佐久郡佐久穂町 1 2018/9/22 松本 014
茂木 儀彦 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 1 2018/9/22 松本 016
鳥羽 虹希 長野県 安曇野市 1 2018/9/22 松本 022
花里 澄夫 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 1 2018/9/22 松本 027
竹中 理恵 山梨県 山梨市 1 2018/9/22 松本 028
小林 博 長野県 佐久市 信州蕎麦打ち研究会 1 2018/9/22 松本 036
布村 正孝 富山県 富山市 1 2018/9/16 富山 008
垣地 信彰 富山県 氷見市 1 2018/9/16 富山 010
井澤 由美子 富山県 富山市 富山そば研究会 1 2018/9/16 富山 015
平松 繁勝 富山県 富山市 特別個人会員 1 2018/9/16 富山 016
中村 敬治 千葉県 茂原市 1 2018/9/15 千葉 004
伊藤 功 千葉県 四街道市 1 2018/9/15 千葉 006
東海林 周一 千葉県 八街市 1 2018/9/15 千葉 016
鈴木 紀夫 千葉県 千葉市美浜区 1 2018/9/15 千葉 018
杉本 耕二 千葉県 香取市 1 2018/9/15 千葉 020
新田 功 千葉県 船橋市 1 2018/9/15 千葉 022
下谷 英樹 千葉県 千葉市花見川区 1 2018/9/15 千葉 023
田村 春夫 神奈川県 横須賀市 1 2018/9/15 千葉 024
井上 幹記 千葉県 千葉市花見川区 1 2018/9/15 千葉 025
飯島 弘 神奈川県 鎌倉市 1 2018/9/15 千葉 026
熱田 恵壽 千葉県 船橋市 1 2018/9/15 千葉 028
戸谷 章子 千葉県 市原市 1 2018/9/15 千葉 029
村瀬 忠男 千葉県 習志野市 1 2018/9/15 千葉 030
小池 省三 千葉県 市川市 1 2018/9/15 千葉 031
田村 和之 神奈川県 横浜市中区 1 2018/9/15 千葉 034
安田 稔 千葉県 千葉市中央区 千葉県そば推進協議会 1 2018/9/15 千葉 038
岡村 亮 千葉県 佐倉市 1 2018/9/15 千葉 043
齋藤 由美 福島県 耶麻郡猪苗代町 猪苗代手打ちそばの会 1 2018/7/28 山都 001
佐藤 力裕 福島県 いわき市 1 2018/7/28 山都 002
門井 大樹 栃木県 宇都宮市 1 2018/7/28 山都 003
佐藤 巧 福島県 喜多方市 1 2018/7/28 山都 004
鈴木 くるみ 福島県 会津若松市 1 2018/7/28 山都 006
小野 愛菜 福島県 河沼郡湯川村 1 2018/7/28 山都 012
篠原 宗弘 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2018/7/14 幌加内 013
蓬田 泰生 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2018/7/14 幌加内 014
今宮 隆夫 北海道 千歳市 千歳夢工房手打ちそばの会 1 2018/7/8 苫小牧 008
三宅 彰 北海道 伊達市 1 2018/7/8 苫小牧 013
南部 建治 北海道 苫小牧市 1 2018/7/8 苫小牧 016
熊谷 繁光 北海道 千歳市 1 2018/7/8 苫小牧 018
岸本 雄一郎 福井県 越前市 1 2018/7/1 美山 003
石川 英二 福井県 丹生郡越前町 1 2018/7/1 美山 004
山本 幸太郎 福井県 坂井市 1 2018/7/1 美山 006
山田 貴代実 福井県 福井市 1 2018/7/1 美山 008
東海林 友裕 北海道 野付郡別海町 1 2018/6/24 中標津 003
中田 卓行 北海道 札幌市手稲区 1 2018/6/24 奈井江 002
森本 由香 北海道 札幌市西区 1 2018/6/24 奈井江 006
小倉 康詩 北海道 千歳市 1 2018/6/24 奈井江 010
井渓 利光 北海道 千歳市 恵庭川沿そば道場 1 2018/6/24 奈井江 011
小畠 明子 北海道 札幌市中央区 1 2018/6/24 奈井江 017
夏井 みか子 北海道 札幌市中央区 1 2018/6/24 奈井江 018
中村 清成 北海道 恵庭市 恵庭川沿そば道場 1 2018/6/24 奈井江 022
太田 康成 北海道 帯広市 1 2018/6/10 十勝 003



鈴木 龍樹 北海道 帯広市 1 2018/6/10 十勝 008
山田 典男 宮城県 亘理郡亘理町 1 2018/6/9 仙台 001
中川 さと子 宮城県 亘理郡山元町 1 2018/6/9 仙台 004
板橋 祐稀子 宮城県 名取市 1 2018/6/9 仙台 005
祭城 武 宮城県 仙台市太白区 1 2018/6/9 仙台 006
齋藤 翠 宮城県 登米市 1 2018/6/9 仙台 007
清野 美智子 宮城県 亘理郡亘理町 1 2018/6/9 仙台 013
加藤 麻友 宮城県 名取市 1 2018/6/9 仙台 014
齋藤 美珠穂 宮城県 岩沼市 1 2018/6/9 仙台 015
西山 昇 宮城県 仙台市泉区 仙台一番町そば塾 1 2018/6/9 仙台 019
岡村 裕史 神奈川県 横浜市緑区 1 2018/6/2 東京 003
大野 二郎 東京都 新宿区 1 2018/6/2 東京 004
木下 博之 神奈川県 横浜市緑区 1 2018/6/2 東京 005
佐藤 恵美 東京都 調布市 1 2018/6/2 東京 007
納堂 誠 東京都 武蔵野市 1 2018/6/2 東京 008
布野 朝光 東京都 世田谷区 1 2018/6/2 東京 009
吉野 新一 東京都 世田谷区 1 2018/6/2 東京 011
新田 恵男 山梨県 南都留郡西桂町 1 2018/6/2 東京 015
西田 正子 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 1 2018/5/20 越前 004
前田 昌夫 富山県 氷見市 1 2018/5/20 越前 006
谷内山 正子 石川県 金沢市 1 2018/5/20 越前 007
木沢 孝子 富山県 氷見市 1 2018/5/20 越前 009
安田 守 石川県 金沢市 1 2018/5/20 越前 011
林 伸明 石川県 金沢市 1 2018/5/20 越前 012
新谷 英敏 北海道 札幌市中央区 1 2018/4/28 石狩 006
林 裕行 北海道 札幌市西区 1 2018/4/28 石狩 009
高橋 みち代 北海道 滝川市 1 2018/4/28 石狩 010
長谷川 美栄子 北海道 札幌市南区 北の郷　そば工房 1 2018/4/28 石狩 015
伊藤 孝子 北海道 札幌市清田区 1 2018/4/28 石狩 017
伊藤 隆 北海道 札幌市清田区 1 2018/4/28 石狩 018
石尾 洋美 北海道 札幌市西区 1 2018/4/28 石狩 020
大森 亮 北海道 恵庭市 1 2018/4/28 石狩 023
松村 朋子 北海道 札幌市西区 1 2018/4/28 石狩 024
小林 健治 北海道 岩内郡共和町 共和手打ちそば愛好会 1 2018/4/28 石狩 025
川田 茂 栃木県 佐野市 1 2018/4/15 那須 001
菊地 幸子 栃木県 宇都宮市 とちぎ蕎和会 1 2018/4/15 那須 004
千葉 勝利 栃木県 小山市 1 2018/4/15 那須 005
山本 節子 栃木県 大田原市 1 2018/4/15 那須 007
針谷 公久 栃木県 栃木市 1 2018/4/15 那須 008
戸恒 和男 栃木県 栃木市 1 2018/4/15 那須 014
鮎田 耕二 栃木県 鹿沼市 1 2018/4/15 那須 017
堀口 稔 埼玉県 熊谷市 1 2018/4/15 那須 020
名村 栄子 栃木県 佐野市 さの蕎麦の会 1 2018/4/15 那須 021
落合 貞義 栃木県 小山市 1 2018/4/15 那須 026
松本 道則 栃木県 大田原市 1 2018/4/15 那須 031
滝沢 修 埼玉県 入間市 1 2018/3/4 北竜 004
北出 幹義 埼玉県 入間市 1 2018/3/4 北竜 005
中井 紗恵 北海道 旭川市 1 2018/3/4 北竜 007
中村 正人 北海道 稚内市 1 2018/3/4 北竜 008
大越 勉聖 北海道 赤平市 1 2018/3/4 北竜 009
加藤 晋哉 北海道 天塩郡幌延町 朋練会 1 2018/3/4 北竜 010
茂木 通 群馬県 前橋市 1 2018/2/4 神川 007
上沼 可南波 長野県 飯田市 1 2018/2/4 神川 009
渡辺 絹子 長野県 上田市 1 2018/2/4 神川 011
天野 嘉明 埼玉県 越谷市 1 2018/2/4 神川 014
藤山 明基 埼玉県 鴻巣市 1 2018/2/4 神川 018
加藤 康 茨城県 ひたちなか市 1 2018/1/26 茨城 001
田所 重男 福島県 郡山市 安積そば同好会 1 2018/1/26 茨城 002
山崎 やよひ 茨城県 水戸市 1 2018/1/26 茨城 003



鈴木 真生子 茨城県 那珂市 1 2018/1/26 茨城 005
深津 靖博 茨城県 常陸太田市 1 2018/1/26 茨城 007
関 廣一 茨城県 常陸太田市 1 2018/1/26 茨城 015
小田倉 通孝 茨城県 那珂市 1 2018/1/26 茨城 026
木下 侃 埼玉県 越谷市 手打ちそばサークル悠遊 1 2018/1/13 埼玉 024
武藤 進 埼玉県 飯能市 1 2018/1/13 埼玉 026
兼久 みち子 埼玉県 草加市 1 2018/1/13 埼玉 030
森 絢音 埼玉県 幸手市 1 2018/1/13 埼玉 031
坂本 実季 埼玉県 秩父郡長瀞町 1 2018/1/13 埼玉 036
稲山 貞幸 埼玉県 南埼玉郡宮代町 1 2018/1/13 埼玉 044
扇原 辰拓 埼玉県 秩父郡皆野町 1 2018/1/13 埼玉 046
若林 里実 東京都 青梅市 1 2018/1/13 埼玉 048
石田 佐行 埼玉県 上尾市 1 2018/1/13 埼玉 050
星野 麻貴 埼玉県 越谷市 1 2018/1/13 埼玉 052
陸名 万年 埼玉県 東松山市 1 2018/1/13 埼玉 057
松下 拓未 千葉県 松戸市 1 2018/1/13 埼玉 059
西崎 康將 埼玉県 鴻巣市 1 2018/1/12 埼玉 004
山中 菊江 栃木県 栃木市 1 2018/1/12 埼玉 009
木村 光男 埼玉県 加須市 1 2018/1/12 埼玉 012
真瀬 進 栃木県 下都賀郡野木町 1 2018/1/12 埼玉 016
杉本 英夫 長野県 伊那市 1 2017/12/3 根羽 002
内藤 寛智 愛知県 碧南市 1 2017/12/3 根羽 005
鈴木 澄江 静岡県 磐田市 1 2017/12/3 根羽 017
赤羽 昌昭 長野県 松本市 1 2017/12/3 根羽 018
芳賀 紀昌 愛知県 豊橋市 1 2017/12/3 根羽 020
武田 真由子 山形県 天童市 1 2017/12/2 寒河江 002
髙橋 司朗 山形県 東置賜郡高畠町 1 2017/12/2 寒河江 003
田宮 正博 山形県 寒河江市 1 2017/12/2 寒河江 007
池内 雄二 山形県 米沢市 1 2017/12/2 寒河江 008
高橋 利美 山形県 天童市 1 2017/12/2 寒河江 009
武田 絵里 山形県 山形市 1 2017/12/2 寒河江 010
佐藤 誠一 山形県 天童市 1 2017/12/2 寒河江 011
関口 善之介 岩手県 奥州市 1 2017/12/2 寒河江 014
寒河江 桃子 山形県 東根市 1 2017/12/2 寒河江 015
小田 正夫 広島県 広島市中区 広島そば打ち倶楽部 1 2017/11/26 尾道 007
和田 由人 岡山県 岡山市南区 備前三たて会 1 2017/11/26 尾道 011
野上 敬子 岡山県 岡山市北区 1 2017/11/26 尾道 013
日名 徹 岡山県 倉敷市 1 2017/11/26 尾道 015
片山 園子 岡山県 岡山市北区 1 2017/11/26 尾道 016
大山 郁子 岡山県 岡山市中区 1 2017/11/26 尾道 022
阿部 金三 広島県 安芸郡熊野町 1 2017/11/26 尾道 027
礒谷 房枝 愛知県 豊田市 1 2017/11/26 名古屋 001
木村 典宏 神奈川県 川崎市麻生区 1 2017/11/26 名古屋 002
楠田 大 愛知県 名古屋市天白区 1 2017/11/26 名古屋 003
竹山 光好 東京都 多摩市 1 2017/11/26 名古屋 005
中川 成光 愛知県 北名古屋市 1 2017/11/26 名古屋 007
牧戸 澄夫 岐阜県 高山市 1 2017/11/26 名古屋 010
久田 克浩 岐阜県 飛騨市 1 2017/11/26 名古屋 011
山村 愼也 岐阜県 飛騨市 1 2017/11/26 名古屋 012
渡邊 実 三重県 度会郡玉城町 1 2017/11/25 いなべ 003
奥岡 敦子 三重県 いなべ市 1 2017/11/25 いなべ 007
古市 敏彦 三重県 三重郡菰野町 1 2017/11/25 いなべ 008
濵田 好子 三重県 北牟婁郡紀北町 1 2017/11/25 いなべ 009
渡邊 晴香 三重県 度会郡玉城町 1 2017/11/25 いなべ 010
中村 みどり 三重県 北牟婁郡紀北町 1 2017/11/25 いなべ 017
大野 五十三 大阪府 枚方市 1 2017/11/25 泉北 001
岩口 加奈 大阪府 藤井寺市 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 1 2017/11/25 泉北 004
大引 伸昭 和歌山県 和歌山市 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 1 2017/11/25 泉北 005
奥平 孝夫 大阪府 大阪狭山市 1 2017/11/25 泉北 008



井元 康司 大阪府 大東市 1 2017/11/25 泉北 012
藤井 忠 大阪府 大阪市平野区 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 1 2017/11/25 泉北 014
中辻 貴洋 大阪府 堺市西区 岡山そばの楽校 1 2017/11/25 泉北 016
松島 愛 奈良県 奈良市 ＮＰＯ法人フードラボ　蕎麦打ち部 1 2017/11/25 泉北 017
柳楽 久 大阪府 堺市東区 1 2017/11/25 泉北 018
田村 正明 奈良県 橿原市 そばうちくらぶ　わくわく 1 2017/11/25 泉北 019
堀内 秀記 大阪府 大阪市東住吉区 1 2017/11/25 泉北 021
北野 正好 大阪府 泉佐野市 1 2017/11/25 泉北 022
安部 幸 大阪府 枚方市 1 2017/11/25 泉北 023
濱﨑 治士 栃木県 宇都宮市 1 2017/11/19 日光 002
中村 玲菜 栃木県 宇都宮市 1 2017/11/19 日光 003
金子 嘉男 栃木県 小山市 栃木のうまい蕎麦を食べる会 1 2017/11/19 日光 004
本村 忠 栃木県 宇都宮市 1 2017/11/19 日光 005
髙橋 晃子 福島県 郡山市 1 2017/11/19 日光 006
福原 裕子 栃木県 下野市 1 2017/11/19 日光 008
土田 優二 栃木県 宇都宮市 1 2017/11/19 日光 009
中村 英一 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2017/11/19 日光 010
遠藤 充 栃木県 鹿沼市 1 2017/11/19 日光 011
田村 由自 栃木県 下野市 1 2017/11/19 日光 012
渡邊 晃仁 栃木県 宇都宮市 1 2017/11/19 日光 015
山口 豊三 福島県 会津若松市 1 2017/11/19 日光 021
太田 豊久 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2017/11/5 東神楽 005
桵澤 一介 北海道 旭川市 1 2017/11/5 東神楽 008
佐藤 蓮晟 北海道 旭川市 1 2017/11/5 東神楽 011
中西 玲菜 北海道 上川郡比布町 1 2017/11/5 東神楽 012
三島 慧 北海道 旭川市 1 2017/11/5 東神楽 013
有馬 早那 北海道 旭川市 1 2017/11/5 東神楽 014
佐々木 眞子 青森県 八戸市 1 2017/10/22 階上 002
シキシャ コーワン 青森県 三戸郡階上町 1 2017/10/22 階上 003
加藤 玲奈 青森県 三戸郡階上町 1 2017/10/22 階上 010
久門 英二 福岡県 北九州市戸畑区 1 2017/10/15 平尾台 003
中村 信弘 福岡県 北九州市八幡西区 1 2017/10/15 平尾台 005
山本 俊 福岡県 鞍手郡鞍手町 1 2017/10/15 平尾台 006
青山 由香里 大分県 豊後高田市 1 2017/10/15 平尾台 009
早田 悠真 大分県 豊後高田市 1 2017/10/15 平尾台 011
竹本 駿 大分県 豊後高田市 1 2017/10/15 平尾台 012
浅野 勝見 北海道 札幌市南区 1 2017/10/14 江別 001
髙橋 裕 北海道 北広島市 1 2017/10/14 江別 003
加藤 正志 北海道 札幌市豊平区 1 2017/10/14 江別 006
佐藤 潤一 北海道 網走郡美幌町 1 2017/10/14 江別 007
小竹 昭二 北海道 恵庭市 1 2017/10/14 江別 008
槇 博幸 北海道 札幌市中央区 1 2017/10/14 江別 012
尾崎 實 北海道 北広島市 1 2017/10/14 江別 013
尾形 忠行 北海道 札幌市白石区 手打ちそばグループ白花 1 2017/10/14 江別 020
加賀 晃哉 北海道 札幌市中央区 1 2017/10/14 江別 022
吉津 眞理子 北海道 余市郡余市町 1 2017/10/14 江別 023
油崎 博一 北海道 江別市 1 2017/10/14 江別 025
山田 政人 北海道 江別市 1 2017/10/14 江別 028
渡邊 豊 埼玉県 春日部市 1 2017/10/8 板橋 002
神山 毅 東京都 東村山市 1 2017/10/8 板橋 004
志村 正樹 東京都 西東京市 1 2017/10/8 板橋 005
小林 富士雄 東京都 東村山市 1 2017/10/8 板橋 013
片山 栄 東京都 西東京市 1 2017/10/8 板橋 014
小林 光昭 東京都 板橋区 1 2017/10/8 板橋 016
澤口 洋子 神奈川県 横浜市港南区 1 2017/10/8 板橋 018
室 賢次 神奈川県 横浜市都筑区 1 2017/10/8 板橋 021
和田 一之 神奈川県 大和市 1 2017/10/8 板橋 022
小林 浩史 東京都 東村山市 1 2017/10/8 板橋 023
七戸 勇 東京都 西東京市 1 2017/10/8 板橋 024



戸倉 史智 東京都 板橋区 1 2017/10/8 板橋 025
大塚 雅雄 静岡県 伊東市 1 2017/10/8 板橋 028
冨田 修司 千葉県 習志野市 1 2017/10/8 板橋 029
神野 博行 千葉県 野田市 1 2017/10/8 板橋 030
大橋 利彦 茨城県 土浦市 1 2017/10/8 板橋 032
小林 正幸 東京都 文京区 1 2017/10/8 板橋 034
小野 雅之 神奈川県 横浜市磯子区 横浜南そば倶楽部 1 2017/10/8 板橋 038
奥 忠孝 大阪府 吹田市 1 2017/10/1 三田 021
神川 吉晴 兵庫県 西宮市 西宮そば打ち同好会 1 2017/10/1 三田 022
今村 真也 大阪府 豊中市 1 2017/10/1 三田 024
北村 雄三 大阪府 大阪市城東区 1 2017/10/1 三田 025
森川 一輝 兵庫県 神戸市中央区 1 2017/10/1 三田 027
佐治 孝眞 兵庫県 宝塚市 1 2017/10/1 三田 031
浜口 甚三郎 三重県 松阪市 1 2017/10/1 三田 037
藤野 守雄 兵庫県 姫路市 ゆかいな麺々　姫路 1 2017/10/1 三田 041
山崎 初枝 兵庫県 姫路市飾磨区 1 2017/10/1 三田 045
西田 美智子 兵庫県 高砂市 1 2017/10/1 三田 047
木岡 正雄 大阪府 泉北郡忠岡町 植田塾そば打ち倶楽部 1 2017/10/1 三田 051
小田 宗伸 兵庫県 神戸市兵庫区 1 2017/10/1 三田 053
柴田 俊彦 兵庫県 神崎郡市川町 1 2017/10/1 三田 055
堀井 達也 滋賀県 大津市 1 2017/10/1 三田 057
古川 正 大阪府 阪南市 1 2017/10/1 三田 058
松村 眞千子 大阪府 大阪市東淀川区 1 2017/10/1 三田 062
有吉 一三 兵庫県 神崎郡福崎町 1 2017/9/30 三田 002
西山 尚美 大阪府 大阪市福島区 1 2017/9/30 三田 004
川口 実耶 兵庫県 南淡路市 1 2017/9/30 三田 005
迫田 宰 兵庫県 神戸市北区 1 2017/9/30 三田 008
前西 久之 兵庫県 川西市 1 2017/9/30 三田 009
黒田 道徳 大阪府 茨木市 1 2017/9/30 三田 012
岡田 良範 富山県 黒部市 1 2017/9/24 利賀 004
稲垣 清人 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 1 2017/9/24 利賀 007
北川 聡 富山県 富山市 1 2017/9/24 利賀 008
中仙道 俊雄 富山県 南砺市 1 2017/9/24 利賀 010
松儀 正博 富山県 魚津市 1 2017/9/24 利賀 013
中谷 延之 富山県 黒部市 1 2017/9/24 利賀 016
宮本 正夫 富山県 南砺市 1 2017/9/24 利賀 017
林 正行 群馬県 渋川市 1 2017/9/24 老神 002
野上 哲美 群馬県 太田市 1 2017/9/24 老神 006
柳 亜美 群馬県 沼田市 1 2017/9/24 老神 008
林 優美 群馬県 利根郡昭和村 1 2017/9/24 老神 010
新井 克己 群馬県 伊勢崎市 1 2017/9/24 老神 016
児玉 達明 群馬県 沼田市 1 2017/9/24 老神 019
渡邊 歩見 栃木県 宇都宮市 1 2017/9/24 老神 020
児島 新一 群馬県 伊勢崎市 1 2017/9/24 老神 025
金子 蓮 群馬県 沼田市 1 2017/9/24 老神 028
髙野 敬介 群馬県 渋川市 1 2017/9/24 老神 029
江原 貞夫 群馬県 藤岡市 1 2017/9/24 老神 034
金澤 俊子 長野県 長野市 1 2017/9/17 松本 007
山極 茂人貴 長野県 上田市 1 2017/9/17 松本 020
重盛 良子 長野県 松本市 1 2017/9/17 松本 021
寺脇 匠 長野県 松本市 1 2017/9/17 松本 027
中村 千春 長野県 長野市 1 2017/9/17 松本 031
祢津 桐生 長野県 長野市 1 2017/9/17 松本 032
湯本 美枝子 長野県 長野市 1 2017/9/17 松本 041
松原 光利 千葉県 船橋市 1 2017/9/16 千葉 012
渡邉 信一 千葉県 千葉市稲毛区 千葉県そば推進協議会 1 2017/9/16 千葉 015
小作 勝利 千葉県 匝瑳市 1 2017/9/16 千葉 016
佐久間 秀樹 千葉県 千葉市緑区 千葉県そば推進協議会 1 2017/9/16 千葉 024
青木 俊也 千葉県 船橋市 1 2017/9/16 千葉 029



水鳥川 浩司 千葉県 長生郡白子町 1 2017/9/16 千葉 032
吉田 一夫 福島県 耶麻郡猪苗代町 1 2017/7/22 山都 004
草野 義廣 福島県 田村郡小野町 小野町そば打ち愛好会 1 2017/7/22 山都 011
早尾 義光 福島県 郡山市 1 2017/7/22 山都 012
鈴木 勉 北海道 室蘭市 1 2017/7/9 苫小牧 002
小池 美知子 北海道 札幌市南区 1 2017/7/9 苫小牧 004
青木 俊司 北海道 室蘭市 1 2017/7/9 苫小牧 009
眞下 達雄 北海道 札幌市南区 1 2017/7/9 苫小牧 011
横山 智子 北海道 夕張郡長沼町 1 2017/7/9 苫小牧 012
井上 洋夢 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 004
越智 仁志 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 007
菅原 健登 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 010
藤井 翔大 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 017
保格 慶太朗 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 018
宮口 侑 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 022
鈴木 秋音 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 025
手間本 恭弥 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2017/7/8 幌加内 026
永山 鑑造 北海道 帯広市 北海道幌加内高等学校 1 2017/7/8 幌加内 029
高村 博士 福井県 福井市 1 2017/7/2 美山 001
河端 友彦 福井県 鯖江市 1 2017/7/2 美山 002
中村 さゆみ 福井県 勝山市 1 2017/7/2 美山 004
木村 英三郎 福井県 鯖江市 1 2017/7/2 美山 005
佐藤 和郎 愛知県 春日井市 1 2017/7/2 美山 006
松井 夕香里 北海道 標津郡中標津町 1 2017/6/25 中標津 002
遠藤 大 北海道 白糠郡白糠町 1 2017/6/25 中標津 004
鈴木 京子 北海道 北見市 1 2017/6/25 中標津 011
豊島 秋江 北海道 網走郡大空町 1 2017/6/25 中標津 012
大野 遥 北海道 網走郡美幌町 1 2017/6/25 中標津 016
髙橋 楓 北海道 網走郡美幌町 1 2017/6/25 中標津 017
南 勇斗 北海道 紋別郡興部町 1 2017/6/25 中標津 018
古田 周平 北海道 標津郡中標津町 1 2017/6/25 中標津 020
須藤 弘江 北海道 空知郡南幌町 1 2017/6/18 奈井江 004
岡田 栄子 北海道 紋別郡遠軽町 1 2017/6/18 奈井江 005
湯浅 守 北海道 歌志内市 1 2017/6/18 奈井江 007
小澤 和雄 北海道 札幌市北区 1 2017/6/18 奈井江 010
草野 毅 北海道 恵庭市 1 2017/6/18 奈井江 013
加藤 初美 北海道 中川郡池田町 1 2017/6/11 十勝 005
入来院 重樹 北海道 帯広市 1 2017/6/11 十勝 008
森 信貴 北海道 帯広市 1 2017/6/11 十勝 009
遠藤 淳一 福井県 吉田郡永平寺町 1 2017/6/4 越前 001
中田 敏雄 石川県 金沢市 1 2017/6/4 越前 003
北川 真弓 石川県 金沢市 1 2017/6/4 越前 004
伊藤 ゆき代 福井県 坂井市 1 2017/6/4 越前 007
臼井 渉 福井県 大野市 1 2017/6/4 越前 011
安田 良一 千葉県 四街道市 1 2017/6/4 千蕎 004
椎野 靖浩 千葉県 千葉市緑区 1 2017/6/4 千蕎 005
時久 里美 千葉県 市川市 千葉手打ち蕎麦の会 1 2017/6/4 千蕎 006
坂本 彩人 埼玉県 蓮田市 1 2017/6/4 千蕎 012
時久 寛司 千葉県 市川市 千葉手打ち蕎麦の会 1 2017/6/4 千蕎 013
神田 正規 埼玉県 川口市 1 2017/6/4 千蕎 014
秋元 幸夫 宮城県 遠田郡涌谷町 1 2017/6/3 仙台 002
佐藤 文枝 宮城県 仙台市若林区 1 2017/6/3 仙台 004
後藤 浩二 宮城県 名取市 1 2017/6/3 仙台 005
大宮 譲司 宮城県 仙台市青葉区 1 2017/6/3 仙台 008
中村 稜久 岩手県 盛岡市 1 2017/6/3 仙台 012
遠藤 成斗 岩手県 八幡平市 1 2017/6/3 仙台 014
宇部 匠真 岩手県 滝沢市 1 2017/6/3 仙台 015
服部 隆志 福島県 二本松市 1 2017/6/3 仙台 017
佐藤 耕司 宮城県 刈田郡蔵王町 1 2017/6/3 仙台 021



石川 公夫 神奈川県 横浜市緑区 1 2017/6/3 東京 001
小口 智津子 神奈川県 秦野市 1 2017/6/3 東京 002
川島 英郎 神奈川県 川崎市宮前区 1 2017/6/3 東京 003
菊地 清市 神奈川県 平塚市 1 2017/6/3 東京 004
澁井 純子 東京都 三鷹市 1 2017/6/3 東京 006
鶴田 長秀 山梨県 南都留郡西桂町 三ツ峠そば打ち愛好会 1 2017/6/3 東京 008
西山 秀比古 東京都 杉並区 1 2017/6/3 東京 011
石政 忠 北海道 札幌市豊平区 1 2017/4/29 石狩 006
鬼柳 等 北海道 札幌市北区 1 2017/4/29 石狩 011
横山 邦紘 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 1 2017/4/29 石狩 018
相川 春生 北海道 留萌市 1 2017/4/29 石狩 021
髙島 健二 北海道 札幌市南区 札幌蕎道会 1 2017/4/29 石狩 024
本澤 功 栃木県 那須塩原市 1 2017/4/23 那須 003
池田 久博 新潟県 柏崎市 1 2017/4/23 那須 004
中津川 裕昭 栃木県 大田原市 1 2017/4/23 那須 007
石黒 学 栃木県 小山市 1 2017/4/23 那須 012
高橋 勝子 栃木県 宇都宮市 1 2017/4/23 那須 013
小林 歩夢 埼玉県 南埼玉郡宮代町 1 2017/4/23 那須 016
小野 絢子 栃木県 宇都宮市 1 2017/4/23 那須 017
早乙女 修 栃木県 鹿沼市 1 2017/4/23 那須 019
金子 森音 埼玉県 春日部市 1 2017/4/23 那須 026
眞田 安悦 北海道 函館市 1 2017/4/9 道南 001
清水 英子 北海道 有珠郡壮瞥町 1 2017/4/9 道南 006
水野 美智子 北海道 二海郡八雲町 1 2017/4/9 道南 009
森田 彰 北海道 久遠郡せたな町 1 2017/4/9 道南 011
横山 敏昭 北海道 伊達市 1 2017/4/9 道南 014
杉野 直志 佐賀県 鳥栖市 1 2017/3/11 北九州 006
天本 寿之 佐賀県 鳥栖市 1 2017/3/11 北九州 007
鳥養 広光 福岡県 北九州市小倉南区 1 2017/3/11 北九州 012
平井 芙美子 福岡県 北九州市小倉南区 1 2017/3/11 北九州 013
河野 真希子 福岡県 うきは市 1 2017/3/11 北九州 015
髙倉 正憲 福岡県 うきは市 1 2017/3/11 北九州 016
中山 和成 福岡県 久留米市 1 2017/3/11 北九州 017
金子 真代 福岡県 うきは市 1 2017/3/11 北九州 018
門脇 美恵子 福岡県 うきは市 1 2017/3/11 北九州 019
田邉 若美 大分県 豊後高田市 1 2017/3/11 北九州 023
早田 そのみ 大分県 豊後高田市 1 2017/3/11 北九州 024
吉中 松子 福岡県 北九州市小倉北区 1 2017/3/11 北九州 025
二ノ宮 秀博 福岡県 北九州市小倉北区 平尾台手打ちそば倶楽部 1 2017/3/11 北九州 027
石井 隆裕 北海道 雨竜郡北竜町 1 2017/2/26 北竜 002
西山 詩織 北海道 雨竜郡沼田町 1 2017/2/26 北竜 003
菊入 敏雄 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2017/2/26 北竜 005
染川 明信 北海道 中川郡美深町 1 2017/2/26 北竜 006
野田 雅巳 北海道 深川市 1 2017/2/26 北竜 008
森岡 俊行 北海道 雨竜郡北竜町 1 2017/2/26 北竜 011
小熊 啓太 北海道 中川郡音威子府村 1 2017/2/26 北竜 014
髙見 明 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2017/2/26 北竜 015
牛尾 千里 北海道 中川郡美深町 1 2017/2/26 北竜 016
田中 三千代 長野県 東御市 1 2017/2/12 神川 004
青木 輝男 埼玉県 春日部市 1 2017/2/12 神川 010
宮下 敏照 長野県 上田市 1 2017/2/12 神川 012
北澤 利雄 長野県 上田市 1 2017/2/12 神川 013
佐藤 恵一 長野県 小県郡長和町 1 2017/2/12 神川 014
飛田 大地 茨城県 那珂郡東海村 1 2017/1/27 茨城 008
下山田 幸 茨城県 高萩市 1 2017/1/27 茨城 009
角田 明 茨城県 ひたちなか市 いばらき蕎麦の会 1 2017/1/27 茨城 012
飛田 結衣 茨城県 水戸市 1 2017/1/27 茨城 019
佐々木 佳織 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2017/1/14 埼玉 009
藤村 敬子 栃木県 下都賀郡野木町 1 2017/1/14 埼玉 010



宮本 亜実 埼玉県 秩父市 1 2017/1/14 埼玉 012
高野 潔 千葉県 我孫子市 こもれび蕎麦の会 1 2017/1/14 埼玉 018
土屋 由美子 埼玉県 秩父市 1 2017/1/14 埼玉 021
櫻井 千咲 埼玉県 秩父市 1 2017/1/14 埼玉 024
佐藤 五雄 埼玉県 狭山市 1 2017/1/14 埼玉 026
高石 宏 埼玉県 上尾市 1 2017/1/14 埼玉 029
飛鳥馬 栄 埼玉県 狭山市 1 2017/1/14 埼玉 038
小黒 秀夫 埼玉県 春日部市 1 2017/1/14 埼玉 042
入 あかね 埼玉県 川口市 1 2017/1/14 埼玉 047
角川 浩二 埼玉県 さいたま市中央区 1 2017/1/14 埼玉 050
根本 敦子 埼玉県 桶川市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 1 2017/1/14 埼玉 052
大庭 志う子 埼玉県 桶川市 さいたま蕎麦打ち倶楽部北本 1 2017/1/14 埼玉 053
黒田 毅 埼玉県 深谷市 1 2017/1/14 埼玉 054
長坪 隆 千葉県 松戸市 1 2017/1/14 埼玉 055
新井 曉美 茨城県 つくば市 1 2017/1/14 埼玉 056
秋山 英昭 埼玉県 羽生市 1 2017/1/14 埼玉 058
橋本 京子 福島県 いわき市 1 2016/12/4 いわき 001
田中 孝平 福島県 石川郡石川町 1 2016/12/4 いわき 002
瀬谷 奈々美 福島県 石川郡平田村 1 2016/12/4 いわき 004
滝 浩大 茨城県 北茨城市 1 2016/12/4 いわき 006
鈴木 すみ子 宮城県 亘理郡亘理町 1 2016/12/4 いわき 007
佐藤 あつ子 福島県 いわき市 1 2016/12/4 いわき 008
新井田 美咲 福島県 喜多方市 1 2016/12/4 いわき 010
大島 鉄弥 福島県 郡山市 郡山西地区そば打ち団体連合会 1 2016/12/4 いわき 011
志賀 隆貞 福島県 西白河郡西郷村 1 2016/12/4 いわき 013
矢吹 智宏 福島県 いわき市 1 2016/12/4 いわき 014
平出 俊明 静岡県 浜松市南区 1 2016/12/4 根羽 001
長谷川 芳孝 愛知県 碧南市 1 2016/12/4 根羽 002
佐津川 秀雄 愛知県 豊川市 1 2016/12/4 根羽 005
前田 耕司 愛知県 名古屋市緑区 1 2016/12/4 根羽 010
井熊 博史 静岡県 磐田市 1 2016/12/4 根羽 012
杉浦 一也 愛知県 碧南市 1 2016/12/4 根羽 013
大場 啓司 静岡県 浜松市中区 1 2016/12/4 根羽 015
増田 昭治 静岡県 浜松市南区 1 2016/12/4 根羽 020
杉浦 隆 愛知県 碧南市 1 2016/12/4 根羽 025
矢島 昇 静岡県 磐田市 1 2016/12/4 根羽 029
大沼 保彦 山形県 西置賜郡川西町 1 2016/12/3 寒河江 001
後藤 哲也 宮城県 仙台市宮城野区 1 2016/12/3 寒河江 002
町田 博行 山形県 長井市 1 2016/12/3 寒河江 007
久野 英忠 愛知県 海部郡蟹江町 1 2016/11/27 名古屋 003
成瀬 久雄 愛知県 名古屋市天白区 1 2016/11/27 名古屋 004
多田 義行 愛知県 名古屋市北区 1 2016/11/27 名古屋 005
萩原 貴司 愛知県 あま市 1 2016/11/27 名古屋 006
村﨑 謙吉 岐阜県 高山市 1 2016/11/27 名古屋 009
望月 文昭 岐阜県 可児市 1 2016/11/27 名古屋 010
森田 樹久雄 静岡県 浜松市西区 1 2016/11/27 名古屋 011
安岡 太郎 愛知県 稲沢市 1 2016/11/27 名古屋 012
内舘 隆 三重県 四日市市 1 2016/11/26 いなべ 002
濱 益伸 三重県 三重郡川越町 1 2016/11/26 いなべ 006
西教 孝則 三重県 鈴鹿市 1 2016/11/26 いなべ 010
日下 長豊 三重県 いなべ市 1 2016/11/26 いなべ 012
河野 昭雄 三重県 四日市市 1 2016/11/26 いなべ 017
藤森 光 兵庫県 西宮市 1 2016/11/26 尾道 003
金光 節江 岡山県 岡山市北区 1 2016/11/26 尾道 005
立畑 郁子 岡山県 岡山市北区 1 2016/11/26 尾道 006
猪原 進 広島県 呉市 1 2016/11/26 尾道 011
三宅 浩一 岡山県 浅口市 1 2016/11/26 尾道 013
萩 実朗 広島県 三原市 1 2016/11/26 尾道 015
平岡 美里 愛媛県 喜多郡内子町 1 2016/11/26 尾道 018



久保田 実来 愛媛県 喜多郡内子町 1 2016/11/26 尾道 019
藤本 優介 愛媛県 大洲市 1 2016/11/26 尾道 020
上田 大貴 愛媛県 大洲市 1 2016/11/26 尾道 021
古宮 富士子 福島県 郡山市 1 2016/11/20 日光 001
平野 徹 福島県 会津若松市 1 2016/11/20 日光 004
山本 弘子 栃木県 小山市 1 2016/11/20 日光 010
河田 香織 栃木県 宇都宮市 1 2016/11/20 日光 012
半澤 ツジ子 福島県 耶麻郡猪苗代町 1 2016/11/20 日光 018
鈴木 喜三郎 栃木県 河内郡上三川町 1 2016/11/20 日光 019
中阪 健一 奈良県 大和郡山市 1 2016/11/19 泉北 002
立石 秀人 奈良県 葛城市 1 2016/11/19 泉北 005
薮下 英治 大阪府 和泉市 1 2016/11/19 泉北 006
加嶋 洋祐 兵庫県 宝塚市 1 2016/11/19 泉北 007
藤田 美知恵 沖縄県 うるま市 1 2016/11/19 泉北 008
宇野 美知子 京都府 八幡市 1 2016/11/19 泉北 010
副島 修 大阪府 羽曳野市 1 2016/11/19 泉北 014
喜多 研二 大阪府 和泉市 1 2016/11/19 泉北 016
西田 靖 大阪府 岸和田市 1 2016/11/19 泉北 017
和田 洋子 岡山県 岡山市南区 備前三たて会 1 2016/11/19 泉北 021
西村 光平 大阪府 大阪市淀川区 1 2016/11/19 泉北 023
吉山 晃 兵庫県 尼崎市 1 2016/11/19 泉北 024
北本 良弘 大阪府 大東市 1 2016/11/19 泉北 026
西野 佳宏 大阪府 大阪狭山市 1 2016/11/19 泉北 027
麻野 めぐみ 大阪府 大阪市北区 1 2016/11/19 泉北 028
富田 桂一 兵庫県 丹波市 1 2016/11/19 泉北 032
小山 拓也 北海道 旭川市 1 2016/11/6 東神楽 001
野中 瑞稀 北海道 旭川市 1 2016/11/6 東神楽 005
梅木 道春 北海道 旭川市 1 2016/11/6 東神楽 013
小林 政利 北海道 苫前郡羽幌町 1 2016/11/6 東神楽 017
安藤 福太郎 北海道 札幌市北区 1 2016/10/15 江別 003
黒澤 良恒 北海道 岩見沢市 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 1 2016/10/15 江別 012
伊賀 真寿美 北海道 札幌市北区 1 2016/10/15 江別 013
進藤 聖一 北海道 札幌市厚別区 1 2016/10/15 江別 015
菅原 好一 北海道 江別市 北海道空知上砂川手打ちそば愛好会 1 2016/10/15 江別 016
川口 雅夫 大阪府 茨木市 1 2016/10/2 三田 024
椎葉 円 大阪府 豊中市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2016/10/2 三田 029
原 洋平 千葉県 市川市 1 2016/10/2 三田 031
髙畠 貞夫 大阪府 三島郡島本町 1 2016/10/2 三田 035
小池 愛哉 大阪府 茨木市 1 2016/10/2 三田 044
大北 好美 三重県 松阪市 1 2016/10/2 三田 046
東上床 友子 大阪府 藤井寺市 1 2016/10/2 三田 047
源 義秋 大阪府 東大阪市 1 2016/10/2 三田 050
華岡 民恵 大阪府 茨木市 1 2016/10/2 三田 051
渡瀬 博己 奈良県 大和高田市 1 2016/10/2 三田 053
合川 勇歩 大阪府 池田市 1 2016/10/2 三田 055
山下 小有紀 大阪府 茨木市 1 2016/10/2 三田 057
森本 知勝 三重県 松阪市 1 2016/10/2 三田 058
森田 幹生 三重県 松阪市 1 2016/10/2 三田 060
窪田 成男 奈良県 北葛城郡広陵町 植田塾そば打ち倶楽部 1 2016/10/2 三田 065
田口 伸一 神奈川県 横浜市鶴見区 1 2016/10/2 板橋 001
梅島 孝一 神奈川県 横浜市港北区 1 2016/10/2 板橋 002
金内 多賀秋 東京都 江戸川区 1 2016/10/2 板橋 009
金刺 義久 東京都 大田区 1 2016/10/2 板橋 011
長谷川 一也 埼玉県 鴻巣市 1 2016/10/2 板橋 014
十川 幸子 東京都 江戸川区 1 2016/10/2 板橋 016
日比野 久男 神奈川県 小田原市 1 2016/10/2 板橋 018
黒石 将弘 千葉県 八千代市 1 2016/10/2 板橋 019
井上 晴夫 兵庫県 姫路市網干区 1 2016/10/1 三田 003
倉田 積 兵庫県 姫路市 1 2016/10/1 三田 004



岸野 靖典 兵庫県 神戸市東灘区 1 2016/10/1 三田 007
中野 透 兵庫県 尼崎市 1 2016/10/1 三田 011
木村 達郎 兵庫県 西宮市 1 2016/10/1 三田 012
久保 恵美子 兵庫県 神戸市西区 1 2016/10/1 三田 013
田中 美穂 兵庫県 神戸市東灘区 1 2016/10/1 三田 015
北垣 新一 兵庫県 宝塚市 1 2016/10/1 三田 016
福嶋 強 兵庫県 姫路市大津区 1 2016/10/1 三田 017
足利 一 兵庫県 宝塚市 1 2016/10/1 三田 022
田村 伊織 群馬県 沼田市 1 2016/9/25 老神 004
小林 由季 埼玉県 白岡市 1 2016/9/25 老神 007
伊平 里桜 群馬県 沼田市 1 2016/9/25 老神 013
渡邊 美優 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2016/9/25 老神 017
佐藤 弘 群馬県 桐生市 1 2016/9/25 老神 022
江積 勇樹 群馬県 高崎市 1 2016/9/25 老神 023
星野 結 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2016/9/25 老神 024
桑子 敏行 群馬県 みどり市 1 2016/9/25 老神 025
大森 桃花 群馬県 佐波郡玉村町 1 2016/9/25 老神 027
須田 風花 群馬県 沼田市 1 2016/9/25 老神 028
井上 麻菜美 群馬県 沼田市 1 2016/9/25 老神 035
阿部 洸美 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2016/9/25 老神 037
生方 優奈 群馬県 沼田市 1 2016/9/25 老神 039
星 惠陽 群馬県 高崎市 1 2016/9/25 老神 040
椛澤 秀幸 群馬県 吾妻郡東吾妻町 1 2016/9/25 老神 041
川島 きみ江 群馬県 太田市 1 2016/9/25 老神 043
星野 邦彦 群馬県 沼田市 1 2016/9/25 老神 050
小渕 菜々美 群馬県 吾妻郡高山村 1 2016/9/25 老神 052
飯塚 遥菜 長野県 飯山市 1 2016/9/18 松本 003
岡地 俊季 長野県 長野市 1 2016/9/18 松本 007
岸田 拓実 長野県 飯山市 1 2016/9/18 松本 008
関 みゆき 長野県 上田市 1 2016/9/18 松本 014
安蒜 勇市 千葉県 松戸市 1 2016/9/17 千葉 004
三尾 清美 千葉県 八街市 1 2016/9/17 千葉 008
森木 務 千葉県 船橋市 1 2016/9/17 千葉 012
平本 光良 茨城県 取手市 1 2016/9/17 千葉 018
鈴木 孝子 千葉県 夷隅郡大多喜町 1 2016/9/17 千葉 019
長谷川 利江 千葉県 四街道市 1 2016/9/17 千葉 031
大井 康章 千葉県 大網白里市 1 2016/9/17 千葉 043
時田 光男 千葉県 船橋市 1 2016/9/17 千葉 045
御園生 靖雄 千葉県 市原市 千葉県そば推進協議会 1 2016/9/17 千葉 047
飯島 敏子 千葉県 香取市 1 2016/9/17 千葉 048
佐藤 正裕 千葉県 東金市 1 2016/9/17 千葉 049
森田 一雄 千葉県 千葉市稲毛区 1 2016/9/17 千葉 051
榊田 律子 千葉県 長生郡白子町 1 2016/9/17 千葉 052
一間 新平 北海道 苫小牧市 1 2016/7/17 苫小牧 002
富樫 佳子 北海道 小樽市 1 2016/7/17 苫小牧 003
中村 勝博 北海道 恵庭市 1 2016/7/17 苫小牧 004
湊 春美 北海道 小樽市 小樽手打ちそば群来の会 1 2016/7/17 苫小牧 013
吉田 拓矢 北海道 登別市 1 2016/7/17 苫小牧 017
関谷 長昭 北海道 江別市 1 2016/7/17 苫小牧 020
浅野 勇吾 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 002
栗田 美奈 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 009
齋藤 花凜 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 012
齋藤 弘大 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 013
奥野 颯 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 022
柴田 飛惟 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 023
田澤 晟人 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 025
藤部 晃太 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 026
岡本 義久 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 027
小野 桂瑚 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 028



小見山 麦 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 029
芳賀 未華 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 030
林 久美子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/7/7 幌加内 031
齊藤 いづみ 福井県 あわら市 1 2016/7/3 美山 003
髙橋 昌子 北海道 目梨郡羅臼町 1 2016/6/26 中標津 005
大本 高広 北海道 釧路郡釧路町 釧路そば打ち同好会 1 2016/6/26 中標津 009
宮岡 陽一 北海道 標津郡中標津町 1 2016/6/26 中標津 011
大林 敏朗 北海道 標津郡中標津町 1 2016/6/26 中標津 013
嶋宮 政樹 北海道 帯広市 1 2016/6/19 十勝 001
八鍬 隆司 北海道 河東郡音更町 1 2016/6/19 十勝 006
鉾館 佳伸 北海道 中川郡幕別町 1 2016/6/19 十勝 007
臼杵 清治 北海道 帯広市 1 2016/6/19 十勝 008
Ａngelique Ｃour 北海道 帯広市 1 2016/6/19 十勝 016
佐藤 秀司 北海道 上川郡新得町 1 2016/6/19 十勝 018
佐々木 博康 北海道 上川郡新得町 1 2016/6/19 十勝 023
飯嶋 洋子 北海道 帯広市 1 2016/6/19 十勝 025
渡邊 靖史 宮城県 仙台市宮城野区 1 2016/6/18 仙台 008
渡邊 長松 宮城県 柴田郡村田町 1 2016/6/18 仙台 009
齋藤 房幸 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 1 2016/6/18 仙台 010
佐藤 公一 福島県 伊達郡川俣町 1 2016/6/18 仙台 012
佐藤 紗奈 岩手県 滝沢市 1 2016/6/18 仙台 015
小林 保博 宮城県 仙台市泉区 1 2016/6/18 仙台 016
菅野 翔太 宮城県 仙台市泉区 1 2016/6/18 仙台 018
田崎 憲一 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 1 2016/6/18 仙台 021
佐竹 憲司 宮城県 仙台市泉区 1 2016/6/18 仙台 022
鈴木 彩乃 岩手県 滝沢市 1 2016/6/18 仙台 026
今野 太久磨 宮城県 柴田郡川崎町 1 2016/6/18 仙台 027
岡崎 正光 宮城県 柴田郡川崎町 1 2016/6/18 仙台 030
鈴木 峯一 宮城県 仙台市青葉区 1 2016/6/18 仙台 031
菅野 秀子 福島県 伊達市 1 2016/6/18 仙台 034
小室 よし子 宮城県 白石市 1 2016/6/18 仙台 035
佐藤 保洋 宮城県 仙台市泉区 1 2016/6/18 仙台 036
吉成 茂明 北海道 赤平市 1 2016/6/11 奈井江 002
田口 倫之 北海道 札幌市南区 1 2016/6/11 奈井江 007
平野 貫三郎 神奈川県 横浜市緑区 1 2016/6/4 東京 011
西脇 正俊 東京都 三鷹市 1 2016/6/4 東京 013
鳥居 和寛 千葉県 船橋市 1 2016/6/4 東京 017
五十嵐 実 愛知県 一宮市 1 2016/6/4 東京 019
鈴木 直樹 東京都 西東京市 1 2016/6/4 東京 020
佐藤 雅美 東京都 板橋区 1 2016/6/4 東京 021
野村 勝 石川県 金沢市 ＮＰＯ法人　越前そば連合 1 2016/5/29 越前 009
南 紀子 富山県 氷見市 九頭龍工房富山そば道場 1 2016/5/29 越前 016
北野 真吾 福井県 大野市 1 2016/5/29 越前 021
久保 和弘 福井県 勝山市 1 2016/5/29 越前 022
鈴木 俊幸 千葉県 市川市 1 2016/5/29 千蕎 003
園田 健剛 千葉県 八街市 1 2016/5/29 千蕎 008
荒木 要 千葉県 八千代市 1 2016/5/29 千蕎 013
長谷川 徹 千葉県 市川市 1 2016/5/29 千蕎 014
市原 健治 千葉県 市川市 1 2016/5/29 千蕎 019
石直 賀代子 北海道 札幌市厚別区 1 2016/4/29 石狩 011
長友 嗣晃 北海道 千歳市 1 2016/4/29 石狩 014
三上 公恵 北海道 小樽市 1 2016/4/29 石狩 015
山下 治男 神奈川県 相模原市緑区 1 2016/4/10 那須 006
室井 貴子 栃木県 那須塩原市 1 2016/4/10 那須 009
川﨑 幸子 栃木県 那須塩原市 1 2016/4/10 那須 013
前田 たつえ 栃木県 大田原市 1 2016/4/10 那須 017
井跡 源一 埼玉県 春日部市 1 2016/4/10 那須 018
黒澤 彰貞 栃木県 宇都宮市 1 2016/4/10 那須 019
磯 弘之 栃木県 宇都宮市 1 2016/4/10 那須 023



篠﨑 幸男 栃木県 栃木市 1 2016/4/10 那須 024
佐々木 賢博 福島県 郡山市 1 2016/3/19 山都 003
渡部 八重子 福島県 南会津郡南会津町 1 2016/3/19 山都 005
伊藤 律子 福島県 田村郡三春町 1 2016/3/19 山都 007
本田 昌司 福島県 郡山市 1 2016/3/19 山都 009
鹿目 照久 福島県 会津若松市 1 2016/3/19 山都 011
越川 朱美 福島県 郡山市 1 2016/3/19 山都 013
石井 竜宏 福島県 会津若松市 1 2016/3/19 山都 014
佐藤 彩美 福島県 喜多方市 1 2016/3/19 山都 020
阿部 裕一 福島県 伊達郡梁川町 1 2016/3/19 山都 022
垣内 健佑 北海道 久遠郡せたな町 1 2016/3/13 道南 001
石野 佳枝 北海道 山越郡長万部町 1 2016/3/13 道南 004
干場 たまみ 北海道 二海郡八雲町 1 2016/3/13 道南 013
渡辺 孝 北海道 伊達市 1 2016/3/13 道南 016
横山 知彦 北海道 函館市 1 2016/3/13 道南 019
花田 理夫 北海道 茅部郡森町 1 2016/3/13 道南 023
高橋 雅記 北海道 伊達市 1 2016/3/13 道南 025
梅田 かをる 北海道 札幌市南区 1 2016/2/28 北竜 008
大家 優 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/2/28 北竜 009
山田 晋也 北海道 深川市 秩父別そば打ち同好会 1 2016/2/28 北竜 011
髙畑 恵 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/2/28 北竜 019
長谷川 広恵 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/2/28 北竜 020
西田 康二 北海道 雨竜郡秩父別町 秩父別そば打ち同好会 1 2016/2/28 北竜 021
栗田 富太郎 愛知県 岡崎市 1 2016/2/28 北竜 022
原田 和茂 北海道 旭川市 1 2016/2/28 北竜 023
髙橋 知子 北海道 旭川市 1 2016/2/28 北竜 025
渡邉 忠司 北海道 赤平市 1 2016/2/28 北竜 027
樋渡 雅斗 北海道 旭川市 1 2016/2/28 北竜 028
本間 絢 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2016/2/28 北竜 030
藤田 悦子 北海道 留萌市 1 2016/2/28 北竜 031
下田 一子 埼玉県 春日部市 1 2016/2/7 神川 002
金子 哲也 新潟県 十日町市 1 2016/2/7 神川 003
三浦 望東 神奈川県 平塚市 1 2016/2/7 神川 004
安永 安之 埼玉県 越谷市 1 2016/2/7 神川 006
竹内 瑞稀 長野県 小県郡長和町 1 2016/2/7 神川 007
小池 靖子 長野県 小県郡長和町 1 2016/2/7 神川 010
武内 美栄子 長野県 小県郡長和町 1 2016/2/7 神川 011
名子屋 勇 埼玉県 草加市 1 2016/2/7 神川 017
龍野 正子 長野県 小県郡長和町 1 2016/2/7 神川 018
磯部 美和子 長野県 小県郡長和町 1 2016/2/7 神川 019
大堀 晴香 長野県 小県郡長和町 1 2016/2/7 神川 020
竹内 美幸 長野県 小県郡長和町 1 2016/2/7 神川 021
本郷 賢 茨城県 ひたちなか市 1 2016/1/29 茨城 007
田中 博文 茨城県 水戸市 いばらき蕎麦の会 1 2016/1/29 茨城 008
野口 英幸 栃木県 那須塩原市 1 2016/1/29 茨城 009
小髙 俊男 栃木県 大田原市 1 2016/1/29 茨城 011
内田 淳美 神奈川県 小田原市 1 2016/1/29 茨城 014
渡辺 敏幸 神奈川県 南足柄市 1 2016/1/29 茨城 018
石川 州洋 神奈川県 小田原市 1 2016/1/29 茨城 019
藤田 智嗣 茨城県 石岡市 1 2016/1/29 茨城 021
張替 てる子 茨城県 坂東市 1 2016/1/29 茨城 022
戸田 智子 福島県 会津若松市 1 2016/1/29 茨城 024
茅根 圭子 茨城県 那珂市 いばらき蕎麦の会 1 2016/1/29 茨城 025
鈴木 昌子 茨城県 常陸大宮市 1 2016/1/29 茨城 026
浦野 幸泰 埼玉県 南埼玉郡宮代町 1 2016/1/16 埼玉 024
吉澤 昇 埼玉県 さいたま市南区 1 2016/1/16 埼玉 026
山口 文彦 埼玉県 春日部市 けやき蕎麦打ち同好会 1 2016/1/16 埼玉 029
馬場 子孝 埼玉県 さいたま市中央区 1 2016/1/16 埼玉 033
小倉 賢治 神奈川県 横浜市金沢区 1 2016/1/16 埼玉 035



岩田 瑞季 埼玉県 秩父市 1 2016/1/16 埼玉 039
田端 花菜 埼玉県 秩父市 1 2016/1/16 埼玉 040
加藤 孝司 埼玉県 久喜市 1 2016/1/16 埼玉 041
宮下 満琳 埼玉県 桶川市 1 2016/1/16 埼玉 043
髙橋 さよ子 埼玉県 蕨市 1 2016/1/16 埼玉 044
五十部 光明 栃木県 佐野市 1 2016/1/16 埼玉 047
大村 芳美 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 1 2016/1/16 埼玉 050
石井 行雄 埼玉県 鴻巣市 1 2016/1/16 埼玉 052
設楽 透 埼玉県 秩父市 1 2016/1/16 埼玉 055
昆 修司 埼玉県 春日部市 1 2016/1/16 埼玉 059
齋藤 亜衣理 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2016/1/16 埼玉 060
阿部 瑞希 埼玉県 秩父郡長瀞町 1 2016/1/16 埼玉 061
鈴木 節子 栃木県 河内郡上三川町 1 2016/1/16 埼玉 063
遠藤 昌弘 茨城県 古河市 1 2016/1/16 埼玉 066
三浦 祐乃 埼玉県 越谷市 1 2016/1/16 埼玉 068
大友 精二 東京都 豊島区 1 2016/1/15 埼玉 002
岸本 茂孝 群馬県 高崎市 1 2016/1/15 埼玉 003
須甲 恭平 千葉県 市川市 1 2016/1/15 埼玉 004
森田 彰 埼玉県 久喜市 1 2016/1/15 埼玉 005
佐藤 博 埼玉県 春日部市 1 2016/1/15 埼玉 010
金平 京子 東京都 板橋区 1 2016/1/15 埼玉 014
蓮場 英理子 群馬県 中野区 1 2016/1/15 埼玉 015
鮫島 憲生 千葉県 白井市 1 2016/1/15 埼玉 016
石川 昭司 福島県 郡山市 1 2015/12/13 いわき 003
矢吹 健 福島県 石川郡平田村 1 2015/12/13 いわき 006
庄司 久志郎 宮城県 亘理郡山元町 1 2015/12/13 いわき 016
長内 志郎 宮城県 岩沼市 1 2015/12/13 いわき 017
富塚 義勝 福島県 いわき市 1 2015/12/13 いわき 018
樋口 昌子 宮城県 仙台市青葉区 1 2015/12/13 いわき 019
石原 節子 宮城県 亘理郡亘理町 1 2015/12/13 いわき 021
大槻 典子 宮城県 岩沼市 1 2015/12/13 いわき 022
高橋 力 宮城県 亘理郡山元町 1 2015/12/13 いわき 023
東海林 好文 福島県 相馬市 1 2015/12/13 いわき 024
萩原 恭子 宮城県 亘理郡山元町 1 2015/12/13 いわき 025
内海 軍二 岡山県 岡山市北区 1 2015/12/12 尾道 001
小林 久恭 岡山県 美作市 1 2015/12/12 尾道 002
難波 晃 広島県 東広島市 東広島そばの会 1 2015/12/12 尾道 014
青山 光夫 岡山県 岡山市北区 1 2015/12/12 尾道 016
片山 恵子 岡山県 井原市 1 2015/12/12 尾道 019
秋田 正敏 広島県 福山市 1 2015/12/12 尾道 020
藤井 恒宏 広島県 福山市 1 2015/12/12 尾道 033
髙橋 裕子 広島県 福山市 1 2015/12/12 尾道 036
海野 利一 三重県 津市 1 2015/12/6 根羽 001
鈴木 岐 静岡県 袋井市 1 2015/12/6 根羽 002
田代 直 静岡県 浜松市北区 1 2015/12/6 根羽 004
坂本 政幸 岐阜県 高山市 1 2015/12/6 根羽 007
久野 廣美 愛知県 知多市 とこなめそば打ち道場 1 2015/12/6 根羽 008
松尾 光代 長野県 安曇野市 1 2015/12/6 根羽 009
滝本 広治 岐阜県 高山市 1 2015/12/6 根羽 011
井上 忠士 愛知県 常滑市 1 2015/12/6 根羽 012
佐藤 茂一 宮城県 伊具郡丸森町 1 2015/12/5 寒河江 009
吉岡 昭男 岩手県 盛岡市 1 2015/12/5 寒河江 010
石塚 宏則 群馬県 伊勢崎市 1 2015/11/23 日光 001
渡邊 久子 福島県 郡山市 1 2015/11/23 日光 003
岩間 充行 栃木県 芳賀郡益子町 1 2015/11/23 日光 007
稲葉 一雄 栃木県 下野市 1 2015/11/23 日光 008
川俣 洋恵 茨城県 結城市 1 2015/11/23 日光 010
佐藤 洋子 栃木県 小山市 1 2015/11/23 日光 011
海老澤 国男 群馬県 伊勢崎市 1 2015/11/23 日光 013



興津 二郎 栃木県 那須塩原市 1 2015/11/23 日光 016
川畑 隆一 栃木県 鹿沼市 1 2015/11/23 日光 019
松村 正弘 滋賀県 草津市 1 2015/11/21 いなべ 001
中崎 勝司 三重県 亀山市 1 2015/11/21 いなべ 003
長谷川 清 三重県 津市 1 2015/11/21 いなべ 005
阿部 聡 三重県 いなべ市 1 2015/11/21 いなべ 006
熊谷 美保 三重県 三重郡菰野町 1 2015/11/21 いなべ 007
向井 和子 三重県 北牟婁郡紀北町 1 2015/11/21 いなべ 008
山田 栄二 三重県 いなべ市 1 2015/11/21 いなべ 010
原 佳代子 三重県 鈴鹿市 1 2015/11/21 いなべ 012
前 信一 三重県 伊賀市 1 2015/11/21 いなべ 013
青井 眞二 愛知県 春日井市 1 2015/11/21 いなべ 016
稲垣 由紀 三重県 四日市市 1 2015/11/21 いなべ 017
菱田 博美 三重県 津市 1 2015/11/21 いなべ 019
牧野 希代之 三重県 伊賀市 1 2015/11/21 いなべ 020
佐藤 大樹 三重県 三重郡菰野町 1 2015/11/21 いなべ 026
和田 恵一 大阪府 堺市堺区 1 2015/11/15 泉北 002
平田 正範 大阪府 大阪市東住吉区 1 2015/11/15 泉北 004
柴田 雅博 大阪府 大阪市東住吉区 1 2015/11/15 泉北 005
小西 登代子 大阪府 八尾市 1 2015/11/15 泉北 007
西川 みどり 大阪府 河内長野市 河内そば打ち会 1 2015/11/15 泉北 008
大塚 義己 大阪府 柏原市 1 2015/11/15 泉北 009
大東 則之 大阪府 八尾市 1 2015/11/15 泉北 010
西村 英子 大阪府 河内長野市 河内そば打ち会 1 2015/11/15 泉北 011
前田 冨美子 大阪府 和泉市 1 2015/11/15 泉北 012
長谷川 雅幸 大阪府 河内長野市 1 2015/11/15 泉北 013
板屋 博子 大阪府 大東市 1 2015/11/15 泉北 014
覚野 允利 大阪府 岸和田市 1 2015/11/15 泉北 016
伊藤 陽三 大阪府 四条畷市 1 2015/11/15 泉北 024
安仁屋 政夫 愛知県 北名古屋市 1 2015/11/15 名古屋 001
善田 健一 神奈川県 川崎市麻生区 1 2015/11/15 名古屋 003
伊藤 正昭 岐阜県 可児市 1 2015/11/15 名古屋 004
平林 寛修 岐阜県 高山市 1 2015/11/15 名古屋 008
前野 克典 東京都 小平市 1 2015/11/15 名古屋 012
小久保 勝文 岐阜県 可児市 1 2015/11/15 名古屋 013
相馬 麻里 北海道 旭川市 1 2015/11/8 当麻 009
佐藤 淳子 北海道 旭川市 1 2015/11/8 当麻 011
古川 幸男 北海道 旭川市 1 2015/11/8 当麻 015
蓬田 ます美 北海道 旭川市 1 2015/11/8 当麻 016
水野 宏 北海道 江別市 1 2015/10/10 江別 002
小西 幸弘 北海道 江別市 1 2015/10/10 江別 003
和賀 則志 北海道 江別市 1 2015/10/10 江別 004
鈴木 進 北海道 札幌市東区 1 2015/10/10 江別 006
板東 隆幸 北海道 江別市 1 2015/10/10 江別 008
池田 由紀子 北海道 江別市 1 2015/10/10 江別 009
丸山 裕 北海道 江別市 1 2015/10/10 江別 010
強田 国夫 大阪府 大阪市淀川区 1 2015/10/4 三田 031
山本 清二 兵庫県 西宮市 植田塾そば打ち倶楽部 1 2015/10/4 三田 032
上田 晃司 兵庫県 加古川市 1 2015/10/4 三田 036
中尾 英子 大阪府 大阪市福島区 1 2015/10/4 三田 039
熊本 智也 大阪府 豊中市 1 2015/10/4 三田 042
濱田 法男 大阪府 大阪市鶴見区 1 2015/10/4 三田 046
太田 晴斗 大阪府 池田市 1 2015/10/4 三田 048
與座 琉生 兵庫県 川西市 1 2015/10/4 三田 051
澤田 悠冴 兵庫県 加西市 1 2015/10/4 三田 052
大川 佳喜 兵庫県 姫路市 1 2015/10/4 三田 053
池田 俊太郎 兵庫県 加古川市 1 2015/10/4 三田 060
森田 正己 三重県 松阪市 1 2015/10/4 三田 061
佐本 弘子 兵庫県 神戸市中央区 1 2015/10/4 三田 063



小松 和樹 兵庫県 姫路市 1 2015/10/4 三田 064
伊丹 麗二 大阪府 池田市 1 2015/10/4 三田 066
藤田 チトセ 滋賀県 犬上郡多賀町 1 2015/10/4 三田 067
山本 哲雄 兵庫県 明石市 あかしそば愛好会 1 2015/10/4 三田 068
神田 高志 東京都 足立区 植田塾そば打ち倶楽部 1 2015/10/4 三田 070
上山 和史 大阪府 池田市 1 2015/10/4 三田 071
金子 睦美 大阪府 豊中市 1 2015/10/4 三田 076
石津谷 悦朗 東京都 八王子市 1 2015/10/4 板橋 001
佐々木 英一 東京都 江戸川区 1 2015/10/4 板橋 002
平畑 政和 埼玉県 川口市 1 2015/10/4 板橋 004
後藤 由希子 東京都 中野区 1 2015/10/4 板橋 005
福田 勝次 東京都 江東区 1 2015/10/4 板橋 006
小森谷 裕 東京都 葛飾区 1 2015/10/4 板橋 009
渡辺 佳子 神奈川県 横浜市港北区 1 2015/10/4 板橋 015
井出 浩 東京都 中野区 桃園そば打ち会 1 2015/10/4 板橋 017
斉藤 英和 神奈川県 横浜市泉区 1 2015/10/4 板橋 023
並木 肇 埼玉県 久喜市 1 2015/10/4 板橋 024
榎森 俊司 東京都 渋谷区 1 2015/10/4 板橋 029
松田 一草 東京都 目黒区 1 2015/10/4 板橋 031
橋本 裕介 千葉県 我孫子市 江戸流手打ちそば青山学舎 1 2015/10/4 板橋 032
服部 斉 神奈川県 横浜市戸塚区 1 2015/10/4 板橋 035
福島 直樹 和歌山県 東牟婁郡串本町 1 2015/10/3 三田 001
北口 真由美 兵庫県 西宮市 1 2015/10/3 三田 005
宗野 一之 兵庫県 姫路市網干区 1 2015/10/3 三田 008
池田 耕平 兵庫県 芦屋市 1 2015/10/3 三田 011
前川 光子 兵庫県 姫路市勝原区 1 2015/10/3 三田 014
仙藤 佳子 兵庫県 三木市 1 2015/10/3 三田 015
西村 一男 兵庫県 尼崎市 1 2015/10/3 三田 018
石橋 悦男 大阪府 大阪市住吉区 1 2015/10/3 三田 024
遠藤 泰史 大阪府 守口市 1 2015/10/3 三田 026
井上 諄一郎 千葉県 八街市 1 2015/10/3 千葉 001
小林 春男 神奈川県 相模原市中央区 1 2015/10/3 千葉 007
木村 美恵子 千葉県 東金市 1 2015/10/3 千葉 010
清水 正夫 千葉県 佐倉市 1 2015/10/3 千葉 020
富永 昭一 千葉県 匝瑳市 匝瑳そばの会 1 2015/10/3 千葉 022
井深 敏和 千葉県 東金市 1 2015/10/3 千葉 023
池田 美津子 福島県 安達郡大玉村 1 2015/10/3 千葉 025
原 淳子 茨城県 神栖市 1 2015/10/3 千葉 036
京江 哲志 千葉県 大網白里市 1 2015/10/3 千葉 039
杉山 欣一 東京都 世田谷区 1 2015/10/3 千葉 042
吉田 ゆたか 千葉県 東金市 1 2015/10/3 千葉 043
鹿原 恵子 青森県 三戸郡階上町 1 2015/9/27 階上 004
角 章好 青森県 八戸市 1 2015/9/27 階上 005
伊達 明美 青森県 三戸郡階上町 1 2015/9/27 階上 008
角地山 由美子 青森県 三戸郡階上町 1 2015/9/27 階上 009
野口 美和子 富山県 富山市 1 2015/9/27 利賀 011
辻 章 富山県 南砺市 1 2015/9/27 利賀 012
嶋村 喜吉 富山県 富山市 1 2015/9/27 利賀 018
森川 盾雄 富山県 滑川市 1 2015/9/27 利賀 020
竹島 晋治 富山県 富山市 1 2015/9/27 利賀 021
堂田 佐和子 富山県 氷見市 1 2015/9/27 利賀 022
篠原 武志 群馬県 伊勢崎市 1 2015/9/27 老神 001
小川 郁磨 群馬県 安中市 1 2015/9/27 老神 005
村上 恭香 群馬県 渋川市 1 2015/9/27 老神 020
亀井 彩子 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2015/9/27 老神 021
星野 喜一 群馬県 沼田市 1 2015/9/27 老神 022
藤井 玲菜 群馬県 沼田市 1 2015/9/27 老神 023
住谷 修範 群馬県 伊勢崎市 1 2015/9/27 老神 026
福田 修一 栃木県 日光市 1 2015/9/27 老神 030



曽根 拓朗 群馬県 吾妻郡長野原町 1 2015/9/27 老神 032
堀口 辰夫 群馬県 高崎市 1 2015/9/27 老神 038
中村 一喜 群馬県 沼田市 1 2015/9/27 老神 047
大口 和真 長野県 下高井郡野沢温泉村 1 2015/9/13 松本 001
春日 泰聖 長野県 飯山市 1 2015/9/13 松本 005
関 朋子 長野県 木曽郡木曽町 1 2015/9/13 松本 007
松本 直也 長野県 飯山市 1 2015/9/13 松本 009
宮下 大樹 長野県 茅野市 1 2015/9/13 松本 010
山室 柊斗 長野県 飯山市 1 2015/9/13 松本 012
村瀬 千華 北海道 浦河郡浦河町 1 2015/7/19 苫小牧 006
原 幸枝 北海道 札幌市厚別区 1 2015/7/19 苫小牧 008
田中 稔了 北海道 札幌市白石区 札幌蕎道会 1 2015/7/19 苫小牧 010
冨士 隆久 北海道 勇払郡むかわ町 1 2015/7/19 苫小牧 013
工藤 栄治 北海道 浦河郡浦河町 1 2015/7/19 苫小牧 015
山野辺 啓 神奈川県 相模原市南区 1 2015/7/19 苫小牧 016
古藤 千香子 北海道 函館市 1 2015/7/19 苫小牧 019
京藤 駿太 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 004
小西 竜也 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 006
佐々木 七菜 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 007
中村 友彦 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 012
前田 海夢 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 016
大森 悠輔 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 018
小野 理恵子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 020
村上 綾花 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/7/7 幌加内 021
坂上 大介 北海道 中川郡美深町 1 2015/7/7 幌加内 023
森山 修司 北海道 標津郡中標津町 1 2015/6/28 中標津 023
齊藤 譲 北海道 砂川市 1 2015/6/20 奈井江 001
野崎 泰憲 北海道 砂川市 1 2015/6/20 奈井江 002
真坂 末雄 北海道 砂川市 1 2015/6/20 奈井江 003
村田 普悟 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2015/6/20 奈井江 005
栗本 真由美 北海道 十勝郡浦幌町 1 2015/6/14 十勝 007
多田 美雄 千葉県 富里市 1 2015/6/7 千蕎 004
田村 麻里 千葉県 いすみ市 1 2015/6/7 千蕎 005
渡邉 公夫 千葉県 千葉市若葉区 1 2015/6/7 千蕎 006
稲見 潔 千葉県 四街道市 1 2015/6/7 千蕎 008
森元 隆 千葉県 千葉市中央区 1 2015/6/7 千蕎 009
渡邊 哲朗 千葉県 富里市 1 2015/6/7 千蕎 016
池田 隆男 神奈川県 伊勢原市 1 2015/6/6 東京 001
小田部 雄二 東京都 北区 1 2015/6/6 東京 007
小野 良則 東京都 練馬区 1 2015/6/6 東京 008
金指 忠勝 神奈川県 伊勢原市 1 2015/6/6 東京 010
細田 昌子 神奈川県 伊勢原市 伊勢原蕎麦打ち倶楽部 1 2015/6/6 東京 023
松本 陽 東京都 中央区 1 2015/6/6 東京 024
山下 浩司 東京都 中央区 1 2015/6/6 東京 026
山本 俊江 茨城県 土浦市 1 2015/6/6 東京 028
小森 正行 滋賀県 長浜市 1 2015/5/31 越前 001
寺谷 修 福井県 敦賀市 1 2015/5/31 越前 002
竹下 直樹 福井県 福井市 1 2015/5/31 越前 006
西村 泰一 滋賀県 犬上郡多賀町 多賀そば地域協議会 1 2015/5/31 越前 011
河畑 政男 福井県 三方郡美浜町 1 2015/5/31 越前 014
野坂 淳一 福井県 福井市 1 2015/5/31 越前 016
加賀川 三夫 福井県 鯖江市 1 2015/5/31 越前 017
雨宮 成 岐阜県 高山市 1 2015/5/31 越前 019
中島 美香 長野県 松本市 信州そば道場 1 2015/5/31 越前 020
藤本 孝介 長野県 松本市 信州そば道場 1 2015/5/31 越前 021
加藤 真澄 北海道 留萌市 特別個人会員 1 2015/4/25 いしかり 001
今野 大祐 北海道 札幌市白石区 1 2015/4/25 いしかり 006
山田 俊幸 北海道 札幌市北区 1 2015/4/25 いしかり 007
土井川 裕治 北海道 札幌市手稲区 じぞう庵そば塾 1 2015/4/25 いしかり 011



若狭 丈二 北海道 札幌市南区 1 2015/4/25 いしかり 013
安藤 典子 北海道 石狩市 1 2015/4/25 いしかり 018
小野 勉 北海道 札幌市北区 1 2015/4/25 いしかり 019
寺西 竜哉 北海道 夕張郡長沼町 1 2015/4/25 いしかり 023
森 敏幸 北海道 札幌市手稲区 1 2015/4/25 いしかり 027
堂上 治雄 北海道 札幌市東区 特別個人会員 1 2015/4/25 いしかり 031
泉 幸治 千葉県 柏市 1 2015/4/19 那須 001
箭内 茂代 福島県 田村市 1 2015/4/19 那須 020
緑河 和則 福島県 西白河郡泉崎村 1 2015/4/19 那須 031
高宮 英夫 福島県 二本松市 1 2015/4/19 那須 032
圓谷 有里佳 福島県 石川郡浅川町 1 2015/4/19 那須 033
折笠 裕次 福島県 喜多方市 1 2015/3/21 山都 006
圓谷 健 福島県 石川郡浅川町 1 2015/3/21 山都 007
木村 清 東京都 渋谷区 江戸流手打ちそば青山学舎 1 2015/3/21 山都 008
矢部 信三 福島県 郡山市 1 2015/3/21 山都 014
渡部 建彦 福島県 南会津郡南会津町 1 2015/3/21 山都 015
植田 哲夫 福島県 喜多方市 1 2015/3/21 山都 033
阿久津 幸枝 福島県 会津若松市 1 2015/3/21 山都 035
川口 光明 北海道 伊達市 1 2015/3/14 道南 006
小林 惠 北海道 函館市 1 2015/3/14 道南 009
多田 進 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/3/7 北竜 003
安齋 周作 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/3/7 北竜 004
渡辺 幸子 北海道 名寄市 1 2015/3/7 北竜 008
石井 秀一 北海道 上川郡美瑛町 1 2015/3/7 北竜 009
高橋 航 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/3/7 北竜 010
坂上 斐咲 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2015/3/7 北竜 012
村山 清 茨城県 日立市 1 2015/1/30 茨城 001
間中 よし子 茨城県 坂東市 1 2015/1/30 茨城 002
高星 宏利 茨城県 常陸太田市 1 2015/1/30 茨城 010
高安 健二 茨城県 常陸大宮市 1 2015/1/30 茨城 012
阿見 芳夫 栃木県 さくら市 1 2015/1/30 茨城 014
田代 明人 埼玉県 川口市 1 2015/1/17 埼玉 024
植田 四三郎 東京都 八王子市 1 2015/1/17 埼玉 027
三角 悦雄 埼玉県 鴻巣市 1 2015/1/17 埼玉 032
石原 萌 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2015/1/17 埼玉 033
新井 千聖 埼玉県 秩父市 1 2015/1/17 埼玉 034
﨑田 修央 埼玉県 さいたま市西区 1 2015/1/17 埼玉 036
横山 長門 東京都 江東区 1 2015/1/17 埼玉 038
佐藤 真雪 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2015/1/17 埼玉 044
金井 久子 長野県 上田市 1 2015/1/17 埼玉 047
山口 英美代 東京都 台東区 1 2015/1/17 埼玉 049
小谷中 三男 埼玉県 春日部市 1 2015/1/17 埼玉 052
山田 芽依 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2015/1/17 埼玉 054
門井 茂夫 埼玉県 さいたま市西区 1 2015/1/17 埼玉 060
羽鳥 友康 埼玉県 鴻巣市 1 2015/1/17 埼玉 061
島﨑 美帆 埼玉県 秩父市 1 2015/1/17 埼玉 062
鈴木 さつき 長野県 上田市 1 2015/1/17 埼玉 064
土屋 正文 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2015/1/17 埼玉 070
宮前 亘 埼玉県 秩父郡皆野町 1 2015/1/17 埼玉 072
川田 恒和 埼玉県 久喜市 1 2015/1/16 埼玉 004
中村 員久 埼玉県 越谷市 1 2015/1/16 埼玉 006
細田 澄 千葉県 野田市 1 2015/1/16 埼玉 009
小川 正治 埼玉県 久喜市 1 2015/1/16 埼玉 015
紀平 公敏 三重県 津市 1 2014/12/7 根羽 001
南部 千尋 三重県 員弁郡東員町 1 2014/12/7 根羽 006
内山 紀 長野県 松本市 1 2014/12/7 根羽 018
浜本 進 宮城県 仙台市青葉区 1 2014/12/6 寒河江 005
曽根 雅子 宮城県 仙台市泉区 1 2014/12/6 寒河江 008
髙松 吉夫 宮城県 仙台市泉区 1 2014/12/6 寒河江 012



吉田 知子 栃木県 河内郡上三川町 1 2014/11/24 日光 003
青木 久 栃木県 宇都宮市 1 2014/11/24 日光 009
藤本 里美 栃木県 宇都宮市 1 2014/11/24 日光 017
池田 継人 群馬県 太田市 1 2014/11/24 日光 020
増田 あけみ 静岡県 藤枝市 遠州浜松　そば道場 1 2014/11/24 名古屋 003
小川 佳子 愛知県 知多郡美浜町 1 2014/11/24 名古屋 009
籔野　 道子 大阪府 藤井寺市 1 2014/11/23 泉北 001
北山 和永 和歌山県 橋本市 1 2014/11/23 泉北 002
高橋 正人 大阪府 貝塚市 1 2014/11/23 泉北 003
数原 幸平 大阪府 和泉市 1 2014/11/23 泉北 005
恒光 俊哉 大阪府 堺市北区 1 2014/11/23 泉北 008
伊藤 建一 奈良県 奈良市 1 2014/11/23 泉北 009
宮本 美香 大阪府 大阪市北区 1 2014/11/23 泉北 010
彩河 聰 大阪府 大阪市北区 1 2014/11/23 泉北 011
黒田 浩一 岡山県 岡山市北区 1 2014/11/23 泉北 012
中田 浩史 大阪府 堺市南区 1 2014/11/23 泉北 013
柳田 昭義 大阪府 堺市南区 1 2014/11/23 泉北 015
芦田 雅俊 大阪府 大阪市北区 1 2014/11/23 泉北 016
中井 大介 大阪府 大阪市北区 1 2014/11/23 泉北 017
宮野 和智 三重県 亀山市 1 2014/11/22 いなべ 008
加藤 義光 三重県 桑名市 1 2014/11/22 いなべ 014
江上 信道 三重県 桑名市 1 2014/11/22 いなべ 015
野崎 秀幸 三重県 四日市市 1 2014/11/22 いなべ 016
堀 千明 三重県 亀山市 1 2014/11/22 いなべ 018
森野 二三男 滋賀県 近江八幡市 1 2014/11/22 いなべ 027
大瀧 朋子 岡山県 高梁市 1 2014/11/15 尾道 007
朝倉 登司雄 広島県 広島市安芸区 1 2014/11/15 尾道 010
佐藤 誠 広島県 福山市 1 2014/11/15 尾道 013
柳田 秀隆 岡山県 津山市 1 2014/11/15 尾道 018
池上 恵子 岡山県 岡山市北区 1 2014/11/15 尾道 025
佐々木 義守 広島県 安芸郡海田町 1 2014/11/15 尾道 026
田宮 洋一郎 広島県 廿日市市 1 2014/11/15 尾道 031
髙原 清隆 岡山県 津山市 1 2014/11/15 尾道 036
鈴木 喜代子 北海道 常呂郡置戸町 1 2014/11/9 当麻 005
佐藤 萌未 北海道 旭川市 1 2014/11/9 当麻 006
成澤 萌 北海道 旭川市 1 2014/11/9 当麻 007
加藤 治男 北海道 旭川市 1 2014/11/9 当麻 008
武山 勝哉 北海道 旭川市 1 2014/11/9 当麻 011
木戸口 奈々子 北海道 旭川市 1 2014/11/9 当麻 012
今野 崇志 北海道 標津郡標津町 1 2014/11/9 当麻 017
鈴木 里璃奈 北海道 旭川市 1 2014/11/9 当麻 019
城山 宏一 北海道 宗谷郡猿払村 1 2014/11/9 当麻 020
田巻 博 福島県 西白河郡西郷村 1 2014/10/18 新発田 002
小林 洋 新潟県 新潟市中央区 1 2014/10/18 新発田 003
加藤 信夫 新潟県 新潟市西区 1 2014/10/18 新発田 004
小島 嘉晴 新潟県 新潟市西区 1 2014/10/18 新発田 005
本間 貞晴 新潟県 新発田市 蕎麦打ち道場　一寿の会 1 2014/10/18 新発田 006
金安 紀一 新潟県 三条市 1 2014/10/18 新発田 007
石塚 匠 新潟県 五泉市 1 2014/10/18 新発田 009
田代 総幸 新潟県 新潟市中央区 1 2014/10/18 新発田 012
兼田 隆 新潟県 新発田市 蕎麦打ち道場　一寿の会 1 2014/10/18 新発田 013
渡辺 伸治 新潟県 加茂市 1 2014/10/18 新発田 015
山本 昇一 新潟県 長岡市 越後ながおかそばの会 1 2014/10/18 新発田 016
杉木 隆 青森県 青森市 1 2014/10/12 階上 002
障子口 勝志 岩手県 久慈市 1 2014/10/12 階上 003
上野 英明 青森県 八戸市 1 2014/10/12 階上 009
信山 松英 青森県 青森市 1 2014/10/12 階上 011
百目木 誠子 青森県 三戸郡階上町 1 2014/10/12 階上 014
大澤 正美 青森県 三戸郡五戸町 1 2014/10/12 階上 015



木村 哲子 青森県 東津軽郡蓬田村 1 2014/10/12 階上 019
日高 葉子 兵庫県 西宮市 1 2014/10/5 三田 035
畑末 忠昭 兵庫県 三田市 1 2014/10/5 三田 040
浅田 有悟 兵庫県 加西市 1 2014/10/5 三田 043
有賀 直磨 兵庫県 三田市 1 2014/10/5 三田 045
鈴木 里奈 大阪府 大阪市淀川区 1 2014/10/5 三田 046
森山 重光 兵庫県 神戸市灘区 1 2014/10/5 三田 047
大西 俊広 兵庫県 明石市 1 2014/10/5 三田 049
櫻井 豊 兵庫県 姫路市 1 2014/10/5 三田 050
野口 陽奈 兵庫県 高砂市 1 2014/10/5 三田 052
桐谷 実咲 兵庫県 加古川市 1 2014/10/5 三田 054
桐山 仁子 兵庫県 姫路市 1 2014/10/5 三田 055
山下 千穂 兵庫県 加西市 1 2014/10/5 三田 056
笠原 裕之 大阪府 大阪市住之江区 1 2014/10/5 三田 058
西尾 尚子 大阪府 松原市 1 2014/10/5 三田 060
真栄田 義和 大阪府 大阪市大正区 1 2014/10/5 三田 061
山口 暁広 大阪府 大阪市東住吉区 1 2014/10/5 三田 062
山田 和哉 大阪府 大阪市阿倍野区 1 2014/10/5 三田 064
武藤 国広 兵庫県 姫路市 1 2014/10/5 三田 065
田仲 豊 兵庫県 明石市 1 2014/10/5 三田 067
根本 昌彦 大阪府 守口市 1 2014/10/5 三田 070
井上 佳津子 大阪府 和泉市 1 2014/10/5 三田 071
若林 司郎 三重県 津市 1 2014/10/5 三田 073
植田 裕介 大阪府 大阪市生野区 1 2014/10/5 三田 074
山本 徹 兵庫県 明石市 1 2014/10/5 三田 077
尾﨑 哲雄 兵庫県 丹波篠山市 1 2014/10/5 三田 078
熊谷 正慶 千葉県 柏市 1 2014/10/5 板橋 004
高木 栄也 東京都 調布市 1 2014/10/5 板橋 008
柏崎 武市 神奈川県 横浜市戸塚区 1 2014/10/5 板橋 015
松田 泰夫 埼玉県 さいたま市北区 1 2014/10/5 板橋 019
瀧深 早苗 埼玉県 さいたま市緑区 1 2014/10/5 板橋 020
尾形 とも子 東京都 練馬区 1 2014/10/5 板橋 023
天野 拾代 東京都 江東区 1 2014/10/5 板橋 024
中林 和良 神奈川県 小田原市 1 2014/10/5 板橋 025
門脇 光弘 埼玉県 新座市 1 2014/10/5 板橋 026
山本 剛清 東京都 板橋区 1 2014/10/5 板橋 030
高橋 久夫 東京都 中野区 1 2014/10/5 板橋 033
三田 祥弘 兵庫県 三田市 1 2014/10/4 三田 003
萩原 周一朗 兵庫県 加古川市 1 2014/10/4 三田 004
田村 万知夫 兵庫県 宝塚市 1 2014/10/4 三田 010
東後 三男 兵庫県 加西市 1 2014/10/4 三田 011
川村 成悟 大阪府 箕面市 1 2014/10/4 三田 014
森本 康平 兵庫県 姫路市飾磨区 1 2014/10/4 三田 015
徳田 真悟 大阪府 茨木市 1 2014/10/4 三田 019
桃山 清 大阪府 枚方市 京阪奈蕎麦打倶楽部 1 2014/10/4 三田 021
三崎 竜弥 大阪府 箕面市 1 2014/10/4 三田 022
浜野 薫 兵庫県 姫路市網干区 1 2014/10/4 三田 023
北谷 剛教 大阪府 大阪市旭区 1 2014/10/4 三田 024
今栄 慶子 兵庫県 神戸市西区 1 2014/10/4 三田 025
浜口 大輝 大阪府 高槻市 1 2014/10/4 三田 031
西村 和典 大阪府 門真市 1 2014/10/4 三田 032
三好 弘子 兵庫県 宝塚市 1 2014/10/4 三田 034
渡邉 洋実 群馬県 太田市 1 2014/9/28 老神 002
齋藤 富子 栃木県 宇都宮市 1 2014/9/28 老神 012
石坂 清 群馬県 伊勢崎市 1 2014/9/28 老神 023
石丸 成二 群馬県 高崎市 1 2014/9/28 老神 025
木暮 拓人 群馬県 吾妻郡中之条町 1 2014/9/28 老神 030
澤井 雅春 富山県 富山市 富山そば研究会 1 2014/9/21 利賀 006
野田 静江 富山県 富山市 1 2014/9/21 利賀 007



藤堂 守男 富山県 中新川郡上市町 1 2014/9/21 利賀 008
布本 芳孝 富山県 魚津市 1 2014/9/21 利賀 010
魚谷 聖子 富山県 富山市 1 2014/9/21 利賀 011
魚谷 隆 富山県 富山市 1 2014/9/21 利賀 021
小林 貞夫 富山県 富山市 1 2014/9/21 利賀 022
酒井 里美 富山県 中新川郡上市町 1 2014/9/21 利賀 023
多田 勇 千葉県 成田市 1 2014/9/20 千葉 003
橋本 稲子 千葉県 香取市 1 2014/9/20 千葉 005
山口 哲夫 茨城県 常総市 1 2014/9/20 千葉 012
関 宜和 千葉県 千葉市中央区 1 2014/9/20 千葉 016
山中 至善 千葉県 鎌ケ谷市 1 2014/9/20 千葉 019
小椋 勇治 千葉県 千葉市花見川区 1 2014/9/20 千葉 021
高橋 恒夫 千葉県 千葉市花見川区 1 2014/9/20 千葉 024
作田 義美 千葉県 成田市 1 2014/9/20 千葉 030
千勝 利明 千葉県 柏市 1 2014/9/20 千葉 031
永峯 六男 千葉県 四街道市 1 2014/9/20 千葉 032
伊原 寿 千葉県 千葉市花見川区 1 2014/9/20 千葉 034
長川 和子 千葉県 千葉市稲毛区 1 2014/9/20 千葉 035
石川 忠康 千葉県 市原市 1 2014/9/20 千葉 042
小泉 政一 千葉県 千葉市若葉区 1 2014/9/20 千葉 044
白石 精介 福島県 田村郡小野町 1 2014/9/14 いわき 004
櫻井 紀江 福島県 石川郡石川町 1 2014/9/14 いわき 006
西川 珠美 福島県 双葉郡川内村 1 2014/9/14 いわき 017
鈴木 敬子 福島県 双葉郡川内村 1 2014/9/14 いわき 018
北澤 久代 長野県 上田市 1 2014/9/14 松本 003
黒田 健一郎 長野県 上水内郡信濃町 1 2014/9/14 松本 005
田中 佑典 長野県 長野市 1 2014/9/14 松本 009
丸山 稔 長野県 上田市 1 2014/9/14 松本 015
石毛 幸一 北海道 札幌市西区 大曲手打ちそばの会 1 2014/7/19 苫小牧 003
石毛 崇浩 北海道 札幌市西区 大曲手打ちそばの会 1 2014/7/19 苫小牧 010
笹本 泰雄 北海道 室蘭市 1 2014/7/19 苫小牧 015
藤原 久志 北海道 苫小牧市 1 2014/7/19 苫小牧 022
青木 歩音 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 001
浅見 玲佳 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 002
上村 未優 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 004
岡田 陽登 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 005
髙森 涼太 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 008
中山 拓実 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 011
伴野 凌也 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 013
福井 翔也 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 015
星 快斗 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 016
三島 朗 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 018
向井 一生 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 019
山田 哲也 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 020
藤田 海斗 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 024
本間 一輝 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 025
遊佐 悠喜 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 027
石垣 由奈 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 028
廣瀨 之彦 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 029
櫻井 菜乃葉 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/7/10 幌加内 030
安藤 仁完 北海道 旭川市 1 2014/7/10 幌加内 032
海江田 豊信 北海道 士別市 1 2014/7/10 幌加内 034
後藤 康惠 福井県 福井市 1 2014/7/6 美山 004
大科 悟朗 北海道 標津郡中標津町 1 2014/6/29 中標津 009
菅原 仁史 北海道 標津郡中標津町 1 2014/6/29 中標津 011
佐々木 美香 北海道 釧路市 1 2014/6/29 中標津 016
土谷 輝男 北海道 江別市 1 2014/6/28 奈井江 001
三浦 乙花 北海道 河西郡芽室町 1 2014/6/15 十勝 001
峯山 壽人 北海道 上川郡新得町 1 2014/6/15 十勝 003



田村 亮太 北海道 上川郡新得町 1 2014/6/15 十勝 004
井出 夏己 北海道 帯広市 1 2014/6/15 十勝 009
鈴木 由理子 北海道 沙流郡平取町 1 2014/6/15 十勝 015
下川 マシヨ 北海道 沙流郡平取町 1 2014/6/15 十勝 016
羽場 有真 北海道 上川郡新得町 1 2014/6/15 十勝 019
竹部 繁紀 北海道 帯広市 1 2014/6/15 十勝 020
貝瀬 弘昭 千葉県 茂原市 1 2014/6/8 千蕎 002
市川 誠三 千葉県 大網白里市 1 2014/6/8 千蕎 005
大島 博 千葉県 市川市 1 2014/6/8 千蕎 007
吉原 誠 千葉県 四街道市 1 2014/6/8 千蕎 008
高橋 龍喜 千葉県 茂原市 1 2014/6/8 千蕎 013
中根 幸男 千葉県 袖ヶ浦市 1 2014/6/8 千蕎 018
中野 俊子 千葉県 千葉市若葉区 1 2014/6/8 千蕎 020
花澤 衛 千葉県 千葉市中央区 1 2014/6/8 千蕎 021
熱田 修一 千葉県 山武市 1 2014/6/8 千蕎 022
齊藤 昌代 栃木県 宇都宮市 1 2014/6/7 東京 013
木村 かおる 東京都 中野区 1 2014/6/7 東京 014
風間 ひとみ 東京都 杉並区 1 2014/6/7 東京 017
早川 真由美 東京都 中野区 1 2014/6/7 東京 021
鎌形 敬 東京都 新宿区 1 2014/6/7 東京 023
岡村 紀明 茨城県 取手市 1 2014/6/7 東京 025
小河原 規子 東京都 杉並区 1 2014/6/7 東京 026
福澤 義継 東京都 世田谷区 1 2014/6/7 東京 027
上野 克芳 東京都 江戸川区 1 2014/6/7 東京 028
平井 利枝 東京都 新宿区 1 2014/6/7 東京 030
三崎 俊光 石川県 金沢市 1 2014/5/25 越前 001
須藤 幸八 福井県 敦賀市 1 2014/5/25 越前 002
角野 憲三 福井県 敦賀市 1 2014/5/25 越前 016
森下 茂樹 福井県 坂井市 1 2014/5/25 越前 018
薮田 正美 北海道 札幌市厚別区 1 2014/4/27 石狩 002
反保 實 北海道 虻田郡留寿都村 1 2014/4/27 石狩 011
近江谷 一彦 北海道 札幌市東区 1 2014/4/27 石狩 013
松尾 義己 北海道 千歳市 1 2014/4/27 石狩 022
笠井 誠 沖縄県 那覇市 1 2014/4/27 石狩 024
能戸 一芙希 北海道 札幌市中央区 1 2014/4/27 石狩 025
山﨑 宰代子 埼玉県 さいたま市桜区 1 2014/4/6 那須 008
児山 守 栃木県 宇都宮市 1 2014/4/6 那須 011
村岡 輝一 長野県 安曇野市 1 2014/4/6 那須 024
鈴木 彪雅 福島県 耶麻郡磐梯町 1 2014/3/22 山都 002
大谷 恵徳 福島県 郡山市 1 2014/3/22 山都 003
千葉 勉 福島県 伊達市 1 2014/3/22 山都 006
植山 孝司 大阪府 箕面市 1 2014/3/22 山都 009
宇佐見 勝利 福島県 郡山市 1 2014/3/22 山都 010
柴山 仁 栃木県 那須塩原市 1 2014/3/22 山都 011
橋本 高明 千葉県 我孫子市 1 2014/3/22 山都 013
久保田 有紀 福島県 会津若松市 1 2014/3/22 山都 014
田原 一朗 福島県 郡山市 1 2014/3/22 山都 015
早川 ナツノ 福島県 田村市 1 2014/3/22 山都 016
市川 昭夫 福島県 二本松市 1 2014/3/22 山都 017
髙橋 利雄 福島県 伊達市 1 2014/3/22 山都 018
麻生 直樹 福島県 喜多方市 1 2014/3/22 山都 024
菅野 ケサ子 福島県 田村市 1 2014/3/22 山都 028
杉本 誠也 福島県 伊達市 1 2014/3/22 山都 030
小山 澄子 長野県 上田市 1 2014/3/22 山都 031
足立 かおり 兵庫県 三木市 1 2014/3/22 山都 032
井上 健弥 福島県 喜多方市 1 2014/3/22 山都 036
竹中 文章 北海道 士別市 1 2014/3/22 紋別 001
横幕 廣志 北海道 紋別郡湧別町 1 2014/3/22 紋別 002
落合 真俊 埼玉県 秩父市 1 2014/3/14 秩父 001



小泉 強 埼玉県 秩父市 1 2014/3/14 秩父 002
引間 侑哉 埼玉県 秩父市 1 2014/3/14 秩父 003
新井 里栄 埼玉県 秩父市 1 2014/3/14 秩父 004
宮田 葵 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2014/3/14 秩父 005
山中 千佳 埼玉県 秩父市 1 2014/3/14 秩父 006
神田 圭奈 埼玉県 秩父郡小鹿野町 1 2014/3/14 秩父 007
児玉 美和子 埼玉県 秩父市 1 2014/3/14 秩父 008
中澤 文隆 北海道 登別市 1 2014/3/8 道南 002
谷内 宏 北海道 磯谷郡蘭越町 1 2014/3/8 道南 004
中村 真知子 北海道 函館市 1 2014/3/8 道南 008
進藤 卓弥 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2014/3/2 北竜 010
平田 隆男 北海道 士別市 1 2014/3/2 北竜 012
笠井 博文 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2014/3/2 北竜 013
星澤 雅也 北海道 札幌市中央区 1 2014/3/2 北竜 015
鈴木 一義 北海道 上川郡当麻町 1 2014/3/2 北竜 016
熊井 秀孝 東京都 品川区 1 2014/1/31 茨城 002
湯浅 和博 茨城県 日立市 1 2014/1/31 茨城 005
鈴木 幹郎 茨城県 北茨城市 1 2014/1/31 茨城 006
坂本 和宏 栃木県 宇都宮市 1 2014/1/31 茨城 007
武藤 大樹 茨城県 ひたちなか市 1 2014/1/31 茨城 015
遠藤 和真 茨城県 水戸市 1 2014/1/31 茨城 016
関口 充亮 東京都 杉並区 1 2014/1/18 埼玉 002
谷口 武 神奈川県 茅ヶ崎市 1 2014/1/18 埼玉 006
榎本 茂 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2014/1/18 埼玉 010
金井 寿明 東京都 中央区 1 2014/1/18 埼玉 014
金子 利夫 埼玉県 熊谷市 1 2014/1/18 埼玉 015
山田 加保留 埼玉県 越谷市 1 2014/1/18 埼玉 019
丸山 喜一 埼玉県 南埼玉郡宮代町 1 2014/1/18 埼玉 031
見内 良一 埼玉県 熊谷市 1 2014/1/18 埼玉 032
戸森 豊 埼玉県 熊谷市 1 2014/1/18 埼玉 036
大杉 明 東京都 荒川区 1 2014/1/18 埼玉 038
中嶋 悠一 埼玉県 久喜市 1 2014/1/18 埼玉 040
中村 良一 埼玉県 鴻巣市 1 2014/1/18 埼玉 046
角山 幸一 新潟県 十日町市 そば始め会 1 2013/12/1 根羽 002
原田 眞由美 愛知県 知多郡武豊町 1 2013/12/1 根羽 004
加島 輝光 長野県 茅野市 1 2013/12/1 根羽 010
田中 俊煕 長野県 飯田市 1 2013/12/1 根羽 013
明石 ふさ子 静岡県 掛川市 1 2013/12/1 根羽 016
籾山 敏宏 愛知県 知多郡武豊町 1 2013/12/1 根羽 018
柿田 義則 愛知県 常滑市 とこなめそば打ち道場 1 2013/12/1 根羽 023
阿部 春二 新潟県 十日町市 1 2013/12/1 根羽 024
渡邊 貴之 長野県 松本市 1 2013/12/1 根羽 030
影山 政勝 静岡県 浜松市東区 1 2013/12/1 根羽 031
小林 敏江 宮城県 仙台市青葉区 1 2013/11/30 寒河江 003
佐藤 康也 宮城県 仙台市青葉区 1 2013/11/30 寒河江 007
角田 章 宮城県 白石市 1 2013/11/30 寒河江 008
岡田 伸彦 宮城県 仙台市泉区 1 2013/11/30 寒河江 015
鈴木 美喜子 山形県 南陽市 1 2013/11/30 寒河江 016
辻 優子 大阪府 堺市西区 1 2013/11/24 泉北 001
松井 操 大阪府 堺市西区 1 2013/11/24 泉北 003
奥野 弘通 大阪府 堺市南区 1 2013/11/24 泉北 004
渡邊 直樹 大阪府 堺市南区 1 2013/11/24 泉北 005
南谷 民雄 大阪府 堺市西区 1 2013/11/24 泉北 006
濱田 良昭 大阪府 堺市南区 1 2013/11/24 泉北 007
松井 和美 大阪府 高石市 1 2013/11/24 泉北 009
多田 宏司 大阪府 枚方市 1 2013/11/24 泉北 010
永田 隆廣 大阪府 河内長野市 1 2013/11/24 泉北 014
岸本 芙美子 大阪府 和泉市 1 2013/11/24 泉北 017
吉村 和矩 大阪府 大東市 1 2013/11/24 泉北 018



和田 洋子 大阪府 河内長野市 1 2013/11/24 泉北 019
加藤 芳春 大阪府 河内長野市 1 2013/11/24 泉北 020

1 2013/11/24 泉北 023
久保山 義高 大阪府 大阪市福島区 1 2013/11/24 泉北 028
安田 富子 埼玉県 さいたま市岩槻区 1 2013/11/24 日光 001
菊池 勝彦 茨城県 龍ケ崎市 1 2013/11/24 日光 004
福田 由紀子 栃木県 栃木市 1 2013/11/24 日光 010
鈴木 清 栃木県 栃木市 1 2013/11/24 日光 011
柳町 裕一 茨城県 つくば市 1 2013/11/24 日光 016
権田 真佐子 茨城県 古河市 1 2013/11/24 日光 023
山田 一雄 静岡県 静岡市清水区 1 2013/11/24 名古屋 005
尾﨑 裕子 神奈川県 足柄上郡山北町 1 2013/11/24 名古屋 009
大上戸 里志 富山県 黒部市 1 2013/11/24 名古屋 010
野嵜 俊 三重県 桑名市 1 2013/11/23 いなべ 007
鼻谷 幸太郎 三重県 津市 1 2013/11/23 いなべ 008
森田 美幸 三重県 大安町 1 2013/11/23 いなべ 019
蛯子 久惠 北海道 苫小牧市 1 2013/11/10 当麻 001
佐藤 祐有子 北海道 紋別郡遠軽町 1 2013/11/10 当麻 002
原田 柳湖 北海道 札幌市手稲区 1 2013/11/10 当麻 005
岩田 紀明 北海道 札幌市北区 1 2013/11/10 当麻 006
結城 杏奈 北海道 上川郡清水町 1 2013/11/10 当麻 007
佐野 健太 北海道 旭川市 1 2013/11/10 当麻 009
長谷川 達也 北海道 旭川市 1 2013/11/10 当麻 011
島田 裕司 北海道 稚内市 1 2013/11/10 当麻 012
大川 達夫 北海道 北広島市 1 2013/11/10 当麻 016
浜中 浩正 北海道 旭川市 1 2013/11/10 当麻 019
髙井 樹 北海道 旭川市 1 2013/11/10 当麻 020
髙田 美穂 北海道 旭川市 1 2013/11/10 当麻 026
白濱 勢喜子 北海道 札幌市手稲区 1 2013/11/10 当麻 028
星野 眞理子 北海道 札幌市南区 1 2013/11/10 当麻 029
清水 宗治 岡山県 浅口市 1 2013/10/26 岡山 003
畑本 貞子 岡山県 浅口市 1 2013/10/26 岡山 005
森 康治 岡山県 浅口市 1 2013/10/26 岡山 008
千神 美幸 岡山県 浅口市 1 2013/10/26 岡山 013
岡崎 勝利 広島県 東広島市 1 2013/10/26 岡山 014
岡田 安夫 岡山県 浅口市 1 2013/10/26 岡山 020
山﨑 保美 岡山県 瀬戸内市 1 2013/10/26 岡山 021
吉岡 粛郎 岡山県 井原市 1 2013/10/26 岡山 022
甲斐 隆治 宮崎県 延岡市 1 2013/10/26 岡山 024
高橋 安美 宮崎県 延岡市 1 2013/10/26 岡山 026
稲垣 シカノ 宮崎県 延岡市 1 2013/10/26 岡山 028
山藤 芳久 広島県 東広島市 1 2013/10/26 岡山 035
猿川 隆文 宮崎県 日向市 1 2013/10/26 岡山 036
尾﨑 靖子 宮崎県 延岡市 1 2013/10/26 岡山 038
重黒木 充 宮崎県 延岡市 1 2013/10/26 岡山 040
菊池 純子 宮崎県 延岡市 1 2013/10/26 岡山 042
竹本 光希 広島県 東広島市 1 2013/10/26 岡山 043
深谷 義和 東京都 江戸川区 1 2013/10/20 板橋 005
石川 茂 千葉県 浦安市 1 2013/10/20 板橋 006
田村 薫 東京都 中野区 1 2013/10/20 板橋 010
高橋 幸子 東京都 町田市 1 2013/10/20 板橋 015
小林 澄夫 千葉県 市川市 1 2013/10/20 板橋 016
稲毛 厚人 神奈川県 相模原市中央区 1 2013/10/20 板橋 018
里見 正 群馬県 富岡市 1 2013/10/20 板橋 020
鳩 稲子 青森県 三戸郡階上町 1 2013/10/13 階上 002
鈴木 信男 岩手県 盛岡市 1 2013/10/13 階上 003
富田 典子 岩手県 盛岡市 1 2013/10/13 階上 007
工藤 正子 青森県 八戸市 1 2013/10/13 階上 009
柴田 正明 青森県 三戸郡階上町 1 2013/10/13 階上 010



廣瀬 末雄 大阪府 吹田市 1 2013/10/6 三田 023
米原 奈緒 兵庫県 宝塚市 1 2013/10/6 三田 029
大渕 和子 兵庫県 西宮市 1 2013/10/6 三田 031
青戸 キミヨ 兵庫県 姫路市 1 2013/10/6 三田 032
竹内 陽春 兵庫県 姫路市 1 2013/10/6 三田 037
加藤 隆久 兵庫県 西宮市 1 2013/10/6 三田 038
荒木 千鶴子 兵庫県 明石市 1 2013/10/6 三田 039
福田 享也 兵庫県 宝塚市 1 2013/10/6 三田 045
廣津 飛翔 大阪府 大阪市此花区 1 2013/10/6 三田 047
古本 進 大阪府 大阪市都島区 1 2013/10/6 三田 048
古場 秀晶 兵庫県 三田市 1 2013/10/6 三田 050
本田 親一 大阪府 大阪市中央区 1 2013/10/6 三田 051
森 大樹 大阪府 池田市 1 2013/10/6 三田 057
榎本 真理子 大阪府 茨木市 1 2013/10/6 三田 058
高畑 英機代 富山県 滑川市 1 2013/10/6 利賀 002
魚津 英明 富山県 魚津市 1 2013/10/6 利賀 003
金田 茂 富山県 下新川郡入善町 1 2013/10/6 利賀 004
小杉 健一 富山県 射水市 1 2013/10/6 利賀 007
西村 一男 兵庫県 川西市 1 2013/10/5 三田 002
飯塚 和司 兵庫県 神戸市北区 1 2013/10/5 三田 006
霜野 匡博 大阪府 大阪市阿倍野区 1 2013/10/5 三田 014
野澤 俊勇 大阪府 豊中市 1 2013/10/5 三田 015
平田 早苗 大阪府 大阪市城東区 1 2013/10/5 三田 016
中田 暁昇 兵庫県 姫路市 1 2013/10/5 三田 020
峯 眞治 群馬県 高崎市 1 2013/9/29 老神 010
関 竜一 群馬県 前橋市 1 2013/9/29 老神 019
金刺 信一 栃木県 日光市 1 2013/9/29 老神 022
武井 彩夏 群馬県 渋川市 1 2013/9/29 老神 024
中村 晃子 群馬県 沼田市 1 2013/9/29 老神 025
南雲 遥 群馬県 渋川市 1 2013/9/29 老神 026
坂内 龍二 群馬県 安中市 1 2013/9/29 老神 027
久保田 真史 群馬県 利根郡川場村 1 2013/9/29 老神 035
吉澤 佳輝 群馬県 利根郡昭和村 1 2013/9/29 老神 036
林 由香里 群馬県 沼田市 1 2013/9/29 老神 037
田島 稀羅 群馬県 安中市 1 2013/9/29 老神 038
割田 理 群馬県 吾妻郡中之条町 1 2013/9/29 老神 039
柏原 美優 群馬県 吾妻郡中之条町 1 2013/9/29 老神 040
河野 貞夫 群馬県 太田市 1 2013/9/29 老神 041
横山 靜 栃木県 宇都宮市 1 2013/9/29 老神 042
森澤 尊 群馬県 安中市 1 2013/9/29 老神 046
橋本 昇治 群馬県 太田市 1 2013/9/29 老神 047
小野口 知子 栃木県 日光市 1 2013/9/29 老神 049
河村 賢一 群馬県 安中市 1 2013/9/29 老神 052
金子 建次 栃木県 日光市 1 2013/9/29 老神 053
森村 信政 群馬県 前橋市 1 2013/9/29 老神 055
穴澤 博 千葉県 柏市 千葉県そば推進協議会 1 2013/9/21 千葉 013
古田 哲朗 千葉県 船橋市 1 2013/9/21 千葉 015
登嶋 優美子 千葉県 館山市 1 2013/9/21 千葉 017
和泉 武郎 千葉県 大網白里市 1 2013/9/21 千葉 018
佐藤 富子 茨城県 牛久市 1 2013/9/21 千葉 020
勝亦 弘司 千葉県 鴨川市 1 2013/9/21 千葉 029
髙柳 健 千葉県 香取市 1 2013/9/21 千葉 030
神尾 修 千葉県 四街道市 1 2013/9/21 千葉 031
稲垣 孝夫 千葉県 千葉市中央区 1 2013/9/21 千葉 033
秋山 典子 千葉県 長生郡長生村 1 2013/9/21 千葉 034
我妻 力 千葉県 佐倉市 1 2013/9/21 千葉 040
小山田 二三男 千葉県 香取市 1 2013/9/21 千葉 041
吉田 厚子 千葉県 四街道市 1 2013/9/21 千葉 046
稲田 絵美子 長野県 松本市 1 2013/9/15 松本 002



荻原 貴史 長野県 木曽郡木曽町 1 2013/9/15 松本 003
川上 良治 長野県 塩尻市 1 2013/9/15 松本 004
小平 隆 長野県 長野市 1 2013/9/15 松本 005
津山 和規 東京都 府中市 1 2013/9/15 松本 009
長瀬 明美 長野県 下高井郡山ノ内町 1 2013/9/15 松本 012
丸山 隆義 長野県 長野市 1 2013/9/15 松本 013
森田 陽子 長野県 松本市 1 2013/9/15 松本 016
国光 正規 福島県 いわき市 1 2013/9/14 いわき 001
川上 和男 福島県 石川郡石川町 1 2013/9/14 いわき 003
水野 義憲 福島県 石川郡石川町 1 2013/9/14 いわき 004
阿部 博行 栃木県 宇都宮市 1 2013/9/14 いわき 008
上遠野 眞 福島県 田村郡小野町 1 2013/9/14 いわき 014
瀬谷 和子 福島県 石川郡石川町 1 2013/9/14 いわき 015
伊藤 敏子 福島県 郡山市 1 2013/9/14 いわき 021
阿部 達也 宮城県 仙台市太白区 1 2013/9/14 いわき 022
新妻 美枝子 福島県 いわき市 1 2013/9/14 いわき 024
白岩 幸雄 福島県 田村郡常葉町 1 2013/9/14 いわき 025
山田 憲司 福島県 石川郡石川町 1 2013/9/14 いわき 027
寺井 澪 宮城県 仙台市太白区 1 2013/9/14 いわき 034
山田 武次 宮城県 仙台市泉区 1 2013/9/14 いわき 035
新妻 庄之助 福島県 いわき市 1 2013/9/14 いわき 036
山本 敦 長野県 茅野市 1 2013/8/25 諏訪 002
下城 千代子 長野県 上田市 1 2013/8/25 諏訪 003
依田 たまき 長野県 東御市 1 2013/8/25 諏訪 004
松﨑 光広 神奈川県 南足柄市 1 2013/8/25 諏訪 005
湯沢 詔子 神奈川県 平塚市 1 2013/8/25 諏訪 006
宮澤 実 長野県 松本市 1 2013/8/25 諏訪 009
岩波 淳 長野県 茅野市 1 2013/8/25 諏訪 012
日下部 順子 北海道 札幌市中央区 1 2013/7/20 苫小牧 002
阿部 雅之 北海道 札幌市東区 1 2013/7/20 苫小牧 003
鷲田 淳子 北海道 札幌市中央区 1 2013/7/20 苫小牧 005
田村 以和子 北海道 室蘭市 1 2013/7/20 苫小牧 006
佐竹 恵美子 北海道 虻田郡ニセコ町 1 2013/7/20 苫小牧 014
田村 裕介 北海道 札幌市中央区 1 2013/7/20 苫小牧 016
村野 和子 北海道 苫小牧市 1 2013/7/20 苫小牧 021
増谷 健一郎 北海道 札幌市西区 1 2013/7/20 苫小牧 023
渡辺 宣博 北海道 札幌市手稲区 1 2013/7/20 苫小牧 026
辻 修 北海道 札幌市南区 1 2013/7/20 苫小牧 027
本間 博美 北海道 室蘭市 1 2013/7/20 苫小牧 028
工藤 千夏 北海道 登別市 1 2013/7/20 苫小牧 030
土橋 淳也 北海道 苫小牧市 1 2013/7/20 苫小牧 034
成田 明花理 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 006
宮崎 零 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 012
南澤 聖美 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 013
島田 佳奈 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 015
瀬川 香寿美 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 016
髙島 朋華 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 017
竹田 映治 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 018
小笠原 あい 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 021
渋谷 留以子 北海道 上川郡下川町 1 2013/7/11 幌加内 023
須田 友香理 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/7/11 幌加内 024
打出 進 福井県 福井市 1 2013/7/7 美山 001
大道 進武 福井県 吉田郡永平寺町 1 2013/7/7 美山 004
橋詰 八代子 福井県 福井市 1 2013/7/7 美山 007
晴山 哲司 北海道 釧路市 1 2013/6/30 中標津 010
上田 秀子 北海道 標津郡標津町 1 2013/6/30 中標津 011
藤好 枝里 北海道 札幌市東区 1 2013/6/30 中標津 012
斉藤 明 北海道 野付郡別海町 1 2013/6/30 中標津 019
松嶋 朋香 北海道 札幌市中央区 1 2013/6/16 十勝 011



小川 季夏 北海道 帯広市 1 2013/6/16 十勝 012
吉瀧 修也 北海道 帯広市 1 2013/6/16 十勝 013
佐々木 一仁 北海道 樺戸郡月形町 1 2013/6/15 奈井江 003
栗原 廣勝 北海道 士別市 1 2013/6/15 奈井江 006
髙田 善文 北海道 旭川市 1 2013/6/15 奈井江 007
内野 勇 千葉県 四街道市 1 2013/6/2 千蕎 003
梅村 俊司 千葉県 四街道市 1 2013/6/2 千蕎 004
大槻 正義 茨城県 土浦市 1 2013/6/2 千蕎 006
小山 弘 千葉県 四街道市 1 2013/6/2 千蕎 008
平野 雅夫 千葉県 市川市 1 2013/6/2 千蕎 015
秋山 重樹 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 1 2013/6/1 東京 002
金澤 陽子 東京都 新宿区 1 2013/6/1 東京 007
斉藤 仁 神奈川県 横須賀市 1 2013/6/1 東京 011
嵯峨 吉雄 東京都 調布市 1 2013/6/1 東京 012
根岸 豊子 埼玉県 本庄市 1 2013/6/1 東京 015
藤井 実 東京都 新宿区 1 2013/6/1 東京 019
本多 久恵 東京都 新宿区 1 2013/6/1 東京 021
和賀 一 東京都 国立市 1 2013/6/1 東京 023
髙橋 幸男 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 004
松下 宏司 富山県 射水市 九頭龍工房富山そば道場 1 2013/5/26 越前 005
村中 強 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 008
北川 一成 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 010
冨田 栄一 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 011
島橋 昇 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 015
斎藤 良樹 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 016
土田 惇子 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 021
榊原 尚生 愛知県 岡崎市 1 2013/5/26 越前 022
善里 嶺信 福井県 福井市 1 2013/5/26 越前 023
久保 義和 北海道 札幌市南区 1 2013/4/27 石狩 003
田村 富夫 北海道 札幌市西区 1 2013/4/27 石狩 004
小沼 正三 北海道 札幌市手稲区 1 2013/4/27 石狩 011
藤原 哲 北海道 札幌市西区 じぞう庵そば塾 1 2013/4/27 石狩 015
豊木 一平 北海道 札幌市豊平区 1 2013/4/27 石狩 017
渡邉 義夫 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/4/27 石狩 018
大城 一彦 栃木県 真岡市 1 2013/4/21 那須 009
佐竹 信幸 福島県 会津若松市 1 2013/4/21 那須 011
田波 浅三 栃木県 小山市 1 2013/4/21 那須 016
村松 清哉 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2013/4/21 那須 024
加藤 直樹 北海道 中川郡音威子府村 1 2013/3/24 紋別 001
今泉 誠一 北海道 目梨郡羅臼町 1 2013/3/24 紋別 003
田中 慎吾 福島県 いわき市 1 2013/3/23 山都 004
渡部 俊夫 福島県 南会津郡南会津町 1 2013/3/23 山都 007
広瀬 勝則 茨城県 猿島郡境町 1 2013/3/23 山都 009
小野 栞 福島県 いわき市 1 2013/3/23 山都 015
吉田 和広 福島県 いわき市 1 2013/3/23 山都 016
白井 健史郎 福島県 耶麻郡磐梯町 1 2013/3/23 山都 021
大場 慧 福島県 会津若松市 1 2013/3/23 山都 022
鳥居塚 匠 福島県 いわき市 1 2013/3/23 山都 027
佐川 竜一 福島県 いわき市 1 2013/3/23 山都 028
宮川 初枝 福島県 郡山市 1 2013/3/23 山都 031
大堀 満夫 福島県 福島市 1 2013/3/23 山都 032
長澤 淳 福島県 喜多方市 1 2013/3/23 山都 033
佐藤 遥佳 福島県 河沼郡会津坂下町 1 2013/3/23 山都 034
青山 清和 北海道 函館市 1 2013/3/9 道南 002
佐藤 正則 北海道 函館市 1 2013/3/9 道南 011
倉 克成 北海道 函館市 1 2013/3/9 道南 013
藤原 勝信 北海道 室蘭市 室蘭手打ちそば愛好会 1 2013/3/9 道南 014
大庭 弘克 北海道 函館市 1 2013/3/9 道南 016
菊地 勝美 北海道 旭川市 1 2013/3/3 北竜 005



藤田 さやか 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/3/3 北竜 007
佐藤 斗輝雄 北海道 旭川市 1 2013/3/3 北竜 010
木村 均 北海道 雨竜郡沼田町 1 2013/3/3 北竜 015
古屋 大輔 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2013/3/3 北竜 019
岸山 誠人 北海道 上川郡当麻町 1 2013/3/3 北竜 020
根本 正人 茨城県 日立市 1 2013/2/8 茨城 005
武川 淳子 東京都 府中市 特別個人会員 1 2013/2/8 茨城 006
前田 正人 神奈川県 横浜市旭区 1 2013/2/8 茨城 010
伊藤 恒一 茨城県 水戸市 1 2013/2/8 茨城 012
武川 善行 東京都 府中市 特別個人会員 1 2013/2/8 茨城 016
横田 弘樹 栃木県 那須塩原市 1 2013/2/8 茨城 019
根本 俊 茨城県 つくば市 1 2013/2/8 茨城 022
富田 政博 埼玉県 行田市 1 2013/1/13 埼玉 050
斉藤 きみ子 埼玉県 春日部市 1 2013/1/13 埼玉 053
北澤 由美子 埼玉県 越谷市 1 2013/1/13 埼玉 054
小川 實 埼玉県 春日部市 1 2013/1/13 埼玉 062
諸 晃司 埼玉県 秩父郡横瀬町 1 2013/1/13 埼玉 063
森吉 文雄 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 1 2013/1/12 埼玉 004
上岡 章男 埼玉県 上尾市 1 2013/1/12 埼玉 011
石橋 欣昭 埼玉県 加須市 1 2013/1/12 埼玉 012
松本 敏幸 埼玉県 春日部市 1 2013/1/12 埼玉 021
冨田 益藏 埼玉県 蓮田市 1 2013/1/12 埼玉 023
田中 勝男 埼玉県 越谷市 1 2013/1/12 埼玉 038
林 勝美 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 1 2013/1/12 埼玉 039
関 武次 埼玉県 さいたま市見沼区 1 2013/1/12 埼玉 040
榎本 床一 埼玉県 桶川市 1 2013/1/12 埼玉 043
野呂 祐二 埼玉県 入間市 1 2013/1/12 埼玉 045
岩崎 喜彦 埼玉県 熊谷市 1 2013/1/12 埼玉 046
早野 隆 愛知県 刈谷市 1 2012/12/2 根羽 001
松井 多恵子 愛知県 西尾市 1 2012/12/2 根羽 002
藤井 敦志 愛知県 常滑市 1 2012/12/2 根羽 003
大橋 昭芳 愛知県 知多郡美浜町 1 2012/12/2 根羽 005
梶田 明 愛知県 知多郡美浜町 1 2012/12/2 根羽 010
吉川 美千代 静岡県 磐田市 1 2012/12/2 根羽 014
三石 隆司 長野県 飯田市 1 2012/12/2 根羽 015
船越 信正 静岡県 静岡市葵区 1 2012/12/2 根羽 017
加藤 武司 愛知県 知多郡美浜町 1 2012/12/2 根羽 020
三岡 鐘嘉 愛知県 豊田市 1 2012/12/2 根羽 021
杉﨑 伸児 岐阜県 飛騨市 1 2012/12/2 根羽 022
岡本 正一 静岡県 袋井市 1 2012/12/2 根羽 024
小澤 由治 愛知県 碧南市 1 2012/12/2 根羽 025
種山 浩志 長野県 飯田市 1 2012/12/2 根羽 028
原田 修吉 静岡県 浜松市浜北区 1 2012/12/2 根羽 030
深川 妙子 長野県 飯田市 1 2012/12/2 根羽 031
湯沢 夏美 長野県 松本市 1 2012/12/2 根羽 033
山田 陽茂 福島県 伊達市 1 2012/12/1 寒河江 004
阿部 敏男 宮城県 名取市 1 2012/12/1 寒河江 005
末永 榮六 宮城県 仙台市宮城野区 1 2012/12/1 寒河江 007
大河原 勝江 山形県 東置賜郡高畠町 1 2012/12/1 寒河江 013
渡辺 美代子 山形県 寒河江市 1 2012/12/1 寒河江 018
鈴木 真理矢 山形県 寒河江市 1 2012/12/1 寒河江 022
木村 美知子 宮城県 仙台市宮城野区 1 2012/12/1 寒河江 023
黒坂 輝彦 山形県 山形市 山形県庁そば研究会 1 2012/12/1 寒河江 025
若松 貢 宮城県 黒川郡富谷町 1 2012/12/1 寒河江 026
鎌田 泰弘 宮城県 仙台市若林区 1 2012/12/1 寒河江 027
大津 次子 静岡県 掛川市 1 2012/11/25 名古屋 001
佐度 正美 富山県 黒部市 黒部そば道楽 1 2012/11/25 名古屋 003
本島 正明 富山県 黒部市 黒部そば道楽 1 2012/11/25 名古屋 008
峯村 英二 埼玉県 草加市 1 2012/11/25 名古屋 009



戸塚 五十子 静岡県 掛川市 1 2012/11/25 名古屋 011
得能 健市 富山県 黒部市 黒部そば道楽 1 2012/11/25 名古屋 013
中川 和巳 神奈川県 川崎市宮前区 1 2012/11/25 名古屋 014
田中 晧雄 三重県 三重郡川越町 1 2012/11/25 名古屋 016
渡辺 美代 福島県 郡山市 1 2012/11/24 日光 002
渡邉 利 福島県 郡山市 1 2012/11/24 日光 012
池 勝祐 福島県 郡山市 1 2012/11/24 日光 018
浅野 清治 大阪府 富田林市 1 2012/11/18 泉北 001
浅野 哲男 大阪府 河内長野市 1 2012/11/18 泉北 002
大畑 佳司 大阪府 堺市堺区 1 2012/11/18 泉北 005
氣谷 善一 大阪府 堺市堺区 1 2012/11/18 泉北 010
大工 歳成 大阪府 貝塚市 1 2012/11/18 泉北 015
山崎 勝男 大阪府 河内長野市 1 2012/11/18 泉北 021
横幕 晴自 大阪府 枚方市 1 2012/11/18 泉北 023
吉田 真紀 奈良県 高市郡高取町 1 2012/11/18 泉北 024
須藤 明美 北海道 雨竜郡秩父別町 1 2012/11/4 当麻 001
浅原 里子 北海道 旭川市 1 2012/11/4 当麻 003
宗像 信子 北海道 旭川市 1 2012/11/4 当麻 005
河原 正典 北海道 標津郡中標津町 1 2012/11/4 当麻 007
伊藤 俊介 北海道 旭川市 1 2012/11/4 当麻 011
五十嵐 義秋 北海道 上川郡比布町 1 2012/11/4 当麻 016
加藤 良昭 北海道 旭川市 1 2012/11/4 当麻 021
西脇 千鶴子 三重県 いなべ市 1 2012/10/28 いなべ 026
神山 勝也 三重県 鈴鹿市 1 2012/10/28 いなべ 029
西脇 かづゑ 三重県 いなべ市 1 2012/10/28 いなべ 032
藤井 すみゑ 三重県 四日市市 1 2012/10/28 いなべ 035
小林 美代子 三重県 いなべ市 1 2012/10/28 いなべ 040
瀬木 春代 三重県 いなべ市 1 2012/10/28 いなべ 041
森田 久生 三重県 いなべ市 1 2012/10/28 いなべ 042
竹尾 英昭 三重県 桑名市 1 2012/10/28 いなべ 044
竹尾 春代 三重県 桑名市 1 2012/10/28 いなべ 045
出口 きみ子 三重県 いなべ市 1 2012/10/28 いなべ 046
宮原 守 三重県 鈴鹿市 1 2012/10/28 いなべ 047
小川 孝子 三重県 桑名市 1 2012/10/28 いなべ 049
藤原 亮 愛知県 岩倉市 1 2012/10/28 いなべ 054
清田 若菜 三重県 いなべ市 1 2012/10/28 いなべ 055
西川 雅也 三重県 津市 1 2012/10/27 いなべ 005
立川 智子 三重県 津市 1 2012/10/27 いなべ 008
雑賀 芳朗 三重県 熊野市 1 2012/10/27 いなべ 016
川本 敏也 三重県 熊野市 1 2012/10/27 いなべ 017
西村 弘哉 三重県 北牟婁郡紀北町 1 2012/10/27 いなべ 018
蛭澤 久子 三重県 伊賀市 1 2012/10/27 いなべ 020
田部井 ひとみ 千葉県 柏市 1 2012/10/14 板橋 006
谷﨑 隆幸 東京都 世田谷区 1 2012/10/14 板橋 016
後藤 宏之 東京都 杉並区 1 2012/10/14 板橋 020
小林 一公 東京都 世田谷区 1 2012/10/14 板橋 022
神戸 泰洋 東京都 杉並区 1 2012/10/14 板橋 023
相川 健 千葉県 我孫子市 1 2012/10/14 板橋 025
服部 和彦 岡山県 赤磐市 1 2012/10/13 岡山 008
高橋 恵子 岡山県 岡山市中区 1 2012/10/13 岡山 009
福岡 邦人 広島県 三原市 1 2012/10/13 岡山 012
住尾 旭美 兵庫県 加西市 1 2012/10/13 岡山 015
建石 妙子 兵庫県 加西市 1 2012/10/13 岡山 017
村田 晶子 兵庫県 姫路市 1 2012/10/13 岡山 020
井上 いづみ 兵庫県 加西市 1 2012/10/13 岡山 021
石川　 未久里 兵庫県 姫路市 1 2012/10/13 岡山 030
上田 俊明 福岡県 北九州市小倉南区 1 2012/10/13 岡山 033
戸田 秀子 宮崎県 延岡市 1 2012/10/13 岡山 034
山口 裕子 宮崎県 延岡市 1 2012/10/13 岡山 036



岡本 はるみ 宮崎県 延岡市 1 2012/10/13 岡山 038
藤井 誠 大阪府 池田市 1 2012/10/7 三田 044
木村 利代 兵庫県 加西市 1 2012/10/7 三田 046
山内 章作 大阪府 大阪市天王寺区 1 2012/10/7 三田 050
森内 長三 兵庫県 西宮市 1 2012/10/7 三田 051
稲川 きよ美 京都府 京都市西京区 1 2012/10/7 三田 053
宮木 誠 兵庫県 神崎郡市川町 1 2012/10/7 三田 054
長田 智保 兵庫県 姫路市 1 2012/10/7 三田 058
浅羽 幸雄 大阪府 寝屋川市 1 2012/10/7 三田 061
稲垣 衣里子 和歌山県 和歌山市 1 2012/10/7 三田 063
楊井 奠文 兵庫県 加西市 1 2012/10/7 三田 069
次郎丸 智子 奈良県 大和高田市 1 2012/10/7 三田 071
石坂 裕 大阪府 大阪市北区 1 2012/10/6 三田 001
今里 康一 兵庫県 宝塚市 1 2012/10/6 三田 002
除 秀美 兵庫県 神戸市西区 1 2012/10/6 三田 003
岡本 育正 兵庫県 川西市 1 2012/10/6 三田 005
北 進一郎 大阪府 池田市 1 2012/10/6 三田 010
永井 義人 兵庫県 姫路市 1 2012/10/6 三田 011
佐伯 義照 大阪府 大阪市福島区 1 2012/10/6 三田 013
小林 昌平 兵庫県 加古郡稲美町 1 2012/10/6 三田 014
除 智文 兵庫県 神戸市西区 1 2012/10/6 三田 019
岩城 隆雄 奈良県 奈良市 1 2012/10/6 三田 023
市村 浅子 大阪府 四條畷市 1 2012/10/6 三田 025
古牧 美里 大阪府 高槻市 1 2012/10/6 三田 026
宇治丸 了平 兵庫県 丹波市 1 2012/10/6 三田 028
山本 幸芳 京都府 久世郡久御山町 1 2012/10/6 三田 030
田中 松之 大阪府 茨木市 1 2012/10/6 三田 032
石原 敦 岡山県 赤磐市 1 2012/10/6 三田 033
西村 恵子 大阪府 大阪市都島区 1 2012/10/6 三田 034
和田 幸雄 兵庫県 姫路市勝原区 1 2012/10/6 三田 036
曽束 文彦 京都府 久世郡久御山町 1 2012/10/6 三田 040
松浦 晴香 群馬県 沼田市 1 2012/9/30 老神 003
松井 香那世 群馬県 沼田市 1 2012/9/30 老神 004
新井 理恵 群馬県 沼田市 1 2012/9/30 老神 005
林 美穂 群馬県 利根郡昭和村 1 2012/9/30 老神 007
諸田 有紀 群馬県 利根郡昭和村 1 2012/9/30 老神 010
風間 智也 群馬県 吾妻郡高山村 1 2012/9/30 老神 011
井上 英夫 群馬県 太田市 1 2012/9/30 老神 013
濱本 孝志 群馬県 太田市 1 2012/9/30 老神 024
山村 孝一 栃木県 宇都宮市 1 2012/9/30 老神 026
豊田 立身 群馬県 太田市 1 2012/9/30 老神 027
五十嵐 不二男 群馬県 伊勢崎市 1 2012/9/30 老神 031
井上 和男 群馬県 太田市 1 2012/9/30 老神 036
金谷 恵利子 栃木県 宇都宮市 1 2012/9/30 老神 039
髙橋 裕一 群馬県 藤岡市 1 2012/9/30 老神 040
船田 涼子 群馬県 沼田市 1 2012/9/30 老神 043
中山 聡 北海道 天塩郡幌延町 1 2012/9/29 浦臼 003
宿南 信夫 北海道 美唄市 1 2012/9/29 浦臼 007
五十嵐 香織 北海道 江別市 1 2012/9/29 浦臼 008
千田 浩子 富山県 魚津市 1 2012/9/23 利賀 001
北村 勉 富山県 中新川郡立山町 1 2012/9/23 利賀 006
広田 幸作 富山県 魚津市 1 2012/9/23 利賀 008
平野 明美 富山県 南砺市 1 2012/9/23 利賀 013
松倉 清治 富山県 中新川郡立山町 1 2012/9/23 利賀 014
荒井 崇浩 富山県 南砺市 1 2012/9/23 利賀 015
森川 かおり 長野県 東筑摩郡麻績村 1 2012/9/16 松本 007
横見 たまみ 東京都 渋谷区 1 2012/9/16 松本 008
石毛 一久 千葉県 香取市 1 2012/9/15 千葉 004
佐藤 恵子 千葉県 松戸市 1 2012/9/15 千葉 006



小林 修 千葉県 千葉市花見川区 1 2012/9/15 千葉 007
片貝 廣明 千葉県 柏市 1 2012/9/15 千葉 012
小川 慶一 千葉県 佐倉市 千葉県そば推進協議会 1 2012/9/15 千葉 014
生井沢 友樹 千葉県 大網白里市 1 2012/9/15 千葉 017
田中 由子 千葉県 千葉市美浜区 1 2012/9/15 千葉 019
水谷 孝 千葉県 千葉市若葉区 1 2012/9/15 千葉 033
永井 彦二 千葉県 千葉市稲毛区 1 2012/9/15 千葉 035
成田 弘 千葉県 千葉市花見川区 1 2012/9/15 千葉 040
立川 行雄 東京都 八王子市 1 2012/8/26 諏訪 003
関根 辰之 愛知県 北設楽郡豊根村 1 2012/8/26 諏訪 005
浜野 初美 神奈川県 小田原市 1 2012/8/26 諏訪 006
長倉 美津子 愛知県 名古屋市瑞穂区 1 2012/8/26 諏訪 007
古澤 あや子 神奈川県 小田原市 1 2012/8/26 諏訪 010
横山 正之 神奈川県 足柄上郡松田町 1 2012/8/26 諏訪 011
内藤 広夫 神奈川県 伊勢原市 1 2012/8/26 諏訪 013
小黒 吉男 埼玉県 さいたま市中央区 1 2012/8/26 諏訪 019
松元 滉紀 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2012/7/20 幌内 016
丸田 立聖 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2012/7/20 幌内 025
二木 浩志 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2012/7/20 幌内 028
九島 有梨華 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2012/7/20 幌内 029
石塚 研太 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2012/7/20 幌内 030
小原 美穂 北海道 雨竜郡幌加内町 （株）北村そば製粉 1 2012/7/20 幌内 033
佐藤 裕子 北海道 札幌市白石区 1 2012/7/7 苫小 003
佐藤 富士子 北海道 虻田郡豊浦町 伊達手打ちそば愛好会 1 2012/7/7 苫小 005
庄司 俊行 北海道 北広島市 1 2012/7/7 苫小 006
山口 正樹 北海道 日高郡新ひだか町 1 2012/7/7 苫小 010
末次 一 北海道 江別市 1 2012/7/7 苫小 012
車田 利夫 北海道 様似郡様似町 1 2012/7/7 苫小 018
大橋 美恵子 北海道 苫小牧市 1 2012/7/7 苫小 020
奥山 昭彦 北海道 札幌市白石区 1 2012/7/7 苫小 022
五十嵐 陽子 北海道 岩見沢市 1 2012/7/7 苫小 024
中原 義勝 北海道 登別市 1 2012/7/7 苫小 026
大場 芳一 北海道 札幌市清田区 1 2012/7/7 苫小 028
森 ななえ 北海道 日高郡新ひだか町 1 2012/7/7 苫小 029
平尾 満 北海道 小樽市 1 2012/7/7 苫小 033
柴尾 忠信 北海道 苫小牧市 1 2012/7/7 苫小 042
石川 将貴 北海道 標津郡中標津町 1 2012/6/24 中標 018
高橋 良幸 北海道 根室市 1 2012/6/24 中標 019
瀧尾 卓也 北海道 標津郡中標津町 1 2012/6/24 中標 020
山口 道雄 大阪府 茨木市 1 2012/6/24 美山 002
藤田 建二 神奈川県 藤沢市 1 2012/6/17 十勝 002
斉藤 文雄 北海道 河西郡芽室町 1 2012/6/17 十勝 003
太田 涼太 北海道 上川郡新得町 1 2012/6/17 十勝 005
藤田 蓮 北海道 上川郡新得町 1 2012/6/17 十勝 006
斎藤 大貴 北海道 上川郡新得町 1 2012/6/17 十勝 007
吉田 翼 北海道 上川郡新得町 1 2012/6/17 十勝 008
春名 泰太 北海道 富良野市 1 2012/6/17 十勝 010
砂金 将太 北海道 上川郡清水町 1 2012/6/17 十勝 015
古川 武洋 北海道 広尾郡大樹町 1 2012/6/17 十勝 017
松井 友紀 北海道 中川郡幕別町 1 2012/6/17 十勝 018
松田 純子 北海道 帯広市 1 2012/6/17 十勝 019
髙橋 隆二 埼玉県 越谷市 1 2012/6/9 東京 001
野田 堅司 埼玉県 狭山市 1 2012/6/9 東京 009
新井 賢一 東京都 荒川区 1 2012/6/9 東京 011
林 かほる 北海道 札幌市東区 1 2012/6/9 奈江 003
池田 純一 北海道 夕張郡長沼町 1 2012/6/9 奈江 005
鈴木 代志夫 北海道 美唄市 1 2012/6/9 奈江 006
本間 純治 北海道 夕張郡長沼町 1 2012/6/9 奈江 012
村井 弥生 北海道 夕張郡長沼町 1 2012/6/9 奈江 013



坪田 彰一 福井県 福井市 1 2012/6/3 越前 008
三津出 正男 福井県 坂井市 1 2012/6/3 越前 010
花畑 愛子 大阪府 枚方市 1 2012/6/3 越前 012
石塚 康雄 福井県 勝山市 1 2012/6/3 越前 015
磐井 征行 千葉県 市川市 1 2012/6/3 千蕎 004
高橋 春男 千葉県 白井市 1 2012/6/3 千蕎 011
高山 幸雄 千葉県 四街道市 1 2012/6/3 千蕎 012
武田 孝義 千葉県 千葉市緑区 1 2012/6/3 千蕎 013
田辺 昭二 千葉県 四街道市 1 2012/6/3 千蕎 014
藤田 政万 千葉県 東金市 1 2012/6/3 千蕎 018
山田 充 千葉県 四街道市 1 2012/6/3 千蕎 021
渡部 善章 神奈川県 小田原市 1 2012/6/3 千蕎 022
星野 省也 東京都 中央区 1 2012/5/20 飯伊 004
眞田 美博 長野県 北佐久郡軽井沢町 1 2012/5/20 飯伊 005
大島 正三 新潟県 上越市 1 2012/5/20 飯伊 006
飯野 聡太 群馬県 前橋市 1 2012/5/20 飯伊 009
田辺 澄子 東京都 墨田区 1 2012/5/20 飯伊 010
今津 誓子 東京都 墨田区 1 2012/5/20 飯伊 011
中山 文子 愛知県 岩倉市 1 2012/5/20 飯伊 012
鈴木 雅子 愛知県 岩倉市 1 2012/5/20 飯伊 013
辻 幾美 愛知県 岩倉市 1 2012/5/20 飯伊 014
小澤 一仁 長野県 飯田市 1 2012/5/20 飯伊 015
根本 隆介 長野県 飯田市 1 2012/5/20 飯伊 016
武井 節子 長野県 松本市 1 2012/5/20 飯伊 017
小原 捷次 長野県 下伊那郡松川町 1 2012/5/20 飯伊 019
住谷 栄一 北海道 石狩市 1 2012/4/28 石狩 004
永原 覚 北海道 札幌市北区 1 2012/4/28 石狩 005
佐藤 平 北海道 恵庭市 1 2012/4/28 石狩 010
岩井 真 北海道 虻田郡喜茂別町 1 2012/4/28 石狩 014
江良 智 北海道 千歳市 1 2012/4/28 石狩 015
大山 和廣 北海道 石狩市 1 2012/4/28 石狩 016
中村 幸信 北海道 虻田郡留寿都村 1 2012/4/28 石狩 021
山田 泰 福島県 郡山市 1 2012/3/24 山都 002
陳野原 透 福島県 郡山市 1 2012/3/24 山都 003
木村 岳 福島県 本宮市 1 2012/3/24 山都 014
大田原 武男 栃木県 那須塩原市 1 2012/3/24 山都 016
斎藤 文一 福島県 郡山市 1 2012/3/24 山都 019
菊池 隆二 福島県 伊達郡国見町 1 2012/3/24 山都 023
原 彰一 福島県 河沼郡湯川村 1 2012/3/24 山都 024
手代木 邦雄 北海道 登別市 1 2012/3/10 道南 003
勝碕 紀子 北海道 山越郡長万部町 1 2012/3/10 道南 004
木村 博光 北海道 二海郡八雲町 1 2012/3/10 道南 006
米野 弘一 北海道 室蘭市 室蘭手打ちそば愛好会 1 2012/3/10 道南 009
谷口 一夫 北海道 寿都郡黒松内町 1 2012/3/10 道南 015
下国 雄三 北海道 室蘭市 1 2012/3/10 道南 021
中野 長三郎 北海道 檜山郡江差町 1 2012/3/10 道南 022
梶谷 泰雄 北海道 函館市 1 2012/3/10 道南 023
番場 裕二 北海道 旭川市 1 2012/3/4 北竜 010
熊田 真理子 北海道 上川郡当麻町 1 2012/3/4 北竜 012
佐々木 芳雄 北海道 網走郡津別町 1 2012/2/11 紋別 012
田口 幸子 福島県 須賀川市 1 2012/2/3 茨城 002
益子 烈 茨城県 常陸太田市 1 2012/2/3 茨城 013
堰口 周一 福島県 いわき市 1 2012/2/3 茨城 016
横地 仁志 埼玉県 幸手市 1 2012/1/8 埼玉 047
田頭 暁 埼玉県 上尾市 1 2012/1/8 埼玉 052
梅原 輝雄 埼玉県 羽生市 1 2012/1/7 埼玉 007
小久保 雅夫 埼玉県 羽生市 1 2012/1/7 埼玉 011
石原 益夫 栃木県 宇都宮市 1 2012/1/7 埼玉 015
髙橋 正明 埼玉県 秩父市 1 2012/1/7 埼玉 018



寺下 安子 埼玉県 加須市 1 2012/1/7 埼玉 022
松田 登美子 東京都 渋谷区 1 2012/1/7 埼玉 037
日下部 誠 福島県 郡山市 1 2011/12/3 寒江 007
板垣 栄 山形県 山形市 1 2011/12/3 寒江 015
小野 孝之 山形県 山形市 1 2011/12/3 寒江 016
金子 信江 山形県 山形市 山形県庁そば研究会 1 2011/12/3 寒江 020
伊藤 良夫 静岡県 浜松市西区 1 2011/12/3 根羽 002
市橋 陽子 静岡県 浜松市天竜区 1 2011/12/3 根羽 005
時久 咲子 静岡県 磐田市 1 2011/12/3 根羽 010
富永 総一 静岡県 浜松市浜北区 1 2011/12/3 根羽 021
久保田 千夏 長野県 飯田市 1 2011/12/3 根羽 023
宮澤 邦彦 長野県 飯田市 1 2011/12/3 根羽 026
原 靖志 長野県 下伊那郡下条村 1 2011/12/3 根羽 028
近藤 喜久子 静岡県 藤枝市 1 2011/12/3 根羽 031
山田 宗隆 長野県 飯田市 1 2011/12/3 根羽 035
茂木 淳 長野県 須坂市 1 2011/12/3 根羽 038
今井 民夫 長野県 上伊那郡中川村 1 2011/12/3 根羽 040
山根 まつゑ 静岡県 藤枝市 1 2011/12/3 根羽 042
井出 和宏 長野県 長野市 1 2011/12/3 根羽 044
宮澤 志麻 長野県 大町市 1 2011/12/3 根羽 045
前島 諭 富山県 黒部市 1 2011/11/27 名古 009
高橋 秀喜 愛知県 名古屋市緑区 1 2011/11/27 名古 011
吉見 圭祐 愛知県 名古屋市守山区 1 2011/11/27 名古 012
福本 知津子 大阪府 藤井寺市 1 2011/11/23 泉北 003
山本 篤実 大阪府 河内長野市 1 2011/11/23 泉北 005
福山 政秋 大阪府 富田林市 1 2011/11/23 泉北 006
小林 千賀子 大阪府 河内長野市 1 2011/11/23 泉北 007
小久保 慶子 大阪府 富田林市 1 2011/11/23 泉北 010
新野 夏美 大阪府 堺市 1 2011/11/23 泉北 012
折田 康作 大阪府 堺市南区 1 2011/11/23 泉北 016
藤本 政志 大阪府 泉北郡忠岡町 1 2011/11/23 泉北 018
隅野 成美 大阪府 堺市 1 2011/11/23 泉北 021
酒井 清貴 茨城県 つくば市 1 2011/11/20 日光 007
椎名 敦史 茨城県 日立市 1 2011/11/20 日光 017
峯田 雅大 北海道 旭川市 1 2011/11/6 当麻 003
川村 悠斗 北海道 旭川市 1 2011/11/6 当麻 004
塩満 早希子 北海道 旭川市 1 2011/11/6 当麻 005
浅野目 賢治 北海道 網走郡津別町 1 2011/11/6 当麻 006
萬代 宏伸 北海道 旭川市 1 2011/11/6 当麻 008
高橋 克郎 北海道 札幌市手稲区 1 2011/11/6 当麻 011
八尾 健太郎 北海道 旭川市 1 2011/11/6 当麻 013
榊間 みさき 北海道 上川郡比布町 1 2011/11/6 当麻 014
青山 千里 北海道 河西郡芽室町 1 2011/11/6 当麻 015
我妻 聡 北海道 札幌市白石区 1 2011/11/6 当麻 016
平山 美和 北海道 札幌市中央区 1 2011/11/6 当麻 018
三國 晴子 北海道 札幌市東区 1 2011/11/6 当麻 019
久芳 幸夫 東京都 杉並区 1 2011/10/16 板橋 009
寺岡 裕美 埼玉県 さいたま市見沼区 1 2011/10/16 板橋 017
馬島 邦幸 埼玉県 さいたま市北区 1 2011/10/16 板橋 018
國分 晃 神奈川県 座間市 1 2011/10/16 板橋 020
本間 肇 兵庫県 姫路市勝原区 1 2011/10/10 三田 065
築山 初美 兵庫県 神崎郡福崎町 1 2011/10/10 三田 066
岡田 祥子 兵庫県 西宮市 1 2011/10/10 三田 072
山本 佳正 大阪府 柏原市 1 2011/10/10 三田 074
天野 孝行 大阪府 枚方市 1 2011/10/10 三田 075
米沢 敬太郎 奈良県 奈良市 1 2011/10/10 三田 077
小森 孝子 三重県 いなべ市 1 2011/10/10 三田 078
渡邊 武史 三重県 員弁郡東員町 1 2011/10/10 三田 079
藤田 剛史 三重県 いなべ市 1 2011/10/10 三田 081



佐藤 吉彦 三重県 桑名市 1 2011/10/10 三田 084
岡田 信雄 兵庫県 西宮市 1 2011/10/10 三田 085
馬場 規裕 大阪府 大阪市東住吉区 1 2011/10/10 三田 086
三宅 浩文 大阪府 大阪市城東区 1 2011/10/10 三田 087
涌田 周 大阪府 貝塚市 1 2011/10/10 三田 088
伊藤 勇 三重県 いなべ市 1 2011/10/10 三田 089
橋本 義和 兵庫県 川辺郡猪名川町 1 2011/10/10 三田 090
西村 悟 兵庫県 川辺郡猪名川町 1 2011/10/10 三田 091
原 孝二 兵庫県 加西市 1 2011/10/9 三田 035
高江 祐二 兵庫県 神戸市長田区 1 2011/10/9 三田 037
光山 慎二 兵庫県 三木市 1 2011/10/9 三田 039
土屋 和弘 大阪府 茨木市 1 2011/10/9 三田 044
宮野 正彦 大阪府 茨木市 1 2011/10/9 三田 046
大西 喜代志 兵庫県 神戸市灘区 1 2011/10/9 三田 051
杉本 二良 三重県 鈴鹿市 1 2011/10/9 三田 054
内田 精二 大阪府 茨木市 1 2011/10/9 三田 057
松本 裕作 大阪府 茨木市 1 2011/10/9 三田 058
広藤 友子 大阪府 大阪市都島区 1 2011/10/9 三田 059
奥山 淳三 京都府 南丹市 1 2011/10/9 三田 060
島 義尚 京都府 京都市中京区 1 2011/10/9 三田 062
坂本 進 兵庫県 宝塚市 1 2011/10/8 三田 001
田中 夏雄 兵庫県 宝塚市 1 2011/10/8 三田 004
福島 圭 兵庫県 宝塚市 1 2011/10/8 三田 008
川島 剛 大阪府 茨木市 1 2011/10/8 三田 011
草加 令子 大阪府 富田林市 1 2011/10/8 三田 020
安達 明美 大阪府 茨木市 1 2011/10/8 三田 022
西谷 一男 奈良県 生駒市 1 2011/10/8 三田 031
小竹 和男 大阪府 大阪市城東区 1 2011/10/8 三田 032
橋本 等 北海道 札幌市北区 北の郷　そば工房 1 2011/10/2 上砂 006
江口 純子 北海道 札幌市中央区 1 2011/10/2 上砂 007
長谷部 浩平 北海道 札幌市西区 1 2011/10/2 上砂 009
杉井 正 広島県 東広島市 1 2011/10/1 岡山 001
山村 明子 広島県 福山市 1 2011/10/1 岡山 003
福田 澤美 広島県 福山市 1 2011/10/1 岡山 005
新井 良江 兵庫県 赤穂市 1 2011/10/1 岡山 008
金谷 国幸 岡山県 高梁市 1 2011/10/1 岡山 009
本村 聖一 広島県 福山市 1 2011/10/1 岡山 011
岡田 功 兵庫県 赤穂市 1 2011/10/1 岡山 019
那須 あけみ 宮崎県 延岡市 1 2011/10/1 岡山 021
本村 ひとみ 広島県 福山市 1 2011/10/1 岡山 026
村上 照子 広島県 福山市 1 2011/10/1 岡山 028
小寺 俊三 広島県 府中市 1 2011/10/1 岡山 030
飯干 雅章 宮崎県 延岡市 1 2011/10/1 岡山 033
薮井 義仁 岡山県 笠岡市 1 2011/10/1 岡山 036
佐藤 誠 大阪府 豊能郡豊能町 1 2011/10/1 岡山 039
岡村 佳尚 長野県 長野市 1 2011/9/25 松本 004
金澤 哲男 東京都 羽村市 1 2011/9/25 松本 005
金子 道夫 長野県 長野市 1 2011/9/25 松本 006
倉橋 とみ子 長野県 松本市 1 2011/9/25 松本 008
篠原 剛 東京都 国立市 1 2011/9/25 松本 009
鶴田 裕士 長野県 上高井郡小布施町 1 2011/9/25 松本 013
林 博幸 長野県 長野市 1 2011/9/25 松本 016
宮下 喬一 長野県 長野市 1 2011/9/25 松本 018
宮原 茂 長野県 長野市 1 2011/9/25 松本 019
松岡 多美子 富山県 中新川郡立山町 1 2011/9/25 利賀 002
平野 門司 富山県 富山市 1 2011/9/25 利賀 003
大田 良子 富山県 富山市 1 2011/9/25 利賀 004
棚村 諭 富山県 中新川郡立山町 1 2011/9/25 利賀 005
豊田 嘉子 富山県 中新川郡上市町 1 2011/9/25 利賀 006



林 早苗 富山県 中新川郡立山町 1 2011/9/25 利賀 007
大﨑 寛子 富山県 魚津市 1 2011/9/25 利賀 009
高峯 美紀子 富山県 中新川郡上市町 1 2011/9/25 利賀 012
成瀬 千秋 富山県 中新川郡立山町 1 2011/9/25 利賀 017
笹山 義夫 富山県 滑川市 1 2011/9/25 利賀 020
新村 一夫 富山県 富山市 1 2011/9/25 利賀 022
角舘 知乃 群馬県 沼田市 1 2011/9/25 老神 002
太田 有紀 群馬県 沼田市 1 2011/9/25 老神 005
星野 美咲 群馬県 沼田市 1 2011/9/25 老神 011
須藤 権太郎 群馬県 利根郡片品村 1 2011/9/25 老神 012
寺内 正男 栃木県 さくら市 1 2011/9/25 老神 017
西島 正典 千葉県 船橋市 1 2011/9/17 千葉 002
太田 利雄 千葉県 四街道市 1 2011/9/17 千葉 009
大久保 雅明 千葉県 千葉市花見川区 1 2011/9/17 千葉 023
箕輪 浩 千葉県 香取市 1 2011/9/17 千葉 024
市本 淳 千葉県 千葉市若葉区 1 2011/9/17 千葉 026
芝沼 和行 千葉県 我孫子市 1 2011/9/17 千葉 028
沖野 則夫 千葉県 千葉市稲毛区 1 2011/9/17 千葉 030
船山 直樹 千葉県 四街道市 1 2011/9/17 千葉 033
多田 宗弘 茨城県 つくば市 1 2011/9/17 千葉 039
西野 久雄 千葉県 千葉市美浜区 1 2011/9/17 千葉 042
田中 靜子 千葉県 八街市 1 2011/9/17 千葉 043
吉田 久雄 千葉県 千葉市稲毛区 1 2011/9/17 千葉 047
金谷 幸三 千葉県 八街市 1 2011/9/17 千葉 049
平山 俊彦 千葉県 八街市 1 2011/9/17 千葉 054
根本 茂 千葉県 市原市 1 2011/9/17 千葉 055
和田 芳雄 千葉県 四街道市 1 2011/9/17 千葉 056
大町 弘 千葉県 千葉市中央区 1 2011/9/17 千葉 057
山田 信博 三重県 三重郡川越町 1 2011/8/28 諏訪 004
上嶋 弘道 長野県 塩尻市 1 2011/8/28 諏訪 006
上嶋 冬華 長野県 塩尻市 1 2011/8/28 諏訪 007
松本 五朗 東京都 町田市 1 2011/8/28 諏訪 008
牛山 ちうめ 長野県 茅野市 1 2011/8/28 諏訪 010
長谷川 有一 長野県 塩尻市 特別個人会員 1 2011/8/28 諏訪 016
清水 敏勝 長野県 松本市 1 2011/8/28 諏訪 017
牛山 栄美 長野県 茅野市 1 2011/8/28 諏訪 020
翠川 栄子 長野県 小県郡長和町 1 2011/8/28 諏訪 025
宮坂 シズ子 長野県 小県郡長和町 1 2011/8/28 諏訪 026
鴨居 由記彦 長野県 塩尻市 1 2011/8/28 諏訪 027
青柳 瞬 山梨県 甲府市 1 2011/8/28 諏訪 028
佐藤 正好 北海道 札幌市豊平区 1 2011/7/16 苫小 010
見延 司 北海道 札幌市厚別区 1 2011/7/16 苫小 013
大山 透 北海道 札幌市手稲区 1 2011/7/16 苫小 018
江崎 雄幸 北海道 小樽市 1 2011/7/16 苫小 022
佐々木 義道 北海道 苫小牧市 1 2011/7/16 苫小 025
高山 リチ子 北海道 苫小牧市 1 2011/7/16 苫小 029
富樫 晃希 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 010
中堀 寿麗 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 011
米川 悠太 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 014
高木 有沙 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 015
岩内 孟治 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 016
内田 祐樹 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 017
及川 岳志 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 018
長谷川 真 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 020
町田 隼人 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 021
山本 周男 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 022
田中 彩佳 北海道 日高郡新ひだか町 北海道幌加内高等学校 1 2011/7/15 幌内 023
佐藤 菜保 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 024
柴又 愛 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/7/15 幌内 026



三浦 和宏 北海道 野付郡別海町 1 2011/6/26 中標 001
渡辺 ユキ子 北海道 標津郡中標津町 1 2011/6/26 中標 007
上野 圭一 北海道 札幌市清田区 1 2011/6/26 中標 008
苗村 伸作 北海道 標津郡中標津町 1 2011/6/26 中標 009
石川 早紀 北海道 標津郡中標津町 1 2011/6/26 中標 013
上坂 清一郎 福井県 鯖江市 1 2011/6/19 美山 002
石田 且吉 福井県 大野市 1 2011/6/19 美山 003
藤田 菜生実 福井県 福井市 1 2011/6/19 美山 004
上山 徹 北海道 釧路市 1 2011/6/12 十勝 002
村井 保 北海道 釧路市 1 2011/6/12 十勝 010
井齋 英世 北海道 広尾郡広尾町 1 2011/6/12 十勝 012
秋葉 吉彦 東京都 港区 1 2011/6/11 鵜会 001
脇谷 勇次 神奈川県 綾瀬市 1 2011/6/11 鵜会 004
江連 功 埼玉県 越谷市 1 2011/6/11 鵜会 008
石綿 浩之 東京都 練馬区 1 2011/6/11 鵜会 010
細矢 次郎 埼玉県 さいたま市大宮区 1 2011/6/11 鵜会 012
島田 守 神奈川県 横浜市緑区 1 2011/6/11 鵜会 014
柴田 昇 千葉県 市川市 1 2011/6/11 鵜会 015
中川 浩美 東京都 西東京市 1 2011/6/11 鵜会 022
久保田 千恵 東京都 品川区 1 2011/6/11 鵜会 024
田部 明美 北海道 空知郡南幌町 1 2011/6/11 奈江 003
加藤 洋恵 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/6/11 奈江 004
石垣 秀人 北海道 江別市 1 2011/6/11 奈江 006
佐藤 脩 北海道 北広島市 1 2011/6/11 奈江 007
川田 キヌ 北海道 雨竜郡沼田町 1 2011/6/11 奈江 008
菊地 宏 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2011/6/11 奈江 012
髙橋 健 北海道 岩見沢市 1 2011/6/11 奈江 013
井上 義信 福井県 福井市 1 2011/6/5 越前 007
稲葉 忠久 岐阜県 飛騨市 1 2011/6/5 越前 014
玉井 芳浩 千葉県 四街道市 1 2011/5/29 千蕎 004
島田 真一 千葉県 千葉市中央区 1 2011/5/29 千蕎 006
植草 進 千葉県 大網白里市 1 2011/5/29 千蕎 008
多田 陽子 千葉県 四街道市 1 2011/5/29 千蕎 011
清宮 邦雄 千葉県 四街道市 1 2011/5/29 千蕎 015
大堀 英司 千葉県 山武市 1 2011/5/29 千蕎 016
中澤 一男 千葉県 四街道市 1 2011/5/29 千蕎 018
角田 功夫 千葉県 四街道市 1 2011/5/29 千蕎 019
赤地 正昭 千葉県 四街道市 1 2011/5/29 千蕎 020
小林 勇 千葉県 四街道市 1 2011/5/29 千蕎 021
寺澤 信行 長野県 長野市 1 2011/5/15 飯伊 001
木下 妙子 長野県 飯田市 1 2011/5/15 飯伊 007
田中 祥之 埼玉県 本庄市 1 2011/5/15 飯伊 019
太田 亜生 北海道 札幌市北区 1 2011/4/30 石狩 005
小野田 登 北海道 恵庭市 1 2011/4/30 石狩 007
武内 眞紘 北海道 石狩市 1 2011/4/30 石狩 009
大西 軍八 北海道 留萌市 1 2011/4/30 石狩 012
藤田 守 北海道 札幌市清田区 1 2011/4/30 石狩 015
平林 文江 北海道 石狩市 1 2011/4/30 石狩 017
武井 俊道 北海道 札幌市厚別区 1 2011/4/30 石狩 018
宮中 洋子 北海道 北広島市 1 2011/4/30 石狩 020
小野 愃弘 北海道 江別市 1 2011/4/30 石狩 022
志鎌 純一 北海道 札幌市西区 1 2011/4/30 石狩 023
佐々木 千春 北海道 空知郡南幌町 1 2011/4/30 石狩 027
佐藤 功児 山形県 米沢市 1 2011/3/12 山都 002
菊地 功 栃木県 宇都宮市 1 2011/3/12 山都 005
中村 啓介 福島県 会津若松市 1 2011/3/12 山都 016
加藤 勉 北海道 旭川市 1 2011/3/6 北竜 003
冨樫 忠廣 北海道 樺戸郡月形町 1 2011/3/6 北竜 007
村越 俊文 北海道 天塩郡天塩町 1 2011/3/6 北竜 016



二本柳 芳樹 北海道 函館市 1 2011/3/5 道南 001
鎌田 昇理 北海道 登別市 1 2011/3/5 道南 002
金谷 七五三 北海道 桧山郡厚沢部町 1 2011/3/5 道南 009
森崎 雪雄 北海道 登別市 1 2011/3/5 道南 010
花嶋 正治 北海道 室蘭市 1 2011/3/5 道南 018
石田 桂一 北海道 北斗市 1 2011/3/5 道南 019
島田 文夫 茨城県 つくば市 1 2011/2/20 茨城 005
片岡 美知夫 栃木県 那須塩原市 1 2011/2/20 茨城 010
尾口 昭夫 茨城県 鹿嶋市 1 2011/2/20 茨城 011
安田 正司 茨城県 つくば市 1 2011/2/20 茨城 022
渡辺 治人 茨城県 水戸市 1 2011/2/20 茨城 030
河野 健昇 埼玉県 入間市 1 2011/1/9 埼玉 054
折居 喬 神奈川県 小田原市 1 2011/1/9 埼玉 059
吉田 邦夫 神奈川県 横浜市鶴見区 1 2011/1/9 埼玉 062
大澤 由美子 埼玉県 春日部市 1 2011/1/9 埼玉 065
神田 利康 埼玉県 入間市 1 2011/1/9 埼玉 066
太田 恵司 神奈川県 横浜市都筑区 1 2011/1/9 埼玉 068
山口 茂靖 栃木県 小山市 1 2011/1/9 埼玉 069
柴﨑 昇 埼玉県 深谷市 1 2011/1/9 埼玉 073
齊藤 裕文 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 1 2011/1/9 埼玉 075
井窪 豊 埼玉県 入間市 1 2011/1/9 埼玉 076
浅見 和志 埼玉県 熊谷市 1 2011/1/9 埼玉 079
千葉 耕太郎 埼玉県 北本市 1 2011/1/9 埼玉 080
小笠原 智佳子 東京都 千代田区 1 2011/1/9 埼玉 086
井沢 隆 埼玉県 さいたま市北区 1 2011/1/9 埼玉 091
長谷川 章 神奈川県 中郡二宮町 1 2011/1/9 埼玉 092
瀧 隆幸 埼玉県 春日部市 1 2011/1/9 埼玉 093
伊藤 哲之 埼玉県 南埼玉郡宮代町 1 2011/1/9 埼玉 098
葉山 久夫 埼玉県 熊谷市 1 2011/1/8 埼玉 010
小平 清美 栃木県 宇都宮市 1 2011/1/8 埼玉 011
妻沼 一衛 埼玉県 幸手市 1 2011/1/8 埼玉 013
上杉 恒壽 埼玉県 久喜市 1 2011/1/8 埼玉 018
村田 進 埼玉県 鴻巣市 1 2011/1/8 埼玉 020
黒澤 昭夫 埼玉県 熊谷市 1 2011/1/8 埼玉 022
屋口 新子 埼玉県 上尾市 1 2011/1/8 埼玉 027
柴崎 繁雄 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 1 2011/1/8 埼玉 032
佐藤 英夫 埼玉県 入間市 1 2011/1/8 埼玉 034
井口 裕之 東京都 世田谷区 特別個人会員 1 2011/1/8 埼玉 036
野口 輝雄 埼玉県 幸手市 1 2011/1/8 埼玉 045
西田 光智 埼玉県 上尾市 1 2011/1/8 埼玉 048
斎藤 緑朗 埼玉県 久喜市 1 2011/1/8 埼玉 050
大屋 修司 埼玉県 熊谷市 1 2011/1/8 埼玉 053
高柴 宰 岐阜県 各務原市 1 2010/12/5 根羽 004
宮﨑 彭至 静岡県 浜松市西区 1 2010/12/5 根羽 005
古谷 奈央 長野県 飯田市 1 2010/12/5 根羽 006
黒岩 正 長野県 長野市 1 2010/12/5 根羽 007
内田 久雄 岐阜県 岐阜市 1 2010/12/5 根羽 009
酒井 直哉 岐阜県 高山市 1 2010/12/5 根羽 013
清水 嘉彦 長野県 飯田市 1 2010/12/5 根羽 015
園原 秀明 長野県 飯田市 1 2010/12/5 根羽 017
市川 道弘 静岡県 浜松市天竜区 1 2010/12/5 根羽 018
楠 真智子 三重県 伊勢市 1 2010/12/5 根羽 019
櫛原 美智子 長野県 飯田市 1 2010/12/5 根羽 026
水野 誠三 愛知県 稲沢市 1 2010/12/5 根羽 030
藤下 譽二 静岡県 浜松市西区 1 2010/12/5 根羽 031
林 伸幸 岐阜県 岐阜市 1 2010/12/5 根羽 032
黒﨑 衛 静岡県 浜松市中区 1 2010/12/5 根羽 033
木下 昌治 長野県 飯田市 1 2010/12/5 根羽 035
赤松 儀郎 宮城県 亘理郡亘理町 特別個人会員 1 2010/12/4 寒江 008



阿部 伊奈子 福島県 郡山市 1 2010/12/4 寒江 009
田中 恵美 福島県 郡山市 1 2010/12/4 寒江 015
丹治 テイ 福島県 伊達市 1 2010/12/4 寒江 016
宇佐見 俊家 福島県 郡山市 1 2010/11/27 会津 002
新田 勝秀 福島県 郡山市 1 2010/11/27 会津 005
伊藤 長寿 福島県 白河市 1 2010/11/27 会津 006
伊藤 一夫 福島県 白河市 1 2010/11/27 会津 007
永山 芳輝 福島県 いわき市 1 2010/11/27 会津 008
賀川 愛子 栃木県 真岡市 1 2010/11/27 会津 013
渡辺 利明 福島県 郡山市 1 2010/11/27 会津 014
鈴木 茂吉 福島県 白河市 1 2010/11/27 会津 015
大森 孝夫 福島県 白河市 1 2010/11/27 会津 016
田子 保浩 福島県 いわき市 1 2010/11/27 会津 017
瀬戸 繁 新潟県 燕市 1 2010/11/27 会津 019
手塚 茂 栃木県 さくら市 1 2010/11/27 会津 022
加藤 研治 福島県 会津若松市 1 2010/11/27 会津 025
松本 一 福島県 いわき市 1 2010/11/27 会津 027
久保田 清一 岩手県 盛岡市 1 2010/11/27 会津 033
菅野 達夫 福島県 二本松市 1 2010/11/27 会津 036
伊藤 利八 福島県 白河市 1 2010/11/27 会津 037
内藤 三夫 福島県 いわき市 1 2010/11/27 会津 041
上野 直人 福島県 耶麻郡西会津町 1 2010/11/27 会津 042
今井 マサ 栃木県 宇都宮市 1 2010/11/27 会津 044
板橋 明美 福島県 大沼郡三島町 1 2010/11/27 会津 046
木下 洋子 栃木県 真岡市 1 2010/11/27 会津 052
岩本 謙寿 栃木県 塩谷郡高根沢町 1 2010/11/27 会津 053
青木 幸子 福島県 耶麻郡猪苗代町 1 2010/11/27 会津 054
半澤 幸一 福島県 耶麻郡猪苗代町 1 2010/11/27 会津 055
阿部 英之 茨城県 つくば市 1 2010/11/21 日光 005
佐藤 崇子 栃木県 那須塩原市 1 2010/11/21 日光 018
福田 安希央 栃木県 日光市 1 2010/11/21 日光 022
亀谷 圭子 岐阜県 可児郡御嵩町 1 2010/11/21 名古 002
中川 章 三重県 員弁郡東員町 1 2010/11/21 名古 012
青木 正信 大阪府 河内長野市 1 2010/11/20 泉北 001
伊勢 孝治 大阪府 大阪狭山市 1 2010/11/20 泉北 002
岩峪 富夫 大阪府 橋本市 1 2010/11/20 泉北 004
大畑 良平 大阪府 堺市北区 1 2010/11/20 泉北 006
岡田 隆 大阪府 和泉市 1 2010/11/20 泉北 007
川上 隆正 大阪府 松原市 1 2010/11/20 泉北 008
北島 嘉男 大阪府 堺市南区 1 2010/11/20 泉北 011
厨子 肇 大阪府 河内長野市 1 2010/11/20 泉北 015
高村 紀偉子 大阪府 河内長野市 1 2010/11/20 泉北 017
津村 裕子 大阪府 大阪市東住吉区 1 2010/11/20 泉北 021
野田 忠男 大阪府 堺市西区 1 2010/11/20 泉北 024
蛭間 眞吾 大阪府 大阪狭山市 1 2010/11/20 泉北 027
廣岡 清子 大阪府 河内長野市 1 2010/11/20 泉北 028
松浦 敏明 大阪府 藤井寺市 1 2010/11/20 泉北 031
森下 正 大阪府 河内長野市 1 2010/11/20 泉北 032
吉田 こずえ 大阪府 大阪狭山市 1 2010/11/20 泉北 033
吉永 隆治 大阪府 河内長野市 1 2010/11/20 泉北 034
松浦 勝巳 北海道 札幌市白石区 1 2010/11/7 当麻 010
角谷 秀雄 北海道 上川郡鷹栖町 1 2010/11/7 当麻 020
村田 貴生 神奈川県 大和市 1 2010/10/24 板橋 007
山本 昭信 東京都 多摩市 1 2010/10/24 板橋 009
杉本 由貴子 千葉県 市川市 1 2010/10/24 板橋 015
上杉 卓生 東京都 三鷹市 1 2010/10/24 板橋 018
甲田 静枝 千葉県 我孫子市 1 2010/10/24 板橋 020
兼谷 一生 埼玉県 春日部市 1 2010/10/24 板橋 023
長 敏彦 神奈川県 横浜市港北区 1 2010/10/24 板橋 027



棒田 秀人 東京都 西東京市 1 2010/10/24 板橋 029
北畠 敦 神奈川県 藤沢市 1 2010/10/24 板橋 033
森田 宣彦 兵庫県 川辺郡猪名川町 1 2010/10/11 三田 105
樋上 裕朗 大阪府 大阪市西淀川区 1 2010/10/11 三田 109
長畑 定夫 兵庫県 神戸市垂水区 1 2010/10/11 三田 110
丹波 義勝 兵庫県 神戸市灘区 1 2010/10/11 三田 111
長洲 正幸 兵庫県 三田市 1 2010/10/11 三田 112
坂崎 龍一 大阪府 吹田市 1 2010/10/11 三田 114
杉浦 友泰 大阪府 吹田市 1 2010/10/11 三田 115
小川 幹男 大阪府 吹田市 1 2010/10/11 三田 118
高見 亮三 兵庫県 揖保郡太子町 1 2010/10/11 三田 120
田中 弘司 兵庫県 神戸市西区 1 2010/10/11 三田 124
福本 朋美 大阪府 枚方市 1 2010/10/11 三田 125
高橋 正治 広島県 呉市 1 2010/10/11 三田 128
藤本 章子 大阪府 岸和田市 1 2010/10/11 三田 129
井上 はるみ 大阪府 吹田市 1 2010/10/11 三田 132
岡村 早苗 大阪府 東大阪市 1 2010/10/11 三田 133
斎藤 稔正 大阪府 枚方市 1 2010/10/11 三田 134
中ノ 祐子 兵庫県 神戸市北区 1 2010/10/11 三田 135
東井 喜美 大阪府 大阪市西区 1 2010/10/11 三田 144
広岡 伸彦 兵庫県 尼崎市 いなそば生粉打ち体験道場 1 2010/10/10 三田 057
阪東 とも子 兵庫県 西宮市 1 2010/10/10 三田 058
瀬戸山 清裕 福岡県 北九州市八幡西区 1 2010/10/10 三田 063
山地 武男 兵庫県 尼崎市 1 2010/10/10 三田 064
田平 清美 兵庫県 川辺郡猪名川町 1 2010/10/10 三田 065
大村 京子 兵庫県 尼崎市 1 2010/10/10 三田 066
木島 洋一 兵庫県 神戸市灘区 1 2010/10/10 三田 070
尾花 有美子 兵庫県 神崎郡福崎町 1 2010/10/10 三田 071
崎山 晃代 兵庫県 神戸市長田区 1 2010/10/10 三田 074
中園 妙子 福岡県 北九州市小倉南区 1 2010/10/10 三田 079
谷口 繁則 広島県 福山市 1 2010/10/10 三田 088
前田 正代 大阪府 大阪市西淀川区 1 2010/10/10 三田 090
福山 宏志 大阪府 吹田市 1 2010/10/10 三田 092
細川 隆志 兵庫県 神戸市北区 1 2010/10/10 三田 093
安藤 正樹 広島県 福山市 1 2010/10/10 三田 094
森下 弘次 広島県 福山市 1 2010/10/10 三田 099
丸山 哲生 岡山県 御津郡建部町 1 2010/10/10 三田 100
手邊 毅 広島県 福山市 1 2010/10/10 三田 103
平井 安春 滋賀県 近江八幡市 1 2010/10/10 三田 104
小野 敏明 兵庫県 宝塚市 1 2010/10/9 三田 003
宮田 利徳 兵庫県 神戸市西区 1 2010/10/9 三田 005
川崎 俊介 兵庫県 宝塚市 1 2010/10/9 三田 007
西田 佳弘 兵庫県 川西市 1 2010/10/9 三田 008
城山 雅俊 兵庫県 神戸市西区 1 2010/10/9 三田 010
大澤 隆志 兵庫県 西宮市 1 2010/10/9 三田 011
酒井 麻衣 大阪府 大阪市淀川区 1 2010/10/9 三田 013
鐵池 國夫 兵庫県 宝塚市 1 2010/10/9 三田 014
大崎 眞弓 兵庫県 加西市 1 2010/10/9 三田 015
寺地 正吾 大阪府 枚方市 1 2010/10/9 三田 016
小林 泰子 大阪府 大阪市都島区 1 2010/10/9 三田 017
浅田 統史 大阪府 枚方市 1 2010/10/9 三田 020
有馬 宜冶 千葉県 佐倉市 1 2010/10/9 三田 024
野口 真由美 兵庫県 姫路市 1 2010/10/9 三田 026
武山 佐知子 奈良県 大和高田市 1 2010/10/9 三田 028
安田 始弘 和歌山県 和歌山市 1 2010/10/9 三田 032
辰馬 守 大阪府 堺市北区 1 2010/10/9 三田 034
伊藤 哲夫 大阪府 四條畷市 1 2010/10/9 三田 039
石田 剛志 大阪府 大阪市淀川区 1 2010/10/9 三田 040
土井 定男 京都府 京都市南区 1 2010/10/9 三田 042



森本 侑 大阪府 池田市 1 2010/10/9 三田 043
祝部 和雄 大阪府 寝屋川市 1 2010/10/9 三田 045
井上 ひとみ 大阪府 守口市 1 2010/10/9 三田 049
大塚 秀 大阪府 池田市 1 2010/10/9 三田 051
川﨑 信夫 大阪府 大阪市都島区 1 2010/10/9 三田 053
高野 奈海 大阪府 高槻市 1 2010/10/9 三田 055
小川 信一 北海道 岩見沢市 1 2010/10/3 上砂 003
坂本 伸郎 宮崎県 西都市 1 2010/9/26 岡山 001
山本 直 山口県 防府市 1 2010/9/26 岡山 005
佐道 修二 広島県 福山市 1 2010/9/26 岡山 006
小嶋 秀和 兵庫県 姫路市 1 2010/9/26 岡山 008
長友 節雄 宮崎県 西都市 1 2010/9/26 岡山 010
石川 雅敏 広島県 福山市 1 2010/9/26 岡山 015
長櫓 祐治 岡山県 岡山市北区 1 2010/9/26 岡山 016
中島 幸雄 宮崎県 西都市 1 2010/9/26 岡山 019
稲寺 融 神奈川県 横浜市港北区 1 2010/9/26 松本 002
大平 峰子 長野県 上水内郡飯綱町 信州中野蕎麦文化普及会 1 2010/9/26 松本 005
湯本 實 長野県 下高井郡木島平村 1 2010/9/26 松本 016
大石 潔 富山県 中新川郡立山町 1 2010/9/26 利賀 001
大橋 優子 富山県 富山市 1 2010/9/26 利賀 002
古野 知代子 富山県 南砺市 1 2010/9/26 利賀 007
谷口 忠孝 富山県 魚津市 1 2010/9/26 利賀 014
西森 午早子 富山県 富山市 1 2010/9/26 利賀 015
松井 潤 富山県 高岡市 1 2010/9/26 利賀 019
水口 スミ子 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 1 2010/9/26 利賀 020
森井 孝昌 富山県 富山市 1 2010/9/26 利賀 021
高野 大 群馬県 沼田市 1 2010/9/25 老神 003
若松 結喜 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2010/9/25 老神 008
今井 遥 群馬県 沼田市 1 2010/9/25 老神 009
今井 慧美 群馬県 沼田市 1 2010/9/25 老神 010
林 かすみ 群馬県 沼田市 1 2010/9/25 老神 011
林 千恵子 群馬県 吾妻郡高山村 1 2010/9/25 老神 012
吉野 佑子 群馬県 沼田市 1 2010/9/25 老神 013
本川 徹 群馬県 桐生市 1 2010/9/25 老神 022
太田 豊 群馬県 桐生市 1 2010/9/25 老神 033
坂本 健二 埼玉県 さいたま市見沼区 1 2010/9/25 老神 034
山田 早苗 群馬県 藤岡市 1 2010/9/25 老神 043
本川 功 群馬県 前橋市 1 2010/9/25 老神 044
松田 譲 茨城県 古河市 1 2010/9/25 老神 047
大谷 五月 群馬県 藤岡市 1 2010/9/25 老神 048
峯岸 高晴 千葉県 印旛郡酒々井町 1 2010/9/19 千葉 050
山本 茂樹 千葉県 八街市 1 2010/9/19 千葉 058
佐藤 将昭 東京都 江戸川区 1 2010/9/19 千葉 060
亀田 忠 茨城県 古河市 1 2010/9/19 千葉 063
佐藤 信一 千葉県 千葉市緑区 1 2010/9/18 千葉 002
齋藤 克子 千葉県 千葉市花見川区 1 2010/9/18 千葉 005
田辺 光宏 千葉県 習志野市 1 2010/9/18 千葉 007
髙橋 敏夫 千葉県 千葉市花見川区 1 2010/9/18 千葉 017
長谷川 一夫 千葉県 千葉市花見川区 1 2010/9/18 千葉 026
髙橋 じゅん 千葉県 千葉市美浜区 1 2010/9/18 千葉 028
吉田 雅彦 千葉県 八千代市 1 2010/9/18 千葉 030
行木 正行 千葉県 四街道市 1 2010/9/18 千葉 033
古原 生美子 千葉県 千葉市美浜区 1 2010/9/18 千葉 038
成瀬 勝彦 千葉県 千葉市若葉区 1 2010/9/18 千葉 044
金坂 克己 千葉県 四街道市 1 2010/9/18 千葉 045
加藤 茂 千葉県 茂原市 1 2010/9/18 千葉 046
佐藤 雄三 静岡県 菊川市 1 2010/8/29 茅野 001
翠川 和子 長野県 小県郡長和町 1 2010/8/29 茅野 002
大槻 眞喜博 長野県 諏訪市 1 2010/8/29 茅野 009



篠原 雅喜 長野県 佐久市 1 2010/8/29 茅野 010
宮崎 袈裟子 長野県 松本市 1 2010/8/29 茅野 011
橋本 清司 三重県 三重郡川越町 1 2010/8/29 茅野 014
長島 芳夫 長野県 茅野市 1 2010/8/29 茅野 015
永田 幸久 長野県 茅野市 1 2010/8/29 茅野 018
片山 末夫 三重県 三重郡川越町 1 2010/8/29 茅野 019
杉山 勝雪 長野県 塩尻市 1 2010/8/29 茅野 022
有賀 真之介 長野県 松本市 1 2010/8/29 茅野 026
柳沢 卓良 長野県 諏訪市 1 2010/8/29 茅野 028
伊藤 秀彦 長野県 茅野市 1 2010/8/29 茅野 029
伊藤 英一郎 長野県 茅野市 1 2010/8/29 茅野 030
小林 晶子 長野県 諏訪郡富士見町 1 2010/8/29 茅野 031
樋口 大樹 長野県 茅野市 1 2010/8/29 茅野 032
津川 哲也 北海道 札幌市清田区 1 2010/7/17 苫小 004
瀧澤 清勝 北海道 登別市 1 2010/7/17 苫小 011
蛯名 君代 青森県 上北郡東北町 1 2010/7/17 苫小 012
松本 由美子 北海道 札幌市白石区 1 2010/7/17 苫小 013
村上 摩衣 北海道 札幌市豊平区 1 2010/7/17 苫小 014
工藤 哲哉 北海道 札幌市中央区 1 2010/7/17 苫小 015
坂本 正隆 北海道 札幌市中央区 1 2010/7/17 苫小 033
村井 博樹 北海道 札幌市北区 1 2010/7/17 苫小 036
三角 卓史 北海道 様似郡様似町 1 2010/7/17 苫小 037
渡辺 伸幸 北海道 江別市 1 2010/7/17 苫小 040
髙野 恵美子 北海道 苫小牧市 1 2010/7/17 苫小 042
石倉 直人 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2010/7/13 幌加内 002
高原 理枝 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2010/7/13 幌加内 021
竹田 満俊 北海道 雨竜郡幌加内町 北海道幌加内高等学校 1 2010/7/13 幌加内 022
野田 秀和 北海道 標津郡中標津町 1 2010/6/27 中標 001
外川 智基 北海道 標津郡標津町 中標津手打ちそばささ藪学校 1 2010/6/27 中標 002
久井 野の子 北海道 標津郡中標津町 1 2010/6/27 中標 004
不破 忍 北海道 標津郡中標津町 1 2010/6/27 中標 005
葭原 聡 北海道 標津郡中標津町 1 2010/6/27 中標 006
水石 幸衛 北海道 標津郡中標津町 1 2010/6/27 中標 007
伊藤 治義 三重県 いなべ市 1 2010/6/26 池田 001
和田 ヒサ子 福井県 勝山市 1 2010/6/26 池田 003
藤田 嘉人 三重県 いなべ市 1 2010/6/26 池田 004
藤岡 一夫 三重県 いなべ市 1 2010/6/26 池田 005
藤岡 憲昭 三重県 伊賀市 1 2010/6/26 池田 007
小河 登 三重県 津市 特別個人会員 1 2010/6/26 池田 008
北沢 征子 三重県 亀山市 1 2010/6/26 池田 010
落合 秀史 三重県 亀山市 1 2010/6/26 池田 013
篭谷 武彦 福井県 越前市 1 2010/6/26 池田 014
梅山 浩幸 三重県 いなべ市 1 2010/6/26 池田 015
梅山 光秋 三重県 いなべ市 1 2010/6/26 池田 016
藤田 克己 三重県 いなべ市 1 2010/6/26 池田 018
前田 進 福井県 福井市 1 2010/6/13 美山 001
道地 正則 福井県 あわら市 1 2010/6/13 美山 002
川上 啓一郎 福井県 福井市 1 2010/6/13 美山 005
長谷川 郁子 福井県 大野市 1 2010/6/13 美山 007
渡辺 雄次 福井県 丹生郡越前町 1 2010/6/13 美山 008
佐々木 啓子 福井県 鯖江市 1 2010/6/13 美山 009
内山 誠一 北海道 夕張郡長沼町 1 2010/6/12 奈井江 001
新見 昭子 北海道 北広島市 1 2010/6/12 奈井江 002
桜庭 朋子 北海道 北広島市 1 2010/6/12 奈井江 003
白石 馨 北海道 河東郡上士幌町 1 2010/6/12 奈井江 005
成毛 勝己 北海道 空知郡上富良野町 1 2010/6/12 奈井江 006
荒井 賢一 北海道 留萌市 1 2010/6/12 奈井江 007
近 松史 北海道 恵庭市 奈井江手打ちそば道光会 1 2010/6/12 奈井江 010
江田 里子 北海道 旭川市 1 2010/6/12 奈井江 018



岩崎 徹 福井県 福井市 1 2010/6/6 越前 004
伊藤 賀代子 福井県 福井市 1 2010/6/6 越前 009
宮越 寿夫 福井県 越前市 1 2010/6/6 越前 012
東 敏昭 福井県 福井市 1 2010/6/6 越前 017
宮下 直樹 福井県 福井市 1 2010/6/6 越前 019
並木 豊明 東京都 世田谷区 1 2010/6/5 鵜会 009
関根 浩樹 茨城県 日立市 1 2010/6/5 鵜会 018
板倉 邦臣 東京都 杉並区 1 2010/6/5 鵜会 023
河原 忠彦 神奈川県 横浜市緑区 1 2010/6/5 鵜会 025
白井 隆 北海道 広尾郡大樹町 1 2010/5/30 十勝 001
大橋 かつ子 千葉県 四街道市 1 2010/5/30 千蕎 008
吉井 淳 千葉県 千葉市花見川区 1 2010/5/30 千蕎 009
高橋 美佐子 千葉県 長生郡長柄町 1 2010/5/30 千蕎 010
持丸 操 千葉県 印西市 1 2010/5/30 千蕎 011
小川 稔 千葉県 四街道市 1 2010/5/30 千蕎 013
矢尾板 登美子 栃木県 那須郡那須町 1 2010/5/30 千蕎 014
矢尾板 亨 栃木県 那須郡那須町 1 2010/5/30 千蕎 015
渡邉 芳輝 千葉県 四街道市 1 2010/5/30 千蕎 016
井下 健 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2010/5/30 千蕎 018
川名 正己 千葉県 四街道市 1 2010/5/30 千蕎 020
荒川 国雄 千葉県 四街道市 1 2010/5/30 千蕎 024
山崎 武夫 長野県 下伊那郡松川町 1 2010/5/16 飯伊 001
金子 啓子 長野県 下伊那郡松川町 1 2010/5/16 飯伊 002
手塚 恵子 長野県 下伊那郡松川町 1 2010/5/16 飯伊 003
相原 久夫 茨城県 北茨城市 1 2010/5/16 飯伊 005
麦島 裕 長野県 木曽郡南木曽町 1 2010/5/16 飯伊 006
菅沼 多佳子 長野県 飯田市 1 2010/5/16 飯伊 007
吉川 政博 長野県 飯田市 1 2010/5/16 飯伊 009
渡辺 一夫 長野県 飯田市 1 2010/5/16 飯伊 012
豊田 共子 群馬県 前橋市 1 2010/5/16 飯伊 014
吉井 明美 群馬県 高崎市 1 2010/5/16 飯伊 015
鈴木 秀尚 群馬県 藤岡市 1 2010/5/16 飯伊 016
今村 洋二 長野県 飯田市 1 2010/5/16 飯伊 024
北原 通子 長野県 木曽郡南木曽町 1 2010/5/16 飯伊 027
名越 洋 北海道 札幌市豊平区 1 2010/5/1 石狩 001
堤 安雄 北海道 小樽市 1 2010/5/1 石狩 003
神 誉正 北海道 石狩市 1 2010/5/1 石狩 004
笠松 義雄 北海道 札幌市南区 1 2010/5/1 石狩 006
松川 明充 北海道 小樽市 1 2010/5/1 石狩 015
横山 康 北海道 札幌市西区 1 2010/5/1 石狩 016
千田 繁 北海道 北斗市 1 2010/3/14 道南 007
尾崎 道明 北海道 二海郡八雲町 1 2010/3/14 道南 011
伊藤 睦子 北海道 登別市 1 2010/3/14 道南 018
東谷 公義 北海道 函館市 1 2010/3/14 道南 023
佐藤 継雄 北海道 函館市 1 2010/3/14 道南 030
中村 誠司 北海道 函館市 1 2010/3/14 道南 031
日野 由貴 宮城県 遠田郡涌谷町 1 2010/3/14 道南 035
町田 勇 群馬県 渋川市 1 2010/3/13 山都 007
熊谷 実 愛知県 名古屋市北区 1 2010/3/13 山都 010
鈴木 康之 福島県 西白河郡泉崎村 1 2010/3/13 山都 012
長嶺 芳吉 福島県 会津若松市 1 2010/3/13 山都 013
七宮 仁 福島県 郡山市 1 2010/3/13 山都 014
伊藤 真司 福島県 喜多方市 1 2010/3/13 山都 015
木幡 真司 福島県 いわき市 1 2010/3/13 山都 017
本名 幹司 福島県 郡山市 1 2010/3/13 山都 018
北條 義幸 兵庫県 姫路市 1 2010/3/13 山都 019
本多 則夫 福島県 耶麻郡猪苗代町 1 2010/3/13 山都 022
江川 善秋 福島県 会津若松市 1 2010/3/13 山都 025
高橋 勇 福島県 郡山市 1 2010/3/13 山都 026



田崎 太陽 福島県 会津若松市 1 2010/3/13 山都 027
古川 雅裕 福島県 白河市 1 2010/3/13 山都 030
星 貢 福島県 会津若松市 1 2010/3/13 山都 031
眞舩 美佳子 福島県 西白河郡西郷村 1 2010/3/13 山都 033
堀 光輝 北海道 天塩郡幌延町 1 2010/3/7 北竜 002
鈴木 利彦 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2010/3/7 北竜 011
須田 美代子 北海道 旭川市 1 2010/3/7 北竜 012
宮内 宏子 北海道 雨竜郡妹背牛町 1 2010/3/7 北竜 013
野地 寿美江 神奈川県 足柄上郡山北町 1 2010/2/21 茨城 004
大津 清 神奈川県 小田原市 1 2010/2/21 茨城 023
菅谷 政志 栃木県 宇都宮市 1 2010/1/23 埼玉 046
武村 優 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2010/1/23 埼玉 047
吉野 三男 栃木県 日光市 1 2010/1/23 埼玉 069
吉田 豊 埼玉県 越谷市 1 2010/1/23 埼玉 084
青木 禮子 栃木県 宇都宮市 1 2010/1/23 埼玉 090
松下 旭 埼玉県 鴻巣市 1 2010/1/23 埼玉 097
金子 裕一 栃木県 宇都宮市 1 2010/1/23 埼玉 102
小田川 正男 埼玉県 上尾市 1 2010/1/22 埼玉 002
藤井 保男 埼玉県 さいたま市中央区 1 2010/1/22 埼玉 006
佐藤 元昭 東京都 荒川区 1 2010/1/22 埼玉 011
斉藤 敏夫 埼玉県 久喜市 1 2010/1/22 埼玉 012
佐藤 文宣 栃木県 那須郡那須町 1 2010/1/22 埼玉 018
高橋 荘治 宮城県 白石市 1 2010/1/22 埼玉 020
小池 昌代 埼玉県 さいたま市大宮区 1 2010/1/22 埼玉 022
荒井 礼子 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2010/1/22 埼玉 027
松本 政憲 栃木県 宇都宮市 1 2010/1/22 埼玉 030
小林 法男 埼玉県 上尾市 1 2010/1/22 埼玉 034
青木 一明 栃木県 宇都宮市 1 2010/1/22 埼玉 041
小黒 美恵子 宮城県 白石市 1 2010/1/22 埼玉 043
上條 学 長野県 東筑摩郡朝日村 1 2009/12/6 根羽 001
大井 良雄 静岡県 袋井市 1 2009/12/6 根羽 003
松澤 勇一 長野県 飯田市 1 2009/12/6 根羽 004
熊谷 知明 長野県 飯田市 1 2009/12/6 根羽 005
戸塚 秀雄 静岡県 袋井市 1 2009/12/6 根羽 009
大西 孝幸 三重県 伊勢市 1 2009/12/6 根羽 011
内藤 裕久 三重県 津市 1 2009/12/6 根羽 014
岡副 豊 三重県 津市 1 2009/12/6 根羽 017
藤巻 繁生 静岡県 袋井市 1 2009/12/6 根羽 019
山下 大吾 岐阜県 高山市 1 2009/12/6 根羽 020
今井 貞雄 岐阜県 高山市 1 2009/12/6 根羽 022
今井 敏治 岐阜県 下呂市 1 2009/12/6 根羽 028
中根 静夫 東京都 世田谷区 1 2009/12/6 根羽 033
織田 世津子 長野県 木曽郡上松町 1 2009/12/6 根羽 034
栗下 美枝子 岐阜県 高山市 1 2009/12/6 根羽 038
川上 みさ子 岐阜県 高山市 1 2009/12/6 根羽 039
野口 達弥 栃木県 宇都宮市 1 2009/12/5 寒江 007
宮田 妙子 栃木県 宇都宮市 1 2009/12/5 寒江 009
伊東 圭 宮城県 仙台市青葉区 仙台一番町そば塾 1 2009/12/5 寒江 013
本田 義治 福島県 郡山市 1 2009/12/5 寒江 016
沼倉 宏佳 宮城県 仙台市青葉区 1 2009/12/5 寒江 022
川上 英雄 愛知県 知多郡美浜町 1 2009/11/29 名古 003
得能 初雄 富山県 黒部市 黒部そば道楽 1 2009/11/29 名古 005
中川 恵一 愛知県 岡崎市 1 2009/11/29 名古 009
帖佐 幸雄 大阪府 堺市中区 1 2009/11/21 泉北 004
西野 浅一 大阪府 堺市北区 1 2009/11/21 泉北 010
古藤 隆 大阪府 堺市西区 1 2009/11/21 泉北 014
梶原 弘光 大阪府 河内長野市 1 2009/11/21 泉北 015
高島 洋 大阪府 河内長野市 1 2009/11/21 泉北 019
中野 元博 大阪府 大阪市住吉区 1 2009/11/21 泉北 025



松本 喜久雄 大阪府 大阪市中央区 1 2009/11/21 泉北 026
田代 宜達 大阪府 大阪市浪速区 1 2009/11/21 泉北 028
石田 輝夫 大阪府 堺市北区 1 2009/11/21 泉北 035
野中 亮次郎 大阪府 河内長野市 1 2009/11/21 泉北 039
菅原 浩 北海道 上川郡当麻町 1 2009/11/8 当麻 004
簑島 範之 北海道 夕張市 1 2009/11/8 当麻 007
渡辺 敬教 北海道 稚内市 1 2009/11/8 当麻 008
平松 保男 北海道 宗谷郡猿払村 1 2009/11/8 当麻 011
島田 智美 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/11/8 当麻 013
丹野 なつみ 北海道 深川市 1 2009/11/8 当麻 016
森田 茂 東京都 板橋区 1 2009/10/25 板橋 008
中村 久信 埼玉県 春日部市 1 2009/10/25 板橋 009
小守谷 哲男 埼玉県 春日部市 1 2009/10/25 板橋 012
黒古 昭 埼玉県 鴻巣市 1 2009/10/25 板橋 013
小松 光代 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2009/10/25 板橋 026
田中 清子 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2009/10/25 板橋 028
岡部 和枝 東京都 北区 1 2009/10/25 板橋 029
藤本 定一 兵庫県 今田町 1 2009/10/10 三田 004
藤原 良一 大阪府 豊中市 1 2009/10/10 三田 005
白澤 雅英 兵庫県 神戸市北区 1 2009/10/10 三田 006
西正 裕実 兵庫県 三田市 1 2009/10/10 三田 007
本村 兼高 兵庫県 宝塚市 1 2009/10/10 三田 008
加留部 千晴 兵庫県 川西市 1 2009/10/10 三田 010
垣内 竹夫 大阪府 枚方市 1 2009/10/10 三田 014
大原 智子 大阪府 枚方市 1 2009/10/10 三田 017
山﨑 幸雄 大阪府 東大阪市 1 2009/10/10 三田 018
大槻 憲志 兵庫県 西宮市 1 2009/10/10 三田 021
浅田 浩 大阪府 吹田市 1 2009/10/10 三田 023
佐々木 幸三 大阪府 茨木市 1 2009/10/10 三田 025
徳野 奈美 大阪府 大阪市鶴見区 1 2009/10/10 三田 027
磯川 彬 大阪府 茨木市 1 2009/10/10 三田 029
石坂 学 大阪府 堺市北区 1 2009/10/10 三田 030
松田 由香 大阪府 大阪市西区 1 2009/10/10 三田 031
坂口 克美 奈良県 奈良市 1 2009/10/10 三田 032
川淵 博仁 兵庫県 淡路市 1 2009/10/10 三田 034
高田 眞美 岡山県 岡山市 1 2009/10/10 三田 039
桜井 和春 広島県 大竹市 1 2009/10/10 三田 042
清水 美智子 広島県 福山市 1 2009/10/10 三田 045
藤井 憲子 京都府 京田辺市 1 2009/10/10 三田 051
安西 佳枝 岡山県 岡山市 1 2009/10/10 三田 052
木村 繁男 京都府 宇治市 1 2009/10/10 三田 053
松田 京子 山口県 防府市 1 2009/10/10 三田 054
河村 和之 広島県 福山市 1 2009/10/10 三田 057
村田 幸恵 兵庫県 伊丹市 1 2009/10/10 三田 061
田平 福司 兵庫県 川辺郡猪名川町 1 2009/10/10 三田 065
齋藤 誼 兵庫県 宝塚市 1 2009/10/10 三田 068
迫田 義照 大阪府 大阪市福島区 1 2009/10/10 三田 072
吉永 秀夫 大阪府 茨木市 1 2009/10/10 三田 073
黒田 ミキヲ 兵庫県 姫路市 1 2009/10/10 三田 075
三好 邦男 広島県 福山市 1 2009/10/10 三田 082
中島 明美 大阪府 茨木市 1 2009/10/10 三田 084
池田 敏文 広島県 福山市 1 2009/10/10 三田 088
萩原 健二 広島県 福山市 1 2009/10/10 三田 090
堂本 篤志 兵庫県 明石市 1 2009/10/10 三田 091
久保 田鶴子 大阪府 羽曳野市 1 2009/10/10 三田 093
松山 浩司 岡山県 岡山市 1 2009/10/10 三田 094
多田 弘子 大阪府 茨木市 1 2009/10/10 三田 095
北口 義明 大阪府 四條畷市 1 2009/10/10 三田 102
中村 香織 京都府 木津川市 1 2009/10/10 三田 103



森本 晴雄 大阪府 四條畷市 1 2009/10/10 三田 106
近江 真貴子 奈良県 奈良市 1 2009/10/10 三田 109
長尾 光章 兵庫県 宝塚市 1 2009/10/10 三田 113
尾﨑 倬児 大阪府 吹田市 1 2009/10/10 三田 115
大西 敏朗 兵庫県 西宮市 1 2009/10/10 三田 118
野上 大志 兵庫県 宝塚市 1 2009/10/10 三田 120
中村 安代 大阪府 池田市 1 2009/10/10 三田 121
大西 晃 兵庫県 尼崎市 1 2009/10/10 三田 122
廣川 信子 兵庫県 川西市 1 2009/10/10 三田 123
浅田 賢治 大阪府 四條畷市 1 2009/10/10 三田 124
金田 興熙 大阪府 大阪市阿倍野区 1 2009/10/10 三田 125
濵田 徳子 大阪府 吹田市 1 2009/10/10 三田 126
向井 範雄 大阪府 枚方市 1 2009/10/10 三田 127
光山 健一 兵庫県 三木市 1 2009/10/10 三田 129
安福 孝志 兵庫県 加古郡播磨町 1 2009/10/10 三田 131
藤岡 宏臣 兵庫県 神崎郡市川町 1 2009/10/10 三田 132
安倍 正彦 兵庫県 三木市 1 2009/10/10 三田 134
尾形 たみよ 三重県 いなべ市 1 2009/10/10 三田 140
西口 敏雄 三重県 いなべ市 1 2009/10/10 三田 141
西村 信生 大阪府 大阪市住之江区 1 2009/10/10 三田 143
光山 明 奈良県 生駒郡三郷町 1 2009/10/10 三田 146
根岸 建明 広島県 広島市西区 1 2009/10/10 三田 149
山口 政子 兵庫県 たつの市 1 2009/10/10 三田 150
金田 日出男 奈良県 生駒郡平群町 1 2009/10/10 三田 155
中山 由美子 宮崎県 延岡市 1 2009/10/10 三田 157
目 義康 山口県 下関市 1 2009/10/10 三田 159
樋口 全毅 奈良県 葛城市 1 2009/10/10 三田 160
伊藤 守 三重県 いなべ市 1 2009/10/10 三田 162
徳山 豊子 大阪府 大阪市西成区 1 2009/10/10 三田 163
戸島 健之 大阪府 枚方市 1 2009/10/10 三田 167
岡本 つや子 兵庫県 洲本市 特別個人会員 1 2009/10/10 三田 169
伊東 健 北海道 滝川市 1 2009/10/3 北研 003
川村 道子 北海道 砂川市 1 2009/10/3 北研 011
米田 義子 北海道 日高郡新ひだか町 1 2009/10/3 北研 014
鍋谷 斉 北海道 江別市 1 2009/10/3 北研 017
山田 郁三 北海道 滝川市 1 2009/10/3 北研 021
高山 廣志 長野県 下高井郡木島平村 木島平村名水火口そばの会 1 2009/9/27 松本 002
波田野 秀雄 東京都 大田区 1 2009/9/27 松本 014
牧内 晃生 長野県 飯田市 1 2009/9/27 松本 015
山内 幹夫 岐阜県 各務原市 1 2009/9/27 松本 022
水越 美枝 長野県 長野市 1 2009/9/27 松本 024
中村 剛 群馬県 沼田市 1 2009/9/27 老神 006
宮田 温子 群馬県 沼田市 1 2009/9/27 老神 008
青木 ゆき 群馬県 沼田市 1 2009/9/27 老神 010
丸山 香央里 群馬県 沼田市 1 2009/9/27 老神 011
星野 莉奈 群馬県 吾妻郡高山村 1 2009/9/27 老神 012
村上 正洋 群馬県 太田市 1 2009/9/27 老神 014
折原 富夫 栃木県 宇都宮市 1 2009/9/27 老神 018
小林 弘子 群馬県 沼田市 1 2009/9/27 老神 026
松本 聖洋 群馬県 邑楽郡大泉町 1 2009/9/27 老神 033
中曽根 修 新潟県 柏崎市 1 2009/9/27 老神 035
内田 久美子 東京都 墨田区 1 2009/9/26 千葉 001
渋谷 優子 千葉県 千葉市中央区 1 2009/9/26 千葉 004
金杉 昌和 千葉県 松戸市 1 2009/9/26 千葉 008
田子 葉香 千葉県 千葉市花見川区 1 2009/9/26 千葉 014
中島 説子 東京都 新宿区 1 2009/9/26 千葉 015
河野 充美 千葉県 千葉市花見川区 1 2009/9/26 千葉 016
宮本 喜久江 千葉県 千葉市美浜区 1 2009/9/26 千葉 026
福井 邦彦 千葉県 勝浦市 1 2009/9/26 千葉 028



海保 豪夫 千葉県 佐倉市 1 2009/9/26 千葉 031
金子 宣秀 千葉県 市川市 1 2009/9/26 千葉 032
加藤 修二 千葉県 君津市 1 2009/9/26 千葉 034
長橋 正士 千葉県 松戸市 1 2009/9/26 千葉 039
吉田 瞬 千葉県 松戸市 1 2009/9/26 千葉 040
牧野 吉修 千葉県 佐倉市 1 2009/9/26 千葉 042
笹山 美恵子 富山県 富山市 1 2009/9/6 利賀 003
斎藤 幸範 富山県 南砺市 南砺利賀そば研究会 1 2009/9/6 利賀 006
山崎 勇一 富山県 下新川郡朝日町 1 2009/9/6 利賀 010
山瀬 悦郎 富山県 南砺市 1 2009/9/6 利賀 011
両角 希美枝 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 004
柳平 千代一 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 006
柳澤 貴美江 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 009
竹内 明利 長野県 小県郡長和町 1 2009/8/30 茅野 010
細見 花恋 兵庫県 姫路市 1 2009/8/30 茅野 011
森田 健一 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 012
石田 憲一 長野県 須坂市 1 2009/8/30 茅野 016
竹入 里美 長野県 諏訪市 1 2009/8/30 茅野 017
緒方 吉子 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 019
秋元 健二 長野県 諏訪郡原村 1 2009/8/30 茅野 021
竹内 博也 長野県 東御市 1 2009/8/30 茅野 022
工藤 佳世 長野県 上伊那郡南箕輸村 1 2009/8/30 茅野 023
両角 美智代 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 024
小平 忠良 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 025
金澤 努 長野県 小県郡長和町 1 2009/8/30 茅野 026
小林 一茶 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 028
有賀 守親 長野県 諏訪市 1 2009/8/30 茅野 029
篠原 万起子 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 031
柳澤 とよ子 長野県 茅野市 1 2009/8/30 茅野 034
五味 恵美子 長野県 諏訪市 1 2009/8/30 茅野 038
小野 雅登 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 006
菊地 一世 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 007
宮本 昌和 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 008
矢野 慎 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 009
吉崎 隆広 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 010
佐藤 礼野 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 015
川嶋 数弘 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 022
川嶋 麻妃江 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 023
山田 智絵 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 027
大城 吉史 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 028
北邑 久子 北海道 旭川市 1 2009/7/14 幌内 029
宮原 民果 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/7/14 幌内 031
蛯澤 英俊 北海道 札幌市南区 1 2009/7/12 苫小牧 010
澤田 まち子 北海道 札幌市東区 1 2009/7/12 苫小牧 011
日影 百合子 岩手県 九戸郡洋野町 1 2009/7/12 苫小牧 012
臼澤 賢－ 北海道 勇払郡厚真町 1 2009/7/12 苫小牧 013
説田 正 秋田県 大館市 1 2009/7/12 苫小牧 021
上 厚子 青森県 三戸郡階上町 1 2009/7/12 苫小牧 023
中西 一道 北海道 上川郡新得町 1 2009/7/12 苫小牧 025
瀬尾 奈知子 北海道 札幌市豊平区 1 2009/7/12 苫小牧 032
岸 繁子 北海道 札幌市清田区 1 2009/7/12 苫小牧 033
黒川 捷 青森県 三戸郡階上町 1 2009/7/12 苫小牧 034
浦野 輝世 北海道 北広島市 北広島手打ちそば愛好会 1 2009/7/12 苫小牧 040
斉藤 北斗 北海道 標津郡中標津町 1 2009/6/28 中標 001
齋藤 典光 北海道 標津郡中標津町 1 2009/6/28 中標 007
白金 宏一 北海道 標津郡中標津町 1 2009/6/28 中標 010
細川 幸浩 北海道 標津郡中標津町 1 2009/6/28 中標 013
長田 明 北海道 標津郡中標津町 1 2009/6/28 中標 018
住吉 幹城 北海道 標津郡中標津町 1 2009/6/28 中標 021



成田 智之 北海道 標津郡中標津町 1 2009/6/28 中標 022
安部 香山 富山県 富山市 1 2009/6/28 美山 002
村井 恵美子 富山県 富山市 1 2009/6/28 美山 005
辻 和美 福井県 福井市 1 2009/6/28 美山 006
山下 敏子 福井県 福井市 1 2009/6/28 美山 007
柴崎 啓行 福井県 勝山市 特別個人会員 1 2009/6/27 池田 001
粟田 啓司 福井県 福井市 1 2009/6/27 池田 002
山本 みどり 福井県 坂井市 1 2009/6/27 池田 003
西野 健三 石川県 能美市 1 2009/6/27 池田 004
宮下 一夫 福井県 福井市 1 2009/6/27 池田 005
遊津 チエ子 福井県 坂井市 1 2009/6/27 池田 008
渡辺 正浩 福井県 吉田郡永平寺町 1 2009/6/27 池田 009
西村 洋和 福井県 福井市 1 2009/6/27 池田 010
宮川 朋子 福井県 鯖江市 1 2009/6/27 池田 012
松原 広則 福井県 越前市 1 2009/6/27 池田 016
山越 一則 福井県 坂井市 1 2009/6/27 池田 019
大貫 若子 茨城県 常陸太田市 1 2009/6/13 鵜会 001
照沼 功 茨城県 ひたちなか市 1 2009/6/13 鵜会 005
山田 勉 長野県 北佐久郡御代田町 1 2009/6/13 鵜会 008
橋本 亜衣 茨城県 水戸市 1 2009/6/13 鵜会 009
寺島 美保 茨城県 久慈郡大子町 1 2009/6/13 鵜会 010
山中 道博 東京都 小平市 1 2009/6/13 鵜会 015
鬼澤 正 茨城県 かすみがうら市 1 2009/6/13 鵜会 026
古平 邦弘 神奈川県 横浜市緑区 1 2009/6/13 鵜会 030
森 尚志 東京都 杉並区 1 2009/6/13 鵜会 032
植田 修巳 東京都 杉並区 1 2009/6/13 鵜会 033
内堀 太郎 東京都 練馬区 1 2009/6/13 鵜会 034
井上 泰伸 東京都 世田谷区 1 2009/6/13 鵜会 036
笠羽 新一 北海道 士別市 1 2009/6/13 奈江 002
高橋 義久 北海道 紋別郡遠軽町 1 2009/6/13 奈江 006
山崎 淳司 北海道 士別市 1 2009/6/13 奈江 009
河野 好信 福井県 福井市 1 2009/6/7 越前 002
大磯 昌彦 千葉県 茂原市 1 2009/5/31 千蕎 003
小林 國廣 千葉県 四街道市 1 2009/5/31 千蕎 005
辻間 勇 千葉県 四街道市 1 2009/5/31 千蕎 007
遠山 衛 千葉県 千葉市中央区 1 2009/5/31 千蕎 008
中村 史夫 千葉県 四街道市 1 2009/5/31 千蕎 010
福島 秀市 茨城県 古河市 1 2009/5/31 千蕎 011
持丸 聖子 千葉県 印西市 1 2009/5/31 千蕎 015
森下 美千子 千葉県 柏市 1 2009/5/31 千蕎 016
和田 昌行 千葉県 四街道市 1 2009/5/31 千蕎 019
木村 清子 北海道 中川郡幕別町 1 2009/5/17 十勝 006
筒井 みき枝 長野県 下伊那郡喬木村 1 2009/5/10 飯伊 008
柳沢 明 長野県 北佐久郡御代田町 1 2009/5/10 飯伊 009
進藤 崇子 北海道 札幌市白石区 1 2009/5/2 石狩 008
音澤 守 北海道 札幌市西区 1 2009/5/2 石狩 013
鎌田 篤美 北海道 苫前郡羽幌町 1 2009/5/2 石狩 016
佐々木 凌子 北海道 札幌市南区 1 2009/5/2 石狩 018
松川 博司 北海道 札幌市中央区 1 2009/5/2 石狩 024
井上 知隆 北海道 二海郡八雲町 1 2009/5/2 石狩 025
今井 由加利 北海道 石狩市 1 2009/5/2 石狩 026
加納 隆一 北海道 札幌市中央区 1 2009/5/2 石狩 028
大山 雅之 福島県 郡山市 1 2009/3/21 山都 004
高畑 肇 福島県 喜多方市 1 2009/3/21 山都 015
大場 勝信 福島県 会津若松市 1 2009/3/21 山都 017
安藤 正浩 福島県 会津若松市 1 2009/3/21 山都 024
目黒 章三郎 福島県 会津若松市 1 2009/3/21 山都 029
山崎 秀夫 栃木県 鹿沼市 1 2009/3/21 山都 032
東大野 重雄 青森県 青森市 1 2009/3/8 北竜 003



内海 公子 北海道 上川郡当麻町 1 2009/3/8 北竜 006
加藤 均 北海道 旭川市 1 2009/3/8 北竜 007
高畑 正雄 青森県 青森市 蓬田村そば打ち研究会 1 2009/3/8 北竜 015
丸山 健次 北海道 札幌市白石区 特別個人会員 1 2009/3/8 北竜 020
南 公一郎 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/3/8 北竜 023
鈴木 良子 北海道 上川郡当麻町 1 2009/3/8 北竜 024
金井 正義 北海道 雨竜郡沼田町 1 2009/3/8 北竜 029
作田 清一 茨城県 つくば市 1 2009/2/21 茨城 002
寺内 芳雄 栃木県 下都賀郡野木町 1 2009/2/21 茨城 007
阿久津 和次 茨城県 ひたちなか市 1 2009/2/21 茨城 012
関 一夫 茨城県 ひたちなか市 1 2009/2/21 茨城 013
井坂 義博 茨城県 常陸太田市 1 2009/2/21 茨城 014
大山 健 茨城県 かすみがうら市 1 2009/2/21 茨城 016
齋藤 甫 茨城県 久慈郡大子町 1 2009/2/21 茨城 021
菊池 勉 茨城県 常陸大宮市 1 2009/2/21 茨城 028
池田 和隆 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2009/2/15 紋別 004
新井 眞二 埼玉県 秩父市 1 2009/1/24 埼玉 003
伊藤 義弘 埼玉県 さいたま市中央区 1 2009/1/24 埼玉 010
内田 信春 埼玉県 北葛飾郡松伏町 1 2009/1/24 埼玉 011
生川 敬子 埼玉県 鴻巣市 1 2009/1/24 埼玉 014
大塚 昇 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 1 2009/1/24 埼玉 016
海谷 禎夫 長野県 中野市 1 2009/1/24 埼玉 023
高花 歴衣 埼玉県 幸手市 1 2009/1/24 埼玉 024
服部 珪己 埼玉県 鴻巣市 1 2009/1/24 埼玉 032
小北 文博 埼玉県 狭山市 1 2009/1/24 埼玉 035
本田 定良 埼玉県 川口市 1 2009/1/24 埼玉 038
三浦 正巳 神奈川県 綾瀬市 1 2009/1/24 埼玉 040
篠田 栄一 埼玉県 飯能市 1 2009/1/24 埼玉 046
濱本 和敏 埼玉県 上尾市 1 2009/1/24 埼玉 047
佐藤 博邦 栃木県 下野市 1 2009/1/24 埼玉 054
金崎 一雄 栃木県 宇都宮市 1 2009/1/24 埼玉 055
杉山 良助 埼玉県 飯能市 1 2009/1/24 埼玉 056
尾形 一雄 岐阜県 羽島市 1 2008/12/7 根羽 002
森下 美保子 岐阜県 飛騨市 1 2008/12/7 根羽 007
半田 敏夫 新潟県 十日町市 1 2008/12/7 根羽 008
伊藤 正充 三重県 四日市市 1 2008/12/7 根羽 012
小池 寛治 長野県 飯田市 1 2008/12/7 根羽 014
奥村 美和子 岐阜県 高山市 1 2008/12/7 根羽 019
中畑 玉美 岐阜県 高山市 1 2008/12/7 根羽 021
川地 昌秀 岐阜県 高山市 1 2008/12/7 根羽 026
田中 晃 長野県 飯田市 1 2008/12/7 根羽 027
佐藤 昌広 愛知県 豊田市 1 2008/12/7 根羽 028
福田 勝 愛知県 豊田市 1 2008/12/7 根羽 031
田上 恵子 岐阜県 飛騨市 1 2008/12/7 根羽 032
青木 慶謙 岐阜県 飛騨市 1 2008/12/7 根羽 034
堤 裕司 岐阜県 羽島市 1 2008/12/7 根羽 035
寺田 雄二 愛知県 豊田市 1 2008/12/7 根羽 037
菅原 奈実恵 長野県 松本市 1 2008/12/7 根羽 042
浪岡 良春 岩手県 二戸市 1 2008/12/6 寒江 003
長谷川 敏文 宮城県 多賀城市 1 2008/12/6 寒江 004
西澤 良子 東京都 文京区 1 2008/12/6 寒江 009
吉田 隆夫 宮城県 白石市 1 2008/12/6 寒江 011
伊藤 咲美 茨城県 北茨城市 1 2008/12/6 寒江 012
落合 弘子 宮城県 白石市 1 2008/12/6 寒江 013
日下部 謙一 山形県 寒河江市 ふるさと寒河江そば工房 1 2008/12/6 寒江 019
沢村 昭弘 山形県 寒河江市 1 2008/12/6 寒江 022
幅 敏弘 富山県 中新川郡立山町 1 2008/11/30 名古 010
河村 幸子 愛知県 名古屋市昭和区 1 2008/11/30 名古 011
水野 宏親 岐阜県 中津川市 1 2008/11/30 名古 013



小林 喜久雄 愛知県 名古屋市中川区 1 2008/11/30 名古 014
以後 晃 大阪府 八尾市 1 2008/11/22 泉北 001
今井 みゆき 大阪府 堺市北区 1 2008/11/22 泉北 002
小野原 智弘 大阪府 東大阪市 1 2008/11/22 泉北 006
加藤 香代 大阪府 和泉市 1 2008/11/22 泉北 007
木本 光典 大阪府 堺市堺区 1 2008/11/22 泉北 008
西田 位知子 大阪府 大阪市平野区 1 2008/11/22 泉北 015
日笠 享子 兵庫県 西宮市 1 2008/11/22 泉北 018
福田 幹夫 大阪府 八尾市 1 2008/11/22 泉北 021
藤原 英一 大阪府 大東市 1 2008/11/22 泉北 023
船引 佐代子 大阪府 大阪市平野区 1 2008/11/22 泉北 024
細谷 幸子 大阪府 和泉市 1 2008/11/22 泉北 025
宮下 信幸 大阪府 富田林市 1 2008/11/22 泉北 026
浦嵜 道子 北海道 札幌市北区 1 2008/11/9 当麻 007
樋口 康 北海道 北広島市 1 2008/11/9 当麻 009
辻 祐子 北海道 札幌市豊平区 1 2008/11/9 当麻 010
伊藤 秀生 北海道 旭川市 1 2008/11/9 当麻 013
畑中 洋輔 北海道 天塩郡幌延町 1 2008/11/9 当麻 017
飯田 龍之介 北海道 標津郡中標津町 1 2008/11/9 当麻 019
家納 博子 北海道 札幌市東区 1 2008/11/9 当麻 020
早川 和身 北海道 札幌市中央区 1 2008/11/9 当麻 022
伊藤 篤志 北海道 旭川市 1 2008/11/9 当麻 029
富樫 和也 北海道 旭川市 1 2008/11/9 当麻 030
川田 賢一 栃木県 宇都宮市 1 2008/11/2 日光 004
根岸 徹弥 群馬県 邑楽郡板倉町 1 2008/11/2 日光 011
沼尾 正明 栃木県 日光市 1 2008/11/2 日光 017
高橋 一郎 栃木県 塩谷郡高根沢町 1 2008/11/2 日光 018
押久保 弘行 栃木県 宇都宮市 1 2008/11/2 日光 020
宮本 武夫 新潟県 上越市板倉区 1 2008/11/2 日光 026
吉場 啓治 栃木県 宇都宮市 1 2008/11/2 日光 027
生内 洋平 千葉県 鎌ケ谷市 1 2008/10/26 板橋 003
藤田 博巳 東京都 板橋区 1 2008/10/26 板橋 004
斎藤 裕美 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 1 2008/10/26 板橋 008
鈴木 英夫 埼玉県 上尾市 1 2008/10/26 板橋 009
松浦 利忠 神奈川県 厚木市 1 2008/10/26 板橋 021
丸田 勝弘 東京都 練馬区 1 2008/10/26 板橋 023
八木沢 登美雄 東京都 板橋区 1 2008/10/26 板橋 029
髙橋 良和 兵庫県 神戸市北区 1 2008/10/13 三田 001
勝部 倭子 兵庫県 神戸市北区 1 2008/10/13 三田 007
馬屋原 麗子 兵庫県 宝塚市 1 2008/10/13 三田 008
西島 寛子 兵庫県 宝塚市 1 2008/10/13 三田 010
立川 洋一 兵庫県 西宮市 1 2008/10/13 三田 012
日髙 光明 兵庫県 西宮市 1 2008/10/13 三田 013
須貝 繁 兵庫県 神戸市東灘区 1 2008/10/13 三田 015
長谷川 彰一 兵庫県 神戸市北区 1 2008/10/13 三田 016
本田 きみゑ 兵庫県 神戸市長田区 1 2008/10/13 三田 017
山下 均 大阪府 吹田市 1 2008/10/13 三田 018
宮村 靖子 兵庫県 神戸市灘区 1 2008/10/13 三田 019
西田 メリ子 兵庫県 神戸市西区 1 2008/10/13 三田 021
清政 かほる 兵庫県 神戸市西区 1 2008/10/13 三田 022
西尾 晴夫 京都府 南丹市 1 2008/10/13 三田 024
赤木 宏光 兵庫県 姫路市 1 2008/10/13 三田 027
松本 博行 兵庫県 西宮市 1 2008/10/13 三田 030
生田 英子 兵庫県 尼崎市 1 2008/10/13 三田 031
藤園 紀子 兵庫県 尼崎市 1 2008/10/13 三田 032
赤木 良子 兵庫県 神戸市北区 1 2008/10/13 三田 033
森藤 紀泰 大阪府 交野市 1 2008/10/13 三田 044
野呂 多鶴子 大阪府 大阪市住之江区 1 2008/10/13 三田 049
笹井 廣樹 大阪府 吹田市 1 2008/10/13 三田 053



前田 宏久 奈良県 生駒郡三郷町 1 2008/10/13 三田 055
稲垣 大輔 三重県 四日市市 1 2008/10/13 三田 064
岡田 雅彦 大阪府 東大阪市 1 2008/10/13 三田 069
柳田 優一 山口県 山口市 1 2008/10/13 三田 071
坂本 美江 兵庫県 神戸市北区 1 2008/10/13 三田 081
加藤 英雄 大阪府 茨木市 1 2008/10/13 三田 082
平瀬 広美 兵庫県 神崎郡市川町 1 2008/10/13 三田 092
平瀬 謹也 兵庫県 神崎郡市川町 1 2008/10/13 三田 095
立光 直美 大阪府 八尾市 1 2008/10/13 三田 096
高橋 和宏 大阪府 寝屋川市 1 2008/10/13 三田 097
宇治田 昌弘 三重県 四日市市 1 2008/10/13 三田 102
矢谷 雅美 奈良県 奈良市 1 2008/10/13 三田 104
定村 佳房 大阪府 摂津市 1 2008/10/13 三田 105
田嶋 秀子 兵庫県 加西市 1 2008/10/13 三田 106
吉井 勝治 大阪府 堺市堺区 1 2008/10/13 三田 107
青木 利壽 埼玉県 鶴ヶ島市 1 2008/10/4 上砂 003
山下 英俊 北海道 札幌市豊平区 北海道そば研究会 1 2008/10/4 上砂 005
支部 英孝 北海道 江別市 1 2008/10/4 上砂 010
鈴木 庸子 北海道 江別市 1 2008/10/4 上砂 017
細川 敬子 北海道 滝川市 1 2008/10/4 上砂 019
片井 克美 北海道 札幌市厚別区 1 2008/10/4 上砂 020
高松 保徳 北海道 日高郡新ひだか町 1 2008/10/4 上砂 022
山中 徹也 北海道 上川郡新得町 1 2008/10/4 上砂 024
川 久美子 1 2008/10/4 上砂 026
福田 義信 北海道 日高郡新ひだか町 1 2008/10/4 上砂 028
廣畑 清 北海道 稚内市 1 2008/10/4 上砂 029
草野 喜昭 北海道 新得郡新得町 1 2008/10/4 上砂 030
中村 輝八郎 北海道 帯広市 1 2008/10/4 上砂 035
黒原 有香 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/10/4 上砂 036
鎌田 礼子 北海道 札幌市豊平区 1 2008/10/4 上砂 037
坂野 俊樹 北海道 二海郡八雲町 1 2008/10/4 上砂 040
今野 達雄 北海道 歌志内市 1 2008/10/4 上砂 042
大塚 妙子 北海道 芦別市 1 2008/10/4 上砂 044
峰島 孝至 埼玉県 三郷市 1 2008/10/4 千葉 005
綿貫 ゆり 千葉県 八街市 1 2008/10/4 千葉 006
常住 幸充 千葉県 市原市 1 2008/10/4 千葉 014
御舘 守 千葉県 千葉市花見川区 1 2008/10/4 千葉 015
小林 芳子 千葉県 千葉市花見川区 1 2008/10/4 千葉 018
野島 宏昭 千葉県 千葉市稲毛区 1 2008/10/4 千葉 019
清野 武 千葉県 千葉市若葉区 1 2008/10/4 千葉 020
武田 瑞恵 千葉県 千葉市花見川区 1 2008/10/4 千葉 021
根本 敏明 茨城県 北相馬郡利根町 1 2008/10/4 千葉 023
久我 鶴子 千葉県 松戸市 1 2008/10/4 千葉 024
山本 道一 千葉県 千葉市稲毛区 1 2008/10/4 千葉 027
中島 悦子 千葉県 我孫子市 1 2008/10/4 千葉 037
沼田 和子 千葉県 千葉市中央区 1 2008/10/4 千葉 041
山下 順三 千葉県 千葉市美浜区 1 2008/10/4 千葉 044
森島 勝 千葉県 印旛郡酒々井町 1 2008/10/4 千葉 045
鈴木 二三子 千葉県 千葉市花見川区 1 2008/10/4 千葉 049
林 十三夫 千葉県 千葉市中央区 1 2008/10/4 千葉 051
小倉 時義 千葉県 市原市 1 2008/10/4 千葉 053
青栁 和夫 千葉県 習志野市 1 2008/10/4 千葉 054
長内 実 千葉県 習志野市 1 2008/10/4 千葉 056
渡邊 義勝 千葉県 習志野市 1 2008/10/4 千葉 057
五十嵐 千穂 群馬県 沼田市 1 2008/9/28 群馬 001
千木良 晴子 群馬県 渋川市 1 2008/9/28 群馬 002
松井 静枝 群馬県 吾妻郡高山村 1 2008/9/28 群馬 003
関 美咲 群馬県 沼田市 1 2008/9/28 群馬 005
田村 真子 群馬県 沼田市 1 2008/9/28 群馬 007



桑原 由佳 群馬県 沼田市 1 2008/9/28 群馬 009
中原 あきほ 群馬県 沼田市 1 2008/9/28 群馬 011
荻原 英雄 群馬県 太田市 1 2008/9/28 群馬 019
真下 信秀 群馬県 利根郡昭和村 1 2008/9/28 群馬 028
木暮 壮二 群馬県 前橋市 1 2008/9/28 群馬 033
大末 和廣 兵庫県 神戸市西区 1 2008/9/28 群馬 034
山嵜 征美 千葉県 市川市 1 2008/9/28 群馬 048
伊藤 恵美子 岐阜県 羽島市 1 2008/9/28 松本 001
中村 重人 長野県 須坂市 1 2008/9/28 松本 007
寺沢 智美 長野県 松本市 1 2008/9/28 松本 009
塚田 雅宏 長野県 安曇野市 1 2008/9/28 松本 010
木下 敏彦 長野県 岡谷市 1 2008/9/28 松本 012
丸山 敏幸 長野県 安曇野市 1 2008/9/28 松本 013
門脇 次男 長野県 上高井郡高山村 1 2008/9/28 松本 018
田中 秀雄 長野県 中野市 1 2008/9/28 松本 019
坂口 みのり 長野県 上田市 1 2008/9/28 松本 020
村山 隆之 東京都 東村山市 1 2008/9/28 松本 021
野口 博幸 長野県 小諸市 1 2008/9/28 松本 023
久保 満子 富山県 中新川郡上市町 1 2008/9/21 利賀 004
清水 のり子 富山県 中新川郡上市町 1 2008/9/21 利賀 005
宝島 誠 富山県 中新川郡上市町 1 2008/9/21 利賀 009
種 眞理子 富山県 中新川郡上市町 1 2008/9/21 利賀 010
余川 準子 富山県 富山市 1 2008/9/21 利賀 019
朝倉 力 北海道 茅部郡茅部町 1 2008/7/19 苫小 004
渡辺 智恵子 北海道 江別市 1 2008/7/19 苫小 011
大前 靖 青森県 八戸市 1 2008/7/19 苫小 013
小川 直也 北海道 登別市 1 2008/7/19 苫小 021
和田 幸作 北海道 白老郡白老町 1 2008/7/19 苫小 024
根岸 均 青森県 八戸市 1 2008/7/19 苫小 026
三畑 笑子 青森県 十和田市 1 2008/7/19 苫小 027
高橋 聡子 北海道 札幌市中央区 1 2008/7/19 苫小 028
岸本 満 北海道 札幌市中央区 1 2008/7/19 苫小 029
飯塚 礼子 北海道 二海郡八雲町 1 2008/7/19 苫小 033
佐々木 毅 北海道 室蘭市 1 2008/7/19 苫小 035
小林 頼大 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 002
矢野 嵩 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 003
小川 美幸 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 010
栄 耕平 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 011
宮澤 幸枝 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 014
椋井 智子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 015
藤原 真由美 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 016
向井 由紀子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 018
山口 洋輔 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2008/7/16 幌内 019
鴨志田 武彦 北海道 標津郡中標津町 1 2008/7/6 中標 001
成田 光代 北海道 釧路市 1 2008/7/6 中標 010
小形 峰雄 北海道 根室市 1 2008/7/6 中標 011
上原 美香 北海道 標津郡中標津町 1 2008/7/6 中標 012
鳴海 和生 北海道 標津郡中標津町 1 2008/7/6 中標 017
福田 恵子 栃木県 宇都宮市 1 2008/6/28 鵜会 003
川田 久志 東京都 足立区 1 2008/6/28 鵜会 009
田保 武俊 福井県 敦賀市 1 2008/6/28 池田 002
伊藤 咲世子 福井県 福井市 1 2008/6/28 池田 003
中村 則雄 福井県 勝山市 1 2008/6/28 池田 004
辻 静男 福井県 福井市 1 2008/6/28 池田 008
小林 克己 福井県 福井市 1 2008/6/28 池田 009
小塙 祥代 福井県 丹生郡越前町 1 2008/6/28 池田 010
伊藤 滋 福井県 福井市 1 2008/6/28 池田 012
武曽 スミ子 福井県 坂井市 1 2008/6/28 池田 013
蟹谷 満 富山県 小矢部市 1 2008/6/28 池田 015



吉村 和夫 福井県 福井市 1 2008/6/15 美山 003
鷲山 幸瑞 福井県 福井市 1 2008/6/15 美山 004
北島 緑 富山県 富山市 1 2008/6/15 美山 005
田中 肇 富山県 滑川市 黒部そば道楽 1 2008/6/15 美山 007
笠島 恭子 富山県 富山市 1 2008/6/15 美山 016
五十嵐 一夫 福井県 大野市 1 2008/6/8 越前 006
杉田 輝雄 福井県 坂井市 1 2008/6/8 越前 009
藤田 一市 福井県 坂井市 1 2008/6/8 越前 016
田畑 正生 福井県 鯖江市 1 2008/6/8 越前 020
山下 八十二 福井県 福井市 1 2008/6/8 越前 022
木下 和良 石川県 白山市 1 2008/6/8 越前 024
樋口 光子 北海道 札幌市厚別区 1 2008/6/7 奈江 001
斎藤 琢文 北海道 帯広市 1 2008/6/7 奈江 013
四ノ宮 悠見子 北海道 網走市 1 2008/5/31 十勝 001
川田 治義 北海道 帯広市 1 2008/5/31 十勝 002
清本 秀樹 北海道 帯広市 1 2008/5/31 十勝 010
大竹口 義廣 北海道 帯広市 1 2008/5/31 十勝 013
宮崎 壽 北海道 帯広市 1 2008/5/31 十勝 015
高橋 広幸 北海道 十勝郡浦幌町 1 2008/5/31 十勝 019
豊島 広永 北海道 河東郡音更町 1 2008/5/31 十勝 021
後町 国弘 千葉県 船橋市 1 2008/5/25 千蕎 003
西窪 大助 千葉県 四街道市 1 2008/5/25 千蕎 007
山下 秀雄 千葉県 四街道市 1 2008/5/25 千蕎 009
森 稔彦 千葉県 四街道市 1 2008/5/25 千蕎 011
大森 克祐 千葉県 千葉市中央区 1 2008/5/25 千蕎 012
奈良 多一郎 東京都 八王子市 1 2008/5/25 千蕎 013
井上 清 千葉県 船橋市 1 2008/5/25 千蕎 015
木川 正博 千葉県 習志野市 1 2008/5/25 千蕎 019
酒井 征輝 千葉県 船橋市 1 2008/5/25 千蕎 020
加藤 幸夫 千葉県 柏市 1 2008/5/25 千蕎 024
伊藤 浩夫 千葉県 八千代市 1 2008/5/25 千蕎 026
山本 定治 千葉県 千葉市稲毛区 1 2008/5/25 千蕎 027
小笠原 一好 長野県 飯田市 1 2008/5/18 飯伊 001
清水 美恵子 長野県 下伊那郡豊丘村 1 2008/5/18 飯伊 002
中村 千恵子 長野県 飯田市 1 2008/5/18 飯伊 003
増山 勝一 長野県 飯田市 1 2008/5/18 飯伊 004
長谷部 徳治 長野県 飯田市 1 2008/5/18 飯伊 007
小椋 一男 長野県 木曽郡南木曽町 1 2008/5/18 飯伊 008
飯島 正司 長野県 下伊那郡下条村 1 2008/5/18 飯伊 009
木村 進 長野県 下伊那郡喬木村 1 2008/5/18 飯伊 011
田中 いせ子 長野県 上伊那郡宮田村 1 2008/5/18 飯伊 012
田中 みち子 長野県 上伊那郡宮田村 1 2008/5/18 飯伊 013
平澤 菊美 長野県 上伊那郡宮田村 1 2008/5/18 飯伊 014
三浦 政江 長野県 上伊那郡宮田村 1 2008/5/18 飯伊 015
小田切 靖子 長野県 上伊那郡宮田村 1 2008/5/18 飯伊 016
太田 芳子 長野県 上伊那郡宮田村 1 2008/5/18 飯伊 017
味木 春子 長野県 北佐久郡御代田町 1 2008/5/18 飯伊 018
浜畑 静江 長野県 北佐久郡御代田町 1 2008/5/18 飯伊 019
熊谷 崇 長野県 飯田市 1 2008/5/18 飯伊 020
早川 文彦 長野県 岡谷市 1 2008/5/18 飯伊 021
髙橋 国勝 北海道 小樽市 1 2008/4/26 石狩 004
奥居 輝雄 北海道 小樽市 1 2008/4/26 石狩 010
手塚 徹也 北海道 札幌市白石区 1 2008/4/26 石狩 016
木村 千里 北海道 小樽市 1 2008/4/26 石狩 020
澤田 美和 北海道 札幌市豊平区 1 2008/4/26 石狩 022
安田 清吉 福島県 郡山市 1 2008/3/22 山都 001
青木 伸一 福島県 郡山市 1 2008/3/22 山都 006
成松 茂 茨城県 ひたちなか市 1 2008/3/22 山都 007
水野 直美 福島県 郡山市 1 2008/3/22 山都 018



鹿目 剛 茨城県 ひたちなか市 1 2008/3/22 山都 020
深瀬 和栄 北海道 樺戸郡新十津川町 1 2008/3/16 北竜 007
若井 勝彦 北海道 樺戸郡月形町 1 2008/3/16 北竜 008
佐々木 暎 北海道 旭川市 1 2008/3/16 北竜 011
佐藤 義臣 青森県 三戸郡階上町 1 2008/3/16 北竜 013
福士 政行 北海道 上川郡上川町 1 2008/3/16 北竜 020
佐川 隆 茨城県 久慈郡大子町 1 2008/2/16 茨城 003
井関 幸雄 茨城県 桜川市 1 2008/2/16 茨城 004
中田 浩 茨城県 水戸市 1 2008/2/16 茨城 008
佐藤 隆太郎 茨城県 鹿嶋市 1 2008/2/16 茨城 010
関 寛 茨城県 東茨城郡城里町 1 2008/2/16 茨城 012
廣瀬 重勝 茨城県 日立市 1 2008/2/16 茨城 015
根小屋 眞一 茨城県 日立市 1 2008/2/16 茨城 016
穂積 忠良 神奈川県 横浜市金沢区 1 2008/2/16 茨城 017
山崎 正 茨城県 那珂市 1 2008/2/16 茨城 022
石田 育子 栃木県 那須塩原市 1 2008/2/16 茨城 024
本田 秀樹 茨城県 ひたちなか市 1 2008/2/16 茨城 025
川俣 直 茨城県 桜川市 1 2008/2/16 茨城 026
小林 篤史 北海道 天塩郡幌延町 1 2008/2/9 紋別 001
小林 安則 埼玉県 熊谷市 1 2008/1/19 埼玉 015
古賀 泰博 埼玉県 朝霞市 1 2008/1/19 埼玉 019
桜井 豊 東京都 昭島市 1 2008/1/19 埼玉 021
松山 栄寿 埼玉県 さいたま市南区 1 2008/1/19 埼玉 025
須藤 哲司 埼玉県 熊谷市 1 2008/1/19 埼玉 026
本田 博之 東京都 板橋区 1 2008/1/19 埼玉 031
大久保 龍雄 埼玉県 越谷市 1 2008/1/19 埼玉 041
強瀬 正孝 埼玉県 行田市 1 2008/1/19 埼玉 044
志田 實男 埼玉県 桶川市 1 2008/1/19 埼玉 056
赤羽 弘光 長野県 松本市 1 2007/12/2 根羽 001
片桐 丈 長野県 下伊那郡根羽村 1 2007/12/2 根羽 004
中村 保生 三重県 員弁郡東員町 1 2007/12/2 根羽 007
福田 博司 三重県 四日市市 1 2007/12/2 根羽 009
齋藤 正芳 静岡県 浜松市東区 1 2007/12/2 根羽 010
松井 勇一 三重県 伊勢市 1 2007/12/2 根羽 011
板崎 弘之 三重県 松阪市 1 2007/12/2 根羽 015
和仁 裕二 岐阜県 高山市 1 2007/12/2 根羽 016
米田 好久 三重県 松阪市 1 2007/12/2 根羽 018
大川 八重子 三重県 津市 1 2007/12/2 根羽 022
谷口 幸和 岐阜県 飛騨市 1 2007/12/2 根羽 023
森田 拓也 富山県 中新川郡上市町 1 2007/12/2 根羽 025
片倉 尚道 長野県 岡谷市 1 2007/12/2 根羽 027
米倉 慎一 岐阜県 高山市 1 2007/12/2 根羽 028
岩井 隼人 富山県 黒部市 1 2007/12/2 根羽 030
西田 敬輔 富山県 中新川郡立山町 1 2007/12/2 根羽 032
大島 善孝 新潟県 十日町市 1 2007/12/2 根羽 036
山内 謙二郎 福島県 郡山市 1 2007/12/1 寒江 008
佐久間 英男 宮城県 刈田郡蔵王町 1 2007/12/1 寒江 009
池田 三千明 大阪府 河内長野市 1 2007/11/23 泉北 001
木邑 和子 大阪府 大阪狭山市 1 2007/11/23 泉北 004
佐竹 寛 大阪府 堺市南区 1 2007/11/23 泉北 010
柴 一信 大阪府 和泉市 1 2007/11/23 泉北 011
関塚 良光 大阪府 堺市南区 1 2007/11/23 泉北 012
名古谷 公彦 大阪府 泉南郡熊取町 1 2007/11/23 泉北 015
日置 忠 大阪府 河内長野市 1 2007/11/23 泉北 016
宗野 功 大阪府 河内長野市 1 2007/11/23 泉北 019
西垣 宏幸 栃木県 矢板市 1 2007/11/3 日光 002
吉田 亜季 栃木県 栃木市 1 2007/11/3 日光 011
大野 茂 栃木県 那須塩原市 1 2007/11/3 日光 012
嶺岸 正弘 群馬県 太田市 1 2007/11/3 日光 018



岩崎 洋 兵庫県 加西市 1 2007/10/8 三田 001
小山 光枝 兵庫県 加西市 1 2007/10/8 三田 008
後藤 篤彌 兵庫県 加西市 1 2007/10/8 三田 014
橋本 俊憲 大阪府 吹田市 1 2007/10/8 三田 015
辻村 昌勝 兵庫県 加西市 1 2007/10/8 三田 017
岩﨑 敏之 岡山県 岡山市 1 2007/10/8 三田 027
衣笠 公子 兵庫県 加西市 1 2007/10/8 三田 029
橋本 武 大阪府 大阪狭山市 1 2007/10/8 三田 032
益本 忠孝 広島県 廿日市市 1 2007/10/8 三田 034
上延 博昭 兵庫県 神崎郡福崎町 1 2007/10/8 三田 037
白石 英也 大阪府 門真市 1 2007/10/8 三田 042
田中 良幸 大阪府 堺市東区 1 2007/10/8 三田 043
中川 正弘 兵庫県 加西市 1 2007/10/8 三田 044
濱田 義幸 兵庫県 姫路市 1 2007/10/8 三田 046
中尾 純子 兵庫県 尼崎市 1 2007/10/8 三田 048
島田 章範 兵庫県 宝塚市 1 2007/10/8 三田 055
東 理恵 三重県 北牟婁郡紀北町 1 2007/10/8 三田 058
冨田 静雄 大阪府 摂津市 1 2007/10/8 三田 069
西岡 澄子 大阪府 大阪市都島区 1 2007/10/8 三田 070
遠藤 加代子 兵庫県 神埼郡市川町 1 2007/10/8 三田 072
楢原 弘子 兵庫県 姫路市飾磨区 1 2007/10/8 三田 076
野竹 ふゆ子 大阪府 大阪市都島区 1 2007/10/8 三田 077
長谷川 昌美 兵庫県 加古川市 1 2007/10/8 三田 078
前川 勝彦 兵庫県 加西市 1 2007/10/8 三田 080
八木 克己 兵庫県 姫路市 1 2007/10/8 三田 082
芝田 敬三 大阪府 茨木市 1 2007/10/8 三田 088
益田 尚徳 大阪府 枚方市 1 2007/10/8 三田 092
丸小野 敏勝 大阪府 貝塚市 1 2007/10/8 三田 093
宮﨑 俊彦 山口県 山口市 1 2007/10/8 三田 095
小野 洋一 兵庫県 姫路市 1 2007/10/8 三田 099
和田 文子 三重県 伊賀市 1 2007/10/8 三田 104
東 裕之 兵庫県 三田市 1 2007/10/8 三田 105
中村 幸代 富山県 高岡市 1 2007/10/8 松本 002
小林 美代子 長野県 松本市 1 2007/10/8 松本 007
三代澤 健一 長野県 松本市 特別個人会員 1 2007/10/8 松本 014
真鍋 邦寛 北海道 札幌市厚別区 1 2007/9/29 上砂 001
吉田 幸雄 北海道 札幌市東区 1 2007/9/29 上砂 003
家入 行男 北海道 天塩郡遠別町 1 2007/9/29 上砂 007
小林 善幹 北海道 空知郡奈井江町 1 2007/9/29 上砂 008
森 明弘 北海道 砂川市 1 2007/9/29 上砂 009
遠藤 貞則 北海道 滝川市 1 2007/9/29 上砂 010
渡邊 修 北海道 士別市 1 2007/9/29 上砂 011
笹田 征嗣 北海道 札幌市手稲区 1 2007/9/29 上砂 013
中公 忠明 北海道 美唄市 1 2007/9/29 上砂 015
吉尾 満夫 北海道 北広島市 1 2007/9/29 上砂 020
長内 祐子 北海道 札幌市中央区 1 2007/9/29 上砂 023
木村 誠 北海道 札幌市中央区 1 2007/9/29 上砂 024
望月 憲秀 北海道 札幌市豊平区 1 2007/9/29 上砂 029
安藤 裕志 北海道 旭川市 1 2007/9/29 上砂 030
中里 彩香 北海道 名寄市 1 2007/9/29 上砂 031
星 敦 北海道 名寄市 1 2007/9/29 上砂 032
反保 侑子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/9/29 上砂 036
坂本 守 千葉県 柏市 1 2007/9/22 千葉 005
芝木 雅基 千葉県 千葉市花見川区 1 2007/9/22 千葉 006
冨澤 孝夫 千葉県 千葉市中央区 1 2007/9/22 千葉 007
石橋 憲之 千葉県 松戸市 1 2007/9/22 千葉 014
一藁 幸男 千葉県 いすみ市 1 2007/9/22 千葉 015
梅澤 修 千葉県 長生郡一宮町 1 2007/9/22 千葉 017
渡邉 治子 千葉県 いすみ市 1 2007/9/22 千葉 019



小林 辰雄 千葉県 松戸市 1 2007/9/22 千葉 023
近藤 清彦 千葉県 佐倉市 1 2007/9/22 千葉 025
高橋 汎 千葉県 習志野市 1 2007/9/22 千葉 033
多田 宗和 千葉県 船橋市 1 2007/9/22 千葉 034
戸井田 光男 千葉県 千葉市若葉区 1 2007/9/22 千葉 038
新瀬 マリコ 東京都 葛飾区 1 2007/9/22 千葉 040
藤江 悦子 千葉県 勝浦市 1 2007/9/22 千葉 044
堀 邦次 千葉県 千葉市花見川区 1 2007/9/22 千葉 046
松林 弘喜 千葉県 市川市 1 2007/9/22 千葉 049
村上 昌生 千葉県 佐倉市 1 2007/9/22 千葉 050
吉谷 冨彦 千葉県 習志野市 1 2007/9/22 千葉 055
吉原 保 千葉県 千葉市稲毛区 1 2007/9/22 千葉 056
佐藤 豊 千葉県 松戸市 1 2007/9/22 千葉 058
脇坂 英樹 千葉県 柏市 1 2007/9/22 千葉 064
高井 淑子 富山県 中新川郡上市町 1 2007/9/9 利賀 004
松島 実 富山県 南砺市 1 2007/9/9 利賀 005
碓井 司 富山県 富山市 1 2007/9/9 利賀 007
小倉 和子 富山県 中新川郡上市町 1 2007/9/9 利賀 010
高井 凱史 富山県 中新川郡上市町 1 2007/9/9 利賀 012
水浪 重泰 富山県 富山市 1 2007/9/9 利賀 014
塚田 元 群馬県 勢多郡富士見村 1 2007/9/1 群馬 001
江嶋 美佳 群馬県 渋川市 1 2007/9/1 群馬 005
青木 沙奈恵 群馬県 利根郡川場村 1 2007/9/1 群馬 007
阿久澤 敏良 群馬県 前橋市 1 2007/9/1 群馬 015
矢島 博 群馬県 高崎市 1 2007/9/1 群馬 018
阿久津 美里 群馬県 渋川市 1 2007/9/1 群馬 019
岡村 美穂 群馬県 沼田市 1 2007/9/1 群馬 020
日比野 敏 茨城県 取手市 1 2007/9/1 群馬 021
若松 寛一 群馬県 太田市 1 2007/9/1 群馬 022
海老沼 渉 群馬県 沼田市 1 2007/9/1 群馬 024
中村 麻衣 群馬県 沼田市 1 2007/9/1 群馬 026
高岸 勉 群馬県 前橋市 1 2007/9/1 群馬 027
大木 清加 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2007/9/1 群馬 029
今泉 健治 群馬県 富岡市 1 2007/9/1 群馬 037
日下 英彦 栃木県 宇都宮市 1 2007/9/1 群馬 040
堤 宏康 群馬県 利根郡昭和村 1 2007/9/1 群馬 041
三木 絵里花 群馬県 沼田市 1 2007/9/1 群馬 042
増田 智 群馬県 沼田市 1 2007/9/1 群馬 043
深井 二三代 群馬県 太田市 1 2007/9/1 群馬 045
吉田 直江 群馬県 前橋市 1 2007/9/1 群馬 047
円谷 正雄 北海道 標津郡中標津町 1 2007/8/25 紋別 001
鴇崎 伊吹 北海道 帯広市 1 2007/8/25 紋別 002
大鐘 貴之 北海道 根室市 1 2007/8/25 紋別 004
佐々木 誠一 北海道 帯広市 1 2007/8/25 紋別 006
金箱 善春 北海道 名寄市 1 2007/8/25 紋別 010
佐藤 恵一 北海道 根室市 1 2007/8/25 紋別 011
竹内 寿美江 北海道 網走郡大空町 1 2007/8/25 紋別 012
山本 恵子 北海道 標津郡中標津町 1 2007/8/25 紋別 014
太田 光子 北海道 網走郡津別町 1 2007/8/25 紋別 016
大浦 伸也 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 007
片岡 巧気 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 009
下田 大輔 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 010
笠原 幾流 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 011
村岡 奈々佳 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 013
長谷川 拓実 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 016
三上 佳浩 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 017
平沼 義博 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 019
飯田 貴子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 020
吉田 知美 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 021



小野 克己 北海道 士別市 1 2007/7/18 幌内 024
廣瀬 信義 北海道 旭川市 1 2007/7/18 幌内 025
水上 幸枝 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 026
麻木 澄子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2007/7/18 幌内 027
前田 雅俊 北海道 深川市 1 2007/7/18 幌内 031
角田 昌夫 北海道 苫小牧市 苫小牧手打ちそば愛好会 1 2007/7/14 苫小 002
柏谷 英樹 北海道 札幌市手稲区 1 2007/7/14 苫小 003
林 脩二 北海道 札幌市白石区 1 2007/7/14 苫小 004
大谷 由紀子 北海道 余市郡余市町 1 2007/7/14 苫小 006
巴 勝美 北海道 白老郡白老町 1 2007/7/14 苫小 007
伊藤 正人 北海道 苫小牧市 1 2007/7/14 苫小 010
村瀬 真 北海道 函館市 1 2007/7/14 苫小 014
高橋 信義 北海道 札幌市北区 1 2007/7/14 苫小 018
尾崎 徹 北海道 苫小牧市 1 2007/7/14 苫小 021
近藤 興敏 北海道 苫小牧市 1 2007/7/14 苫小 023
濱村 昭公 北海道 函館市 1 2007/7/14 苫小 025
五十嵐 等 北海道 旭川市 1 2007/7/14 苫小 027
石藤 丈雄 北海道 札幌市豊平区 1 2007/7/14 苫小 029
柳生 芳枝 北海道 札幌市中央区 1 2007/7/14 苫小 031
中村 亨治 福井県 福井市 1 2007/6/30 池田 001
大瀬 勝海 滋賀県 大津市 1 2007/6/30 池田 003
平野 和夫 福井県 福井市 1 2007/6/30 池田 011
牧野 英雄 福井県 勝山市 1 2007/6/30 池田 012
木下 正行 福井県 勝山市 1 2007/6/30 池田 013
藤野 博久 富山県 富山市 1 2007/6/30 池田 015
玉村 良敬 福井県 福井市 1 2007/6/30 池田 019
松田 滋 福井県 吉田郡永平寺町 1 2007/6/17 美山 002
倉 健治郎 福井県 福井市 1 2007/6/17 美山 004
白崎 正男 福井県 福井市 1 2007/6/17 美山 005
山下 敬子 福井県 福井市 1 2007/6/17 美山 008
木村 邦晃 北海道 上川郡当麻町 1 2007/6/10 奈江 001
原田 弘昭 北海道 旭川市 1 2007/6/10 奈江 007
鈴木 茉莉奈 北海道 旭川市 1 2007/6/10 奈江 008
山田 神菜 北海道 旭川市 1 2007/6/10 奈江 017
岩脇 麻未 北海道 旭川市 1 2007/6/10 奈江 018
會田 正成 北海道 札幌市豊平区 1 2007/6/10 奈江 020
大野 剛 北海道 札幌市東区 1 2007/6/10 奈江 021
國兼 崇史 北海道 札幌市白石区 1 2007/6/10 奈江 025
髙橋 千尋 北海道 上川郡当麻町 1 2007/6/10 奈江 027
小橋 実紗 北海道 旭川市 1 2007/6/10 奈江 028
落合 佳子 北海道 札幌市清田区 1 2007/6/10 奈江 029
井上 留美子 北海道 二海郡八雲町 1 2007/6/10 奈江 033
小舘 一慶 北海道 札幌市東区 1 2007/6/10 奈江 035
藤本 義範 北海道 富良野市 1 2007/6/10 奈江 036
田宮 和加子 北海道 上川郡愛別町 1 2007/6/10 奈江 038
西山 夏妃 北海道 上川郡鷹栖町 1 2007/6/10 奈江 039
牧 瞬二 北海道 江別市 1 2007/6/10 奈江 042
塩飽 直樹 北海道 札幌市北区 1 2007/6/10 奈江 044
小笠原 正和 北海道 空知郡南幌町 1 2007/6/10 奈江 045
佐藤 宗男 北海道 名寄市 1 2007/6/10 奈江 046
後藤 奈津子 北海道 上川郡比布町 1 2007/6/10 奈江 047
三木 春香 北海道 旭川市 1 2007/6/10 奈江 048
金子 俊一朗 東京都 八王子市 1 2007/6/2 鵜の会 004
牧野 謙二 千葉県 船橋市 1 2007/6/2 鵜の会 007
熊倉 邦彦 東京都 杉並区 1 2007/6/2 鵜の会 010
宮崎 美子 千葉県 四街道市 1 2007/5/20 千蕎 003
鈴木 吉威 千葉県 富里市 1 2007/5/20 千蕎 010
飯泉 浩二 千葉県 四街道市 1 2007/5/20 千蕎 011
羽田 喜信 千葉県 四街道市 1 2007/5/20 千蕎 014



柄澤 順子 千葉県 四街道市 1 2007/5/20 千蕎 020
山中 すみ江 茨城県 つくば市 1 2007/5/20 千蕎 023
四宮 稔代 千葉県 四街道市 1 2007/5/20 千蕎 025
篠原 常秋 千葉県 印旛郡酒々井町 1 2007/5/20 千蕎 026
天童 裕 千葉県 千葉市稲毛区 1 2007/5/20 千蕎 027
大山 和子 千葉県 山武郡芝山町 1 2007/5/20 千蕎 034
本田 耕資 千葉県 四街道市 1 2007/5/20 千蕎 036
山中 正 長野県 佐久市 1 2007/5/20 飯伊 001
大井 延人 長野県 北佐久郡御代田町 1 2007/5/20 飯伊 002
坪井 澄汎 長野県 北佐久郡軽井沢町 1 2007/5/20 飯伊 003
大木 俊和 長野県 北佐久郡軽井沢町 1 2007/5/20 飯伊 004
久保田 和江 長野県 飯田市 1 2007/5/20 飯伊 009
中野 二郎 長野県 飯田市 1 2007/5/20 飯伊 013
亀井 恒明 長野県 飯田市 1 2007/5/20 飯伊 014
広瀬 丈俊 北海道 千歳市 1 2007/4/29 石狩 008
勝木 昭次 北海道 札幌市手稲区 1 2007/4/29 石狩 011
豊島 孝義 北海道 小樽市 1 2007/4/29 石狩 014
村山 敏子 北海道 石狩市 1 2007/4/29 石狩 019
吉川 与蔵 北海道 夕張郡由仁町 1 2007/4/29 石狩 026
児玉 克仁 北海道 石狩市 1 2007/4/29 石狩 027
桜井 宏泰 北海道 札幌市南区 1 2007/4/29 石狩 028
佐藤 由紀子 北海道 小樽市 1 2007/4/29 石狩 031
中村 エツ子 北海道 余市郡余市町 1 2007/4/29 石狩 035
加賀 由美 北海道 江別市 1 2007/4/29 石狩 036
開 敏之 北海道 札幌市厚別区 1 2007/4/29 石狩 040
三浦 明子 北海道 留萌市 1 2007/4/29 石狩 041
高田 昌幸 北海道 雨竜郡北竜町 1 2007/3/25 北竜 005
藤本 俊昭 北海道 樺戸郡月形町 1 2007/3/25 北竜 008
八幡 正 北海道 砂川市 1 2007/3/25 北竜 009
佐藤 ゆかり 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2007/3/25 北竜 010
山崎 一 北海道 札幌市中央区 1 2007/3/25 北竜 016
佐藤 昭夫 北海道 旭川市 1 2007/3/25 北竜 018
久慈 栄三郎 北海道 樺戸郡月形町 1 2007/3/25 北竜 019
長谷川 秀壽 北海道 恵庭市 1 2007/3/25 北竜 020
佐々木 晴美 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2007/3/25 北竜 022
伊藤 誠 福島県 郡山市 1 2007/3/24 山都 010
笠原 史子 新潟県 三条市 1 2007/3/24 山都 016
星 良栄 福島県 南会津郡南会津町 1 2007/3/24 山都 022
赤田 志帆 福島県 河沼郡会津坂下町 1 2007/3/24 山都 023
渡邉 修 福島県 福島市 会津磐梯そば道場 1 2007/3/24 山都 034
関戸 均 茨城県 潮来市 1 2007/2/17 茨城 002
岡部 肇 茨城県 つくばみらい市 1 2007/2/17 茨城 003
鈴木 きよ子 茨城県 那珂郡東海村 1 2007/2/17 茨城 008
馬場 光雄 茨城県 日立市 1 2007/2/17 茨城 021
原 啓一 東京都 江東区 1 2007/2/17 茨城 026
竹内 啓 茨城県 つくばみらい市 1 2007/2/17 茨城 028
臼井 善平 東京都 大田区 1 2007/2/17 茨城 031
川﨑 就一 茨城県 龍ケ崎市 1 2007/2/17 茨城 037
横川 繁 埼玉県 春日部市 1 2007/1/28 埼玉 008
春田 孝雄 群馬県 邑楽郡大泉町 1 2007/1/28 埼玉 017
石川 喜代子 埼玉県 さいたま市中央区 1 2007/1/28 埼玉 033
北村 研 東京都 北区 1 2007/1/28 埼玉 037
秋元 弘一 栃木県 大田原市 1 2007/1/28 埼玉 042
飯田 万里江 東京都 板橋区 1 2007/1/28 埼玉 045
辻野 恭広 神奈川県 横浜市神奈川区 1 2007/1/28 埼玉 052
池田 幸一 愛知県 名古屋市中村区 1 2006/12/3 根羽 001
泉 初枝 岐阜県 飛騨市 1 2006/12/3 根羽 008
原 敏文 長野県 下伊那郡高森町 1 2006/12/3 根羽 010
石腰 保昭 岐阜県 飛騨市 1 2006/12/3 根羽 011



牧野 永治 三重県 桑名市 1 2006/12/3 根羽 012
天田 亨 三重県 四日市市 1 2006/12/3 根羽 013
高木 和秋 岐阜県 羽島市 1 2006/12/3 根羽 015
冨永 紀久司 三重県 員弁郡東員町 1 2006/12/3 根羽 016
堀 菊世 岐阜県 羽島市 1 2006/12/3 根羽 019
上野 愛子 岐阜県 飛騨市 1 2006/12/3 根羽 020
須原 芳江 岐阜県 竹鼻町 1 2006/12/3 根羽 021
浅井 釞二 愛知県 名古屋市中川区 1 2006/12/3 根羽 022
入江 敦彦 長野県 北安曇郡小谷村 1 2006/12/3 根羽 025
胡桃澤 秀光 長野県 松本市 1 2006/12/3 根羽 027
渡辺 正永 岐阜県 羽島市 1 2006/12/3 根羽 028
中村 守隆 岐阜県 飛騨市 1 2006/12/3 根羽 029
谷畑 千春 岐阜県 飛騨市 1 2006/12/3 根羽 031
石原 れい子 岐阜県 羽島市 1 2006/12/3 根羽 032
中田 裕士 山形県 山形市 1 2006/12/2 寒江 001
一ノ瀬 郁子 宮城県 名取市 1 2006/12/2 寒江 004
近藤 芳恭 福島県 郡山市 1 2006/12/2 寒江 005
鈴木 鉄夫 宮城県 仙台市青葉区 1 2006/12/2 寒江 009
名和 とし子 山形県 天童市 1 2006/12/2 寒江 016
佐藤 康彦 福島県 郡山市 1 2006/12/2 寒江 017
魚島 豊 大阪府 大東市 1 2006/11/23 泉北 001
大崎 泉 大阪府 堺市北区 1 2006/11/23 泉北 002
大田 真砂子 大阪府 和泉市 1 2006/11/23 泉北 003
亀井 常雄 大阪府 堺市北区 1 2006/11/23 泉北 005
栗林 義雄 大阪府 大阪市平野区 1 2006/11/23 泉北 006
黒木 義和 大阪府 和泉市 1 2006/11/23 泉北 008
寺田 節 大阪府 摂津市 1 2006/11/23 泉北 016
西村 道彦 大阪府 堺市西区 1 2006/11/23 泉北 018
東城 勝美 大阪府 大阪市平野区 1 2006/11/23 泉北 023
宮本 一雄 大阪府 大東市 1 2006/11/23 泉北 025
宮本 直美 大阪府 堺市堺区 1 2006/11/23 泉北 026
坂本 蔵一 栃木県 河内郡河内町 1 2006/11/3 日光 001
菊池 訓子 茨城県 日立市 1 2006/11/3 日光 009
淀川 昭二 栃木県 真岡市 1 2006/11/3 日光 013
櫻井 洋 兵庫県 加西市 1 2006/10/8 三田 003
横川 進発 兵庫県 宝塚市 1 2006/10/8 三田 010
吉井 皓一 兵庫県 川西市 1 2006/10/8 三田 011
櫻井 さゆり 兵庫県 加西市 1 2006/10/8 三田 015
野村 武 滋賀県 草津市 1 2006/10/8 三田 022
市倉 勝夫 大阪府 茨木市 1 2006/10/8 三田 024
徳永 峰子 三重県 伊賀市 1 2006/10/8 三田 028
徳村 浩一 三重県 伊賀市 1 2006/10/8 三田 029
村岡 昭一 岡山県 勝田郡勝央町 1 2006/10/8 三田 032
山本 孝枝 大阪府 大阪狭山市 1 2006/10/8 三田 034
山本 智架子 大阪府 大阪狭山市 1 2006/10/8 三田 035
田中 礼子 兵庫県 龍野市 1 2006/10/8 三田 039
前田 雅子 大阪府 寝屋川市 1 2006/10/8 三田 042
坂本 徳生 大阪府 門真市 1 2006/10/8 三田 050
ｼﾄﾞﾛｰ高山 陽介 兵庫県 川西市 1 2006/10/8 三田 051
中尾 エツ子 兵庫県 丹波市 1 2006/10/8 三田 053
大浦 正樹 大阪府 大阪市天王寺区 1 2006/10/8 三田 057
岩脇 経治郎 滋賀県 大津市 1 2006/10/8 三田 058
上田 俊輔 兵庫県 神戸市北区 1 2006/10/8 三田 063
加藤 君雄 大阪府 堺市中区 1 2006/10/8 三田 064
宮崎 要子 兵庫県 加西市 1 2006/10/8 三田 065
石田 馨 大阪府 松原市 1 2006/10/8 三田 067
勝田 みどり 大阪府 高石市 1 2006/10/8 三田 069
泉谷 加奈子 大阪府 大阪市西成区 1 2006/10/8 三田 078
菅 好美 大阪府 茨木市 1 2006/10/8 三田 080



佐伯 忠美 大阪府 大阪市住之江区 1 2006/10/8 三田 082
厨子 真帆 兵庫県 加西市 1 2006/10/8 三田 083
安原 澄子 岡山県 都窪郡早島町 1 2006/10/8 三田 086
和田 大象 大阪府 大阪市淀川区 1 2006/10/8 三田 088
大野 治夫 富山県 富山市 1 2006/10/8 松本 007
種昂 清量 富山県 中新川郡上市町 1 2006/10/8 松本 016
高岡 健作 北海道 札幌市清田区 1 2006/9/30 上砂 004
谷内 良一 北海道 札幌市白石区 1 2006/9/30 上砂 005
山口 裕太朗 北海道 旭川市 1 2006/9/30 上砂 007
細川 満範 北海道 富良野市 1 2006/9/30 上砂 011
藤原 孝義 北海道 磯谷郡蘭越町 1 2006/9/30 上砂 012
笹木 絹江 北海道 樺戸郡新十津川町 1 2006/9/30 上砂 019
石郷 秀雄 北海道 滝川市 1 2006/9/30 上砂 020
大久保 瑞昭 北海道 岩見沢市 1 2006/9/30 上砂 023
稲田 幸恵 北海道 北広島市 1 2006/9/30 上砂 025
石上 賢一 北海道 士別市 1 2006/9/30 上砂 029
東井 勲 北海道 砂川市 1 2006/9/30 上砂 030
金子 史樹 北海道 留萌市 1 2006/9/30 上砂 033
田中 和子 北海道 江別市 1 2006/9/30 上砂 035
辻 昭彦 北海道 士別市 1 2006/9/30 上砂 040
石川 信宏 千葉県 成田市 1 2006/9/30 千葉 005
小川 美代子 千葉県 館山市 1 2006/9/30 千葉 011
加藤 正和 東京都 江東区 1 2006/9/30 千葉 014
柄沢 操 千葉県 千葉市若葉区 1 2006/9/30 千葉 017
金綱 久子 千葉県 茂原市 1 2006/9/30 千葉 019
栗原 信介 千葉県 船橋市 1 2006/9/30 千葉 021
齋藤 禮佑 千葉県 四街道市 1 2006/9/30 千葉 024
鈴木 満 千葉県 習志野市 1 2006/9/30 千葉 031
飯塚 保二 千葉県 千葉市若葉区 1 2006/9/30 千葉 039
和田 秀雄 千葉県 松戸市 1 2006/9/30 千葉 055
渡部 勲 千葉県 四街道市 1 2006/9/30 千葉 056
中島 康晴 北海道 紋別市 1 2006/9/10 紋別 002
古瀬 良蔵 北海道 標津郡標津町 1 2006/9/10 紋別 005
石毛 敏博 北海道 標津郡中標津町 1 2006/9/10 紋別 006
本瀬 めぐみ 北海道 紋別市 1 2006/9/10 紋別 011
松田 隆 北海道 旭川市 1 2006/9/10 紋別 012
斉藤 友美 北海道 紋別市 1 2006/9/10 紋別 017
佐藤 昇 北海道 名寄市 1 2006/9/10 紋別 018
出村 節子 北海道 中川郡幕別町 1 2006/9/10 紋別 019
尾崎 孝嗣 富山県 高岡市 1 2006/9/10 利賀 001
松本 栄千子 富山県 中新川郡上市町 1 2006/9/10 利賀 004
青山 孝雄 富山県 中新川郡立山町 1 2006/9/10 利賀 006
松尾 忠明 富山県 富山市 1 2006/9/10 利賀 008
猪上 洋一 富山県 黒部市 1 2006/9/10 利賀 009
大井 喜世男 富山県 中新川郡上市町 1 2006/9/10 利賀 012
平野 正雄 富山県 富山市 1 2006/9/10 利賀 016
伊藤 守 群馬県 太田市 1 2006/9/3 群馬 002
飯島 信彦 長野県 松本市 1 2006/9/3 群馬 003
山口 侑子 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2006/9/3 群馬 005
高橋 里依 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2006/9/3 群馬 006
市川 悟 東京都 東村山市 1 2006/9/3 群馬 008
木村 有衣 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2006/9/3 群馬 018
佐藤 亜耶 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2006/9/3 群馬 019
米山 昌彦 東京都 練馬区 1 2006/9/3 群馬 022
高橋 登 群馬県 太田市 1 2006/9/3 群馬 028
小野 恵美 群馬県 利根郡みなかみ町 1 2006/9/3 群馬 031
吉澤 圭織 群馬県 沼田市 1 2006/9/3 群馬 032
岡村 昭平 東京都 板橋区 1 2006/9/3 群馬 034
川口 洋 東京都 西東京市 1 2006/9/3 群馬 035



角田 優佳 群馬県 利根郡川場村 1 2006/9/3 群馬 044
坂 紘一郎 東京都 練馬区 1 2006/9/3 群馬 047
石田 希美子 群馬県 渋川市 1 2006/9/3 群馬 048
岡田 誠 神奈川県 川崎市麻生区 1 2006/9/3 群馬 049
三澤 矩雄 東京都 港区 1 2006/9/3 群馬 056
原田 幸雄 東京都 練馬区 1 2006/9/3 群馬 060
長井 晶代 群馬県 太田市 1 2006/9/3 群馬 061
椎名 和美 群馬県 利根郡川場村 1 2006/9/3 群馬 062
近藤 丈二 福井県 福井市 1 2006/7/30 美山 001
山根 博人 福井県 福井市 1 2006/7/30 美山 002
白崎 八重子 福井県 福井市 1 2006/7/30 美山 005
森陰 輝夫 福井県 福井市 1 2006/7/30 美山 006
吉村 和義 福井県 福井市 1 2006/7/30 美山 008
山内 守 福井県 福井市 1 2006/7/30 美山 010
北谷 秋雄 石川県 石川郡野々市町 1 2006/7/30 美山 011
谷川 秋世 福井県 坂井市 1 2006/7/30 美山 014
山崎 一郎 福井県 坂井市 1 2006/7/30 美山 015
林 陽子 福井県 坂井市 1 2006/7/30 美山 018
小滝 直弥 北海道 旭川市 1 2006/7/19 幌内 002
中河原 紘一 北海道 深川市 1 2006/7/19 幌内 005
葛西 英利子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2006/7/19 幌内 006
藤田 秀紀 北海道 天塩郡幌延町 1 2006/7/19 幌内 007
及川 あゆ美 北海道 旭川市 1 2006/7/19 幌内 011
高橋 真由美 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2006/7/19 幌内 016
佐藤 明美 北海道 名寄市 1 2006/7/19 幌内 021
中村 碧奈 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2006/7/19 幌内 023
八木 清子 福井県 福井市 1 2006/7/1 池田 010
林 宏躬 福井県 福井市 1 2006/7/1 池田 014
柴田 勇 福井県 福井市 1 2006/7/1 池田 016
西川 あさ子 福井県 坂井市 1 2006/7/1 池田 018
上坂 繁喜 福井県 福井市 1 2006/7/1 池田 019
三澤 敬 北海道 江別市 1 2006/6/11 奈江 003
本田 俊彦 北海道 名寄市 1 2006/6/11 奈江 006
村上 憲一 北海道 岩見沢市 1 2006/6/11 奈江 009
宮沢 貢 北海道 旭川市 1 2006/6/11 奈江 010
十川 荘生 北海道 札幌市西区 1 2006/6/11 奈江 012
對馬 修 北海道 苫小牧市 1 2006/6/11 奈江 013
九島 崇 北海道 札幌市東区 1 2006/6/11 奈江 016
俵 和正 北海道 恵庭市 1 2006/6/11 奈江 017
中村 沙希 北海道 旭川市 1 2006/6/11 奈江 022
櫻井 元博 福島県 郡山市 1 2006/6/11 奈江 023
池内 孝司 北海道 雨竜郡沼田町 1 2006/6/11 奈江 025
畠山 穣 北海道 釧路郡釧路町 1 2006/6/11 奈江 029
馬場 加奈 北海道 旭川市 1 2006/6/11 奈江 033
山田 直賞 北海道 札幌市手稲区 1 2006/6/11 奈江 034
髙山 典和 北海道 函館市 1 2006/6/11 奈江 035
竹田 由香 北海道 旭川市 1 2006/6/11 奈江 041
北原 喜久代 長野県 木曽郡南木曽町 1 2006/5/28 飯伊 002
小林 宏文 長野県 佐久市 1 2006/5/28 飯伊 008
泉 濃 長野県 上田市 1 2006/5/28 飯伊 010
古島 寛次 長野県 下伊那郡大鹿村 1 2006/5/28 飯伊 011
北原 清子 長野県 木曽郡南木曽町 1 2006/5/28 飯伊 018
小穴 敬子 長野県 飯田市 1 2006/5/28 飯伊 020
北原 徹 長野県 飯田市 1 2006/5/28 飯伊 021
白木 光康 長野県 諏訪市 1 2006/5/28 飯伊 024
田波 真智子 茨城県 つくば市 1 2006/5/27 鵜の会 003
能登 勝司 北海道 釧路市 1 2006/4/29 石狩 004
成田 正次 北海道 札幌市中央区 1 2006/4/29 石狩 007
谷 光 北海道 札幌市東区 1 2006/4/29 石狩 009



吉田 謙治 北海道 小樽市 1 2006/4/29 石狩 010
伊藤 義則 北海道 釧路市 1 2006/4/29 石狩 013
小橋 和恵 北海道 札幌市中央区 1 2006/4/29 石狩 023
遠藤 貴史子 北海道 札幌市清田区 1 2006/4/29 石狩 026
伊藤 洋 北海道 北広島市 1 2006/4/29 石狩 027
槙 啓子 北海道 小樽市 1 2006/4/29 石狩 029
川端 習太郎 北海道 札幌市南区 1 2006/4/29 石狩 030
山﨑 裕一 北海道 二海郡八雲町 1 2006/4/29 石狩 033
上野 年光 北海道 留萌市 1 2006/4/29 石狩 034
後藤 友子 北海道 雨竜郡北竜町 1 2006/4/2 北竜 008
吉本 一夫 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2006/4/2 北竜 011
若林 伸篤 北海道 雨竜郡沼田町 1 2006/4/2 北竜 014
柴垣 清一 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2006/4/2 北竜 017
藤崎 千恵子 北海道 雨竜郡北竜町 1 2006/4/2 北竜 018
山舘 建 青森県 東津軽郡蓬田村 1 2006/4/2 北竜 020
津川 美恵子 北海道 雨竜郡沼田町 1 2006/4/2 北竜 024
金光 容作 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2006/4/2 北竜 029
武井 牧仁 青森県 東津軽郡蓬田村 1 2006/4/2 北竜 030
増永 博志 北海道 深川市 1 2006/4/2 北竜 032
小野 宣子 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2006/4/2 北竜 037
川越 慎冶 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2006/4/2 北竜 039
吉田 修 青森県 東津軽郡蓬田村 1 2006/4/2 北竜 040
平野 克裕 北海道 深川市 1 2006/4/2 北竜 041
清水 博明 北海道 札幌市中央区 1 2006/4/2 北竜 044
藤村 柳子 青森県 東津軽郡蓬田村 1 2006/4/2 北竜 047
宍戸 繁雄 福島県 福島市 1 2006/3/25 山都 001
稲庭 チイ 福島県 喜多方市 1 2006/3/25 山都 010
川原田 美枝子 福島県 喜多方市 1 2006/3/25 山都 017
辺見 英一 福島県 喜多方市 1 2006/3/25 山都 024
室岡 二郎 福島県 福島市 1 2006/3/25 山都 037
稲本 和也 福島県 西白河郡泉崎村 1 2006/3/25 山都 040
岡田 宣捷 茨城県 ひたちなか市 1 2006/3/25 山都 041
阿部 健太郎 福島県 福島市 1 2006/3/25 山都 043
伊藤 勝治 福島県 いわき市 1 2006/3/25 山都 044
関口 勉 茨城県 牛久市 1 2006/2/18 茨城 006
大津 昌義 茨城県 牛久市 1 2006/2/18 茨城 008
渡辺 美千代 埼玉県 川口市 1 2006/2/18 茨城 012
柿沼 照代 栃木県 河内郡上三川町 1 2006/2/18 茨城 013
中硲 勇夫 茨城県 ひたちなか市 1 2006/2/18 茨城 014
渡邉 章 茨城県 筑波郡伊奈町 1 2006/2/18 茨城 018
神辺 正男 埼玉県 熊谷市 1 2006/1/29 埼玉 004
佐藤 由美 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2006/1/29 埼玉 005
中村 敏郎 埼玉県 幸手市 彩蕎一門会 1 2006/1/29 埼玉 006
宮澤 祥一 栃木県 那須塩原市 1 2006/1/29 埼玉 008
日下 髙至 埼玉県 富士見市 1 2006/1/29 埼玉 012
百目鬼 則夫 栃木県 宇都宮市 1 2006/1/29 埼玉 016
桑原 一行 東京都 豊島区 1 2006/1/29 埼玉 022
栃木 ヒサ 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2006/1/29 埼玉 025
矢野 直雄 東京都 台東区 1 2006/1/29 埼玉 027
川柳 敏子 埼玉県 熊谷市 1 2006/1/29 埼玉 031
小林 陽二 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2006/1/29 埼玉 032
髙橋 侑一 埼玉県 熊谷市 1 2006/1/29 埼玉 034
葭葉 ふさ子 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2006/1/29 埼玉 038
吉澤 剛 長野県 飯田市 1 2005/12/4 根羽 001
蒲 義尚 愛知県 名古屋市中区 1 2005/12/4 根羽 005
上田 隆一 三重県 四日市市 1 2005/12/4 根羽 006
下嶋 健児 岐阜県 飛騨市 飛騨市そば振興組合 1 2005/12/4 根羽 008
高田 哲郎 三重県 三重郡菰野町 1 2005/12/4 根羽 009
馬渕 博司 愛知県 春日井市 1 2005/12/4 根羽 010



山鼻 正則 岐阜県 飛騨市 1 2005/12/4 根羽 011
池場 德之 岐阜県 大垣市 1 2005/12/4 根羽 012
岡本 要市 愛知県 刈谷市 1 2005/12/4 根羽 014
小島 康男 愛知県 名古屋市名東区 1 2005/12/4 根羽 018
脇本 敏雄 岐阜県 高山市 1 2005/12/4 根羽 020
小林 幸二 三重県 松阪市 1 2005/12/4 根羽 021
三枝 和子 長野県 安曇野市 1 2005/12/4 根羽 025
杉山 進 愛知県 春日井市 1 2005/12/4 根羽 027
横山 良司 三重県 亀山市 1 2005/12/4 根羽 029
村上 泰 栃木県 河内郡上河内町 1 2005/12/3 寒江 003
須藤 ユキエ 栃木県 那須塩原市 1 2005/12/3 寒江 004
朝岡 宏 神奈川県 横浜市港北区 1 2005/12/3 寒江 011
武田 恒夫 栃木県 真岡市 1 2005/12/3 寒江 015
永嶋 一彦 栃木県 真岡市 1 2005/12/3 寒江 022
北村 憲 大阪府 東大阪市 1 2005/11/23 泉北 003
西本 定則 和歌山県 橋本市 1 2005/11/23 泉北 013
西森 純子 大阪府 東大阪市 1 2005/11/23 泉北 014
後藤 武司 兵庫県 神崎郡福崎町 1 2005/11/20 三田 002
牧尾 亜紀子 兵庫県 宝塚市 1 2005/11/20 三田 006
上田 一弘 兵庫県 宝塚市 1 2005/11/20 三田 007
松井 良樹 大阪府 河内長野市 1 2005/11/20 三田 010
竹森 将人 兵庫県 加古川市 1 2005/11/20 三田 013
野村 正富 兵庫県 明石市 1 2005/11/20 三田 015
脇坂 清子 奈良県 奈良市 1 2005/11/20 三田 021
田中 芳史 大阪府 富田林市 1 2005/11/20 三田 026
松岡 広美 大阪府 堺市 1 2005/11/20 三田 027
土橋 良一 大阪府 和泉市 1 2005/11/20 三田 028
外山 保 大阪府 大阪狭山市 1 2005/11/20 三田 029
小田 紀美子 大阪府 大阪狭山市 1 2005/11/20 三田 030
堀田 洋 大阪府 河内長野市 1 2005/11/20 三田 035
茶原 秀一 大阪府 大阪狭山市 1 2005/11/20 三田 038
森 智昭 大阪府 堺市北区 1 2005/11/20 三田 041
山根 兼美 兵庫県 西宮市 1 2005/11/20 三田 045
板坂 眞子 兵庫県 宝塚市 1 2005/11/20 三田 047
勝 清弘 兵庫県 宝塚市 1 2005/11/20 三田 049
新居 寅一 大阪府 寝屋川市 1 2005/11/20 三田 052
坂根 慎治 京都府 宇治市 1 2005/11/20 三田 053
青木 洋 大阪府 大阪市城東区 1 2005/11/20 三田 054
松島 巧弥 大阪府 吹田市 1 2005/11/20 三田 057
今村 勝 滋賀県 愛知郡愛知川町 1 2005/11/20 三田 068
横本 謙一 岡山県 岡山市 1 2005/11/20 三田 073
竹内 信太郎 山口県 周南市 1 2005/11/20 三田 075
志儀 久照 兵庫県 丹波篠山市 1 2005/11/20 三田 080
横山 文兼 大阪府 富田林市 1 2005/11/20 三田 082
住吉 和夫 栃木県 河内郡河内町 1 2005/11/4 今市 003
遠藤 俊彦 栃木県 佐野市 1 2005/11/4 今市 018
高橋 建司 栃木県 下都賀郡都賀町 1 2005/11/4 今市 020
前田 吉之助 福島県 東白川郡鮫川村 1 2005/10/29 白河 006
中嶋 麻美 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2005/10/29 白河 014
押野 司 福島県 福島市 1 2005/10/29 白河 018
秦 琴 福島県 福島市 1 2005/10/29 白河 020
田辺 仁美 栃木県 下都賀郡壬生町 1 2005/10/29 白河 024
江上 清司 富山県 富山市 1 2005/10/15 飛騨 003
倉本 貞雄 富山県 滑川市 1 2005/10/15 飛騨 004
金盛 昭頼 富山県 中新川郡上市町 1 2005/10/15 飛騨 005
平井 勲 富山県 富山市 1 2005/10/15 飛騨 006
貫和 靖夫 富山県 富山市 1 2005/10/15 飛騨 008
神田 正 岐阜県 飛騨市 1 2005/10/15 飛騨 014
上野 憲二 岐阜県 飛騨市 1 2005/10/15 飛騨 015



阪下 昭子 岐阜県 飛騨市 1 2005/10/15 飛騨 016
中林 久栄 岐阜県 飛騨市 1 2005/10/15 飛騨 017
阿部 千由紀 青森県 青森市 1 2005/10/15 飛騨 019
中島 照雅 岐阜県 高山市 1 2005/10/15 飛騨 020
青木 節子 長野県 安曇野市 1 2005/10/9 松本 004
岡田 喜美 愛知県 名古屋市昭和区 1 2005/10/9 松本 005
武井 美智子 長野県 安曇野市 1 2005/10/9 松本 008
佐々木 徹 静岡県 静岡市葵区 1 2005/10/9 松本 011
前川 郁 長野県 伊那市 1 2005/10/9 松本 024
中原 志織 北海道 札幌市厚別区 1 2005/10/1 上砂 007
村口 広道 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2005/10/1 上砂 010
田中 隆 北海道 札幌市北区 1 2005/10/1 上砂 018
長谷川 正俊 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2005/10/1 上砂 020
津辻 昌子 北海道 樺戸郡新十津川町 1 2005/10/1 上砂 025
新庄 忠幸 北海道 滝川市 1 2005/10/1 上砂 026
加藤 紀子 北海道 函館市 1 2005/10/1 上砂 027
有坂 幸子 東京都 大田区 1 2005/10/1 千葉 003
五十嵐 憲雄 千葉県 千葉市花見川区 1 2005/10/1 千葉 004
安島 君枝 千葉県 千葉市美浜区 1 2005/10/1 千葉 006
大槻 幸一郎 千葉県 千葉市中央区 1 2005/10/1 千葉 011
大類 博司 千葉県 富津市 1 2005/10/1 千葉 012
金親 博榮 千葉県 千葉市若葉区 1 2005/10/1 千葉 017
佐藤 雄隆 千葉県 夷隅郡大多喜町 1 2005/10/1 千葉 022
田中 勇三 千葉県 野田市 1 2005/10/1 千葉 025
橋 清 千葉県 千葉市花見川区 1 2005/10/1 千葉 030
深井 栄治 千葉県 野田市 1 2005/10/1 千葉 032
青野 臣治 北海道 旭川市 1 2005/9/19 紋別 002
嶋 里幸 北海道 紋別市 1 2005/9/19 紋別 009
長屋 忠弘 北海道 中川郡幕別町 1 2005/9/19 紋別 011
江川 厚志 北海道 斜里郡清里町 1 2005/9/19 紋別 014
三井 巌 北海道 中川郡幕別町 1 2005/9/19 紋別 016
阿部 孝代 北海道 宗谷郡猿払村 1 2005/9/19 紋別 017
林 大輔 北海道 帯広市 1 2005/9/19 紋別 019
四十物 康昭 北海道 根室市 1 2005/9/19 紋別 020
豊田 光枝 北海道 根室市 1 2005/9/19 紋別 022
関 正満 北海道 紋別市 1 2005/9/19 紋別 023
岡本 幸年 北海道 網走郡津別町 1 2005/9/19 紋別 026
佐藤 春香 北海道 名寄市 1 2005/9/19 紋別 028
平野 利夫 北海道 中川郡幕別町 1 2005/9/19 紋別 029
熊谷 栄子 北海道 上川郡東神楽町 1 2005/9/19 紋別 032
江渡 小百合 北海道 根室市 1 2005/9/19 紋別 033
飯塚 雅志 北海道 苫小牧市 1 2005/9/19 紋別 036
砂子田 義信 富山県 富山市 1 2005/9/18 利賀 010
森田 洋子 富山県 南砺市 1 2005/9/18 利賀 015
宮田 瑞江 富山県 砺波市 1 2005/9/18 利賀 016
山内 敬 群馬県 吾妻郡長野原町 1 2005/9/4 群馬 001
桑原 球 群馬県 沼田市 1 2005/9/4 群馬 004
櫻井 敬一 群馬県 利根郡月夜野町 1 2005/9/4 群馬 005
金田 道堂 群馬県 北群馬郡吉岡町 1 2005/9/4 群馬 008
金子 千明 群馬県 沼田市 1 2005/9/4 群馬 010
桑原 祥行 群馬県 沼田市 1 2005/9/4 群馬 011
林 典子 群馬県 沼田市 1 2005/9/4 群馬 012
岸 秋代 群馬県 渋川市 1 2005/9/4 群馬 014
松井 徹 群馬県 新田郡笠懸町 1 2005/9/4 群馬 017
今井 正子 群馬県 前橋市 1 2005/9/4 群馬 020
田中 郁三 群馬県 前橋市 1 2005/9/4 群馬 023
湯本 博 群馬県 沼田市 群馬奥利根連合そば会 1 2005/9/4 群馬 024
谷津 彰 群馬県 利根郡片品村 1 2005/9/4 群馬 025
小尾 るみ子 群馬県 沼田市 1 2005/9/4 群馬 027



金子 久子 群馬県 沼田市 1 2005/9/4 群馬 032
金子 笑子 群馬県 沼田市 1 2005/9/4 群馬 033
丸山 ミヨ子 群馬県 渋川市 1 2005/9/4 群馬 037
橋本 明 群馬県 藤岡市 1 2005/9/4 群馬 038
大島 壮逸郎 富山県 魚津市 1 2005/8/7 007
田中 宗岳 福井県 吉田郡松岡町 1 2005/8/7 009
阪口 順一 福井県 吉田郡永平寺町 1 2005/8/7 010
松尾 隆 富山県 中新川郡立山町 1 2005/7/17 池田 003
小杉 真也 富山県 冨山市 1 2005/7/17 池田 010
田中 加代子 福井県 鯖江市 1 2005/7/17 池田 019
若林 貞雄 富山県 冨山市 1 2005/7/17 池田 020
和田 行雄 富山県 中新川郡立山町 1 2005/7/17 池田 021
市谷 和子 富山県 冨山市 1 2005/7/17 池田 024
楠 竜也 北海道 旭川市 1 2005/7/14 幌内 001
渡辺 亜希子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2005/7/14 幌内 007
大内 公貴 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2005/7/14 幌内 009
須藤 麻衣子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2005/7/14 幌内 010
青山 彩夏 北海道 旭川市 1 2005/7/14 幌内 011
村上 真衣 北海道 旭川市 1 2005/7/14 幌内 020
山口 綾香 北海道 札幌市白石区 1 2005/7/14 幌内 021
鎌倉 未可子 北海道 旭川市 1 2005/7/14 幌内 022
能登 将夫 北海道 札幌市手稲区 1 2005/7/14 幌内 023
南 光輝 北海道 札幌市厚別区 1 2005/7/14 幌内 024
宮川 和生 北海道 旭川市 1 2005/7/14 幌内 025
東 典子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2005/7/14 幌内 026
北村 忠一 北海道 雨竜郡幌加内町 （株）北村そば製粉 1 2005/7/14 幌内 027
鷲見 和子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2005/7/14 幌内 030
瀧上 尚 北海道 紋別市 1 2005/6/12 奈江 001
成田 政実 北海道 上川郡東神楽町 1 2005/6/12 奈江 003
鈴木 文人 北海道 室蘭市 1 2005/6/12 奈江 004
向井 察光 北海道 河東郡士幌町 1 2005/6/12 奈江 005
池田 政人 北海道 旭川市 1 2005/6/12 奈江 010
陳野原 正康 北海道 登別市 1 2005/6/12 奈江 015
坂井 葉子 北海道 札幌市南区 1 2005/6/12 奈江 019
杉内 秀次 北海道 瀬棚郡今金町 1 2005/6/12 奈江 023
石山 真由美 北海道 旭川市 1 2005/6/12 奈江 024
佐藤 久美 北海道 函館市 1 2005/6/12 奈江 025
竹内 勝博 北海道 帯広市 1 2005/6/12 奈江 026
横山 外次 北海道 雨竜郡雨竜町 1 2005/6/12 奈江 027
田中 玲子 北海道 空知郡南幌町 1 2005/6/12 奈江 028
山本 英樹 北海道 名寄市 1 2005/6/12 奈江 030
山下 佳美 北海道 旭川市 1 2005/6/12 奈江 035
新崎 高行 北海道 空知郡南幌町 1 2005/6/12 奈江 039
早坂 吉次 北海道 札幌市南区 1 2005/6/12 奈江 040
二橋 照子 北海道 樺戸郡新十津川町 1 2005/6/12 奈江 043
岡部 敏幸 長野県 岡谷市 1 2005/5/22 007
片倉 美智子 長野県 岡谷市 1 2005/5/22 009
尾崎 きさ子 長野県 木曽郡南木曽町 1 2005/5/22 010
樫山 岳彦 長野県 飯田市 1 2005/5/22 012
藤森 茂樹 長野県 諏訪市 1 2005/5/22 016
藤原 ふさ江 長野県 木曽郡南木曽町 1 2005/5/22 021
牧野内 美枝子 長野県 上水内郡牟礼村 1 2005/5/22 024
各務 耐子 和歌山県 日高郡日高川町 1 2005/5/22 025
大澤 ケイ子 和歌山県 日高郡日高川町 1 2005/5/22 026
篠原 正美 茨城県 つくば市 1 2005/5/14 鵜の会 007
名取 一男 北海道 石狩市 1 2005/5/1 石狩 076
高嶋 道夫 北海道 札幌市手稲区 1 2005/5/1 石狩 078
高野 隆功 北海道 江別市 1 2005/5/1 石狩 079
佐々木 六郎 北海道 石狩市 いしかり手打ちそば同好会 1 2005/5/1 石狩 080



村松 雅光 北海道 石狩市 1 2005/5/1 石狩 083
悦田 稔 北海道 石狩市 1 2005/5/1 石狩 087
山内 雅 北海道 江別市 1 2005/5/1 石狩 091
奥山 康彦 北海道 札幌市北区 1 2005/5/1 石狩 092
高橋 修治 北海道 札幌市白石区 1 2005/5/1 石狩 095
百瀬 はるか 北海道 北広島市 1 2005/5/1 石狩 097
栃谷 圭 北海道 石狩市 1 2005/5/1 石狩 101
荘司 博俊 北海道 北広島市 1 2005/5/1 石狩 105
堀尾 カツ子 北海道 札幌市中央区 1 2005/5/1 石狩 106
西岡 孝一 北海道 磯谷郡蘭越町 1 2005/5/1 石狩 108
大野 史恵 北海道 札幌市東区 1 2005/5/1 石狩 112
小笠原 彰 北海道 岩見沢市 1 2005/5/1 石狩 117
長谷川 紀男 北海道 岩見沢市 1 2005/5/1 石狩 118
大野 重行 北海道 岩見沢市 1 2005/5/1 石狩 119
菊地 玲子 北海道 稚内市 1 2005/5/1 石狩 121
八田 匡史 北海道 石狩市 1 2005/5/1 石狩 122
大場 暁 北海道 札幌市西区 1 2005/5/1 石狩 124
加藤 一雄 北海道 小樽市 1 2005/4/30 石狩 002
大捕 緑 北海道 苫小牧市 1 2005/4/30 石狩 004
河本 尚子 北海道 旭川市 1 2005/4/30 石狩 010
近藤 光泰 北海道 札幌市豊平区 1 2005/4/30 石狩 011
内田 康道 北海道 札幌市中央区 1 2005/4/30 石狩 013
今西 規之 北海道 江別市 1 2005/4/30 石狩 014
根符 大成 北海道 瀬棚郡北檜山町 1 2005/4/30 石狩 017
小林 公夫 北海道 小樽市 1 2005/4/30 石狩 020
鈴木 直俊 北海道 苫小牧市 1 2005/4/30 石狩 022
田村 美代子 北海道 苫小牧市 1 2005/4/30 石狩 023
永渕 陽一 北海道 江別市 1 2005/4/30 石狩 032
角田 義寛 北海道 石狩市 1 2005/4/30 石狩 033
西野 誠 北海道 札幌市西区 1 2005/4/30 石狩 034
小田代 ヨシ子 北海道 札幌市豊平区 1 2005/4/30 石狩 035
藤村 省汝 北海道 苫小牧市 1 2005/4/30 石狩 041
宮尾 正信 北海道 苫小牧市 1 2005/4/30 石狩 042
村上 明 北海道 勇払郡早来町 1 2005/4/30 石狩 043
高辻 慎一 北海道 江別市 1 2005/4/30 石狩 049
六郷 隆義 北海道 苫小牧市 1 2005/4/30 石狩 057
大森 英之 北海道 久遠郡せたな町 1 2005/4/30 石狩 064
佐竹 武也 栃木県 那須塩原市 1 2005/3/19 002
斉藤 吉則 福島県 福島市 1 2005/3/19 005
高橋 善樹 新潟県 新潟市 1 2005/3/19 007
渡部 仁 福島県 南会津郡南会津町 1 2005/3/19 009
大河 峯夫 福島県 郡山市 1 2005/3/19 011
秦 重陽 福島県 河沼郡河東町 1 2005/3/19 014
斎藤 充 福島県 河沼郡会津坂下町 1 2005/3/19 028
根本 永二 福島県 いわき市 1 2005/3/19 029
根本 正明 福島県 いわき市 1 2005/3/19 033
松井 優歩 長野県 上伊那郡高遠町 1 2005/2/27 001
北原 有希 長野県 上伊那郡高遠町 1 2005/2/27 002
内藤 春子 長野県 北佐久郡軽井沢町 1 2005/2/27 003
松倉 渉 長野県 小諸市 1 2005/2/27 005
千葉 操 長野県 北佐久郡軽井沢町 1 2005/2/27 006
松村 直子 長野県 上伊那郡長谷村 1 2005/2/27 007
田中 忞 富山県 中新川郡上市町 1 2005/2/27 009
中沢 明洋 長野県 長野市 1 2005/2/27 010
翁 俊夫 富山県 中新川郡立山町 1 2005/2/27 016
島野 俊之 富山県 富山市 1 2005/2/27 017
竹入 俊男 長野県 上伊那郡辰野町 1 2005/2/27 018
北沢 善克 長野県 下伊那郡高森町 1 2005/2/27 019
翁 久美子 富山県 中新川郡立山町 1 2005/2/27 024



藤澤 一美 富山県 中新川郡上市町 1 2005/2/27 025
仁平 邦夫 茨城県 西茨城郡友部町 1 2005/2/19 006
相川 スミ子 茨城県 常陸大宮市 1 2005/2/19 018
緑川 忠夫 福島県 白河市 1 2005/2/19 020
前田 芳子 東京都 練馬区 1 2005/2/19 021
桜井 武 埼玉県 さいたま市浦和区 1 2005/1/23 埼玉 005
吉岡 高志 東京都 大田区 1 2005/1/23 埼玉 022
馬場 祥行 東京都 府中市 1 2005/1/23 埼玉 028
今井 浄一 栃木県 鹿沼市 1 2005/1/23 埼玉 029
藤木 顕範 埼玉県 所沢市 1 2005/1/23 埼玉 031
中川 陽児 東京都 港区 1 2005/1/23 埼玉 034
吉田 龍夫 埼玉県 さいたま市中央区 1 2005/1/23 埼玉 037
小島 泰義 東京都 国立市 1 2005/1/23 埼玉 038
熊谷 勲 長野県 飯田市 1 2004/12/5 003
新井 浩三 愛知県 瀬戸市 1 2004/12/5 004
三浦 和代 愛知県 岡崎市 1 2004/12/5 006
高林 篤 静岡県 浜北市 1 2004/12/5 012
山下 一男 岐阜県 高山市 1 2004/12/5 015
新美 のぶ子 愛知県 知多郡東浦町 1 2004/12/5 017
山下 妙子 静岡県 磐田郡豊岡村 1 2004/12/5 018
横沢 文男 静岡県 浜松市東区 1 2004/12/5 022
澤島 謙司 岐阜県 不破郡垂井町 特別個人会員 1 2004/12/5 027
近江 レイ子 愛知県 豊田市 1 2004/12/5 030
三浦 康孝 長野県 下伊那郡高森町 1 2004/12/5 032
阿部 温子 愛知県 刈谷市 1 2004/12/5 036
安部 国雄 福島県 東白川郡塙町 1 2004/12/4 001
佐藤 春夫 栃木県 真岡市 1 2004/12/4 008
中村 忠昭 栃木県 宇都宮市 1 2004/12/4 015
藤田 一 栃木県 真岡市 1 2004/12/4 019
阪本 滋教 兵庫県 西宮市 1 2004/11/14 三田 042
金藤 政子 広島県 比婆郡東城町 1 2004/11/14 三田 062
槌間 光子 大阪府 寝屋川市 1 2004/11/14 三田 063
山崎 淳子 三重県 四日市市 1 2004/11/14 三田 066
野呂 正吉 三重県 三重郡菰野町 1 2004/11/14 三田 068
平井 信興 三重県 四日市市 1 2004/11/14 三田 070
名越 光子 広島県 比婆郡東城町 1 2004/11/14 三田 073
辻本 淳三 大阪府 和泉市 1 2004/11/14 三田 075
山上 尚史 三重県 桑名郡長島町 1 2004/11/14 三田 083
河野 共榮 兵庫県 宝塚市 1 2004/11/13 三田 003
山村 昭一 大阪府 大阪市西区 1 2004/11/13 三田 011
濱田 万紀子 兵庫県 西宮市 1 2004/11/13 三田 012
緒方 勝助 大阪府 交野市 1 2004/11/13 三田 016
中川 喜樹 大阪府 大阪市住之江区 1 2004/11/13 三田 017
松本 千鶴 大阪府 大阪市東成区 1 2004/11/13 三田 020
中山 妙子 兵庫県 宝塚市 1 2004/11/13 三田 025
加藤 宏 大阪府 羽曳野市 1 2004/11/13 三田 027
渋谷 勝正 大阪府 南河内郡美原町 1 2004/11/13 三田 033
安間 重明 大阪府 大阪市浪速区 1 2004/11/13 三田 041
益子 孝徳 茨城県 久慈郡大子町 1 2004/11/1 003
篠崎 和子 栃木県 真岡市 1 2004/11/1 009
馬場 義仁 栃木県 矢板市 1 2004/11/1 011
茂木 三夫 栃木県 足利市 1 2004/11/1 015
竹本 八郎 東京都 世田谷区 1 2004/11/1 017
栃木 正司 栃木県 栃木市 1 2004/11/1 023
榊 一行 茨城県 常陸太田市 1 2004/11/1 026
駒木根 稔 福島県 いわき市 1 2004/11/1 029
中島 喜一 福島県 いわき市 1 2004/11/1 031
鈴木 一利 福島県 郡山市 1 2004/11/1 032
小俣 浩一 神奈川県 相模原市 1 2004/11/1 035



小山 洋一 長野県 更埴市 1 2004/10/31 006
高田 有子 長野県 南安曇郡穂高町 1 2004/10/31 009
高山 和卓 長野県 松本市 1 2004/10/31 012
森崎 美智代 富山県 中新川郡舟橋村 1 2004/10/31 019
三谷 馨 北海道 留萌市 1 2004/10/17 001
堀川 友恵 北海道 苫小牧市 1 2004/10/17 004
貝沼 宏幸 北海道 空知郡上砂川町 1 2004/10/17 008
本田 京子 北海道 樺戸郡新十津川町 1 2004/10/17 017
貝沼 桂子 北海道 空知郡上砂川町 1 2004/10/17 022
清河 馨 北海道 上川郡東神楽町 1 2004/10/17 026
中村 和一 北海道 稚内市 1 2004/10/17 027
大内 兆春 北海道 空知郡上砂川町 1 2004/10/17 030
石川 義昭 北海道 苫小牧市 1 2004/10/17 032
与田 博美 北海道 空知郡上砂川町 1 2004/10/17 036
永嶋 房枝 北海道 樺戸郡新十津川町 1 2004/10/17 038
新井田 純一郎 北海道 恵庭市 1 2004/10/17 042
若林 鷹夫 北海道 恵庭市 1 2004/10/17 043
竹越 牧夫 北海道 砂川市 1 2004/10/17 044
青木 弘美 北海道 恵庭市 1 2004/10/17 053
長谷川 範一 福井県 吉田郡永平寺町 1 2004/9/25 001
宮川 隆 富山県 婦負郡八尾町 1 2004/9/25 013
松田 芳一 滋賀県 大津市 1 2004/9/25 021
村上 良一 福井県 坂井郡三国町 1 2004/9/25 024
高田 栄子 富山県 中新川郡舟橋村 1 2004/9/25 025
石田 照美 富山県 中新川郡立山町 1 2004/9/25 026
村上 清光 富山県 中新川郡立山町 1 2004/9/25 031
東保 芳伸 富山県 滑川市 1 2004/9/25 034
宮地 修 岐阜県 瑞浪市 1 2004/9/12 004
藤原 美千代 富山県 中新川郡上市町 1 2004/9/12 011
西田 輝雄 富山県 中新川郡上市町 1 2004/9/12 017
恩田 敬三 東京都 江戸川区 1 2004/9/11 001
梶山 としこ 東京都 文京区 1 2004/9/11 006
水島 敏三 千葉県 市川市 江戸流手打ちそば　鵜蕎の会 1 2004/9/11 007
大石 正憲 東京都 大田区 1 2004/9/11 010
森 寿雄 東京都 江戸川区 1 2004/9/11 011
吉田 弘一 東京都 小金井市 1 2004/9/11 012
正津 勇 北海道 室蘭市 1 2004/9/5 001
小林 侑樹 北海道 旭川市 1 2004/9/5 002
清河 正博 北海道 上川郡東神楽町 1 2004/9/5 004
佐藤 久江 北海道 苫小牧市 1 2004/9/5 006
佐藤 昇 北海道 河東郡音更町 1 2004/9/5 008
林田 安弘 北海道 札幌市手稲区 1 2004/9/5 015
小野寺 由美 宮城県 塩釜市 1 2004/9/5 023
武井 勝子 北海道 札幌市北区 1 2004/9/5 026
福森 則男 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/9/5 027
荻田 英樹 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/9/5 028
吉田 隆 北海道 札幌市中央区 1 2004/9/5 035
伊藤 慎也 北海道 函館市 1 2004/9/5 036
伊藤 武夫 北海道 斜里郡斜里町 1 2004/9/5 039
木村 捷喜 北海道 札幌市北区 1 2004/9/5 049
渡辺 久美子 北海道 増毛郡増毛町 1 2004/9/5 054
吉田 宇男 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1822
白土 トキ子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1826
上野 有喜 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1828
奥谷 真知子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1829
石川 理加 北海道 札幌市東区 1 2004/7/21 1832
稲見 昌彦 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1833
江口 千尋 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1834
中村 佳祐 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1835



目黒 昭代 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1836
馬場 理沙 北海道 札幌市西区 1 2004/7/21 1837
及川 拓也 北海道 札幌市清田区 1 2004/7/21 1838
鈴木 哲也 北海道 札幌市西区 1 2004/7/21 1839
原田 悠介 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1840
久保 拓也 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1843
溝口 和香奈 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1844
山内 恭平 北海道 札幌市清田区 1 2004/7/21 1852
井上 和哉 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1854
安藤 次郎 北海道 札幌市北区 1 2004/7/21 1855
蔵前 拓海 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1856
新居 春奈 北海道 旭川市 1 2004/7/21 1858
嶋木 勉 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1859
阿部 善史 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1860
渡部 雄太 北海道 札幌市手稲区 1 2004/7/21 1861
小林 紀子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2004/7/21 1863
湊屋 恵子 北海道 札幌市手稲区 1 2004/7/21 1865
大家 敏明 北海道 札幌市手稲区 1 2004/7/18 1736
本間 雅貴 北海道 旭川市 1 2004/7/18 1737
佐藤 清二 北海道 上川郡剣淵町 1 2004/7/18 1738
薄 清 北海道 上川郡当麻町 1 2004/7/18 1740
小野 好造 北海道 紋別郡湧別町 1 2004/7/18 1745
宮嶋 由季 岐阜県 各務原市 1 2004/7/18 1751
村上 友安 北海道 上川郡東神楽町 1 2004/7/18 1754
野田 義行 北海道 網走郡津別町 1 2004/7/18 1755
川辺 富子 北海道 苫小牧市 1 2004/7/18 1759
森田 顕悦 北海道 帯広市 1 2004/7/18 1762
及川 朋子 北海道 石狩市 1 2004/7/18 1763
勇内山 育子 北海道 札幌市手稲区 1 2004/7/18 1764
小田原 要 北海道 釧路市 1 2004/7/18 1767
白鳥 雅剛 北海道 旭川市 1 2004/7/18 1769
吉田 賢司 北海道 札幌市白石区 1 2004/7/18 1778
森田 瑞令 北海道 室蘭市 1 2004/7/18 1781
藤田 亜子 北海道 苫小牧市 1 2004/7/18 1785
谷山 宏 北海道 室蘭市 1 2004/7/18 1789
宮下 保之 北海道 紋別市 1 2004/7/18 1794
下野 園江 北海道 登別市 1 2004/7/18 1801
辻 俊輔 北海道 根室市 1 2004/7/18 1803
畠山 輝記 北海道 北見市 1 2004/7/18 1804
西村 豊彦 北海道 旭川市 1 2004/7/18 1815
太田 隆義 北海道 登別市 1 2004/7/18 1816
宮松 美恵子 北海道 石狩市 1 2004/7/18 1818
藪越 賢二 石川県 鳳至郡穴水町 1 2004/6/13 1724
橋本 作蔵 石川県 鳳至郡穴水町 1 2004/6/13 1725
鈴木 康男 岐阜県 東加茂郡下山村 1 2004/6/13 1728
南部 正二 福井県 吉田郡上志比村 1 2004/6/13 1729
金澤 貴樹 愛知県 豊田市 1 2004/6/13 1730
等々力 亜衣 長野県 下伊那郡阿智村 1 2004/5/30 1712
下田 恵実 長野県 下伊那郡阿智村 1 2004/5/30 1713
木下 真美 長野県 飯田市 1 2004/5/30 1714
鈴木 綾乃 長野県 飯田市 1 2004/5/30 1715
玉置 恵美子 長野県 飯田市 1 2004/5/30 1716
山楯 詩織 長野県 下伊那郡喬木村 1 2004/5/30 1717
松村 由佳子 長野県 飯田市 1 2004/5/30 1718
村沢 幸江 長野県 飯田市 1 2004/5/30 1719
竹前 雅夫 長野県 飯田市 1 2004/5/30 1723
島田 暁美 東京都 大田区 1 2004/5/22 007
佐藤 淳一 千葉県 市川市 1 2004/5/22 008
大関 幸栄 福島県 会津若松市 1 2004/3/20 1662



小林 才子 福島県 郡山市 1 2004/3/20 1665
山内 幸雄 福島県 大沼郡会津美里町 1 2004/3/20 1666
藁谷 勲 福島県 いわき市 1 2004/3/20 1676
渡部 浩治 福島県 南会津郡南会津町 1 2004/3/20 1679
高橋 ツヤ 福島県 耶麻郡山都町 1 2004/3/20 1683
田子 明 福島県 いわき市 1 2004/3/20 1687
島 敏夫 東京都 北区 1 2004/3/20 1688
渡部 匡 福島県 耶麻郡塩川町 1 2004/3/20 1693
松本 照子 栃木県 大田原市 1 2004/2/21 1625
鯉渕 幸治 茨城県 水戸市 1 2004/2/21 1635
石井 秀博 宮城県 亘理郡亘理町 1 2004/2/21 1638
峯島 一成 茨城県 那珂市 1 2004/2/21 1644
高橋 忠 福島県 福島市 1 2004/2/21 1650
倉 七郎 東京都 葛飾区 1 2004/2/21 1651
澤田 麻未 茨城県 久慈郡里見村 1 2004/2/21 1654
見村 聖一 茨城県 つくば市 1 2004/2/21 1655
菊池 徳次 茨城県 常陸大宮市 1 2004/2/21 1658
松浦 豊 岐阜県 土岐市 1 2003/12/7 1596
浅野 千恵子 愛知県 名古屋市西区 1 2003/12/7 1597
橋爪 徳 長野県 飯田市 1 2003/12/7 1599
松山 和彦 愛知県 新城市 1 2003/12/7 1602
伊藤 忍 愛知県 春日井市 1 2003/12/7 1605
坂下 芳子 愛知県 知多郡東浦町 1 2003/12/7 1606
星野 康子 愛知県 豊田市 1 2003/12/7 1608
水野 佐智子 愛知県 知多郡東浦町 1 2003/12/7 1610
長谷 祐児 愛知県 名古屋市昭和区 1 2003/12/7 1611
中島 芳徳 愛知県 瀬戸市 1 2003/12/7 1612
白井 康雄 愛知県 岡崎市 1 2003/12/7 1613
小出 厚司 愛知県 名古屋市北区 1 2003/12/7 1615
細田 暁 愛知県 愛知郡長久手町 1 2003/12/7 1617
嶺山 秋夫 愛知県 春日井市 1 2003/12/7 1618
水野 大二郎 愛知県 豊田市 1 2003/12/7 1621
中野 徳一 静岡県 浜松市天竜区 1 2003/12/7 1622
井吹 晋 東京都 千代田区 1 2003/12/6 1576
北野 輝希 茨城県 西茨城郡友部町 1 2003/12/6 1578
三森 靜治 栃木県 大田原市 1 2003/12/6 1579
佐藤 勝夫 山形県 寒河江市 1 2003/12/6 1592
秋山 季久雄 大阪府 枚方市 1 2003/11/22 1517
太田 正憲 兵庫県 神戸市東灘区 1 2003/11/22 1519
嶋田 勝夫 兵庫県 神戸市灘区 1 2003/11/22 1522
北川 昌昭 岡山県 備前市 1 2003/11/22 1530
小田 一茂 大阪府 堺市 1 2003/11/22 1544
菊地 孝江 大阪府 堺市 1 2003/11/22 1545
楠山 精彦 大阪府 富田林市 1 2003/11/22 1546
中江 美春 三重県 多気郡宮川村 1 2003/11/22 1550
長沼 清美 大阪府 東大阪市 1 2003/11/22 1556
西川 弘祐 大阪府 堺市南区 1 2003/11/22 1559
西口 泰司 大阪府 堺市北区 1 2003/11/22 1560
三谷 朋子 奈良県 北葛城郡上牧町 1 2003/11/22 1562
奥村 昭 大阪府 寝屋川市 1 2003/11/22 1565
山村 光臣 大阪府 三島郡島本町 1 2003/11/22 1568
梁 晴美 大阪府 大阪市住吉区 1 2003/11/22 1570
前北 翔秀 奈良県 高市郡明日香村 1 2003/11/22 1572
八重樫 宣光 茨城県 土浦市 1 2003/11/1 1465
小川 正義 茨城県 常陸太田市 1 2003/11/1 1466
加藤 芳満 福島県 耶麻郡磐梯町 1 2003/11/1 1469
矢内 智之 福島県 石川郡浅川町 会津磐梯そば道場 1 2003/11/1 1470
酒井 一男 茨城県 新治郡新治村 1 2003/11/1 1477
高橋 建爾 栃木県 宇都宮市 1 2003/11/1 1481



椎名 麻寿美 茨城県 久慈郡水府村 1 2003/11/1 1482
山田 令子 群馬県 沼田市 1 2003/11/1 1490
和氣 功宇 栃木県 矢板市 1 2003/11/1 1494
手塚 勝由 栃木県 塩谷郡氏家町 1 2003/11/1 1496
猪股 健夫 栃木県 宇都宮市 1 2003/11/1 1497
井原 美智子 長野県 下伊那郡阿智村 1 2003/10/25 1453
西村 友宏 埼玉県 鶴ヶ島市 1 2003/10/25 1463
村上 陽三 富山県 中新川郡上市町 1 2003/9/27 1421
高田 雄治 東京都 文京区 1 2003/9/27 1422
宝井 琴梅 東京都 荒川区 1 2003/9/27 1426
布施 伊佐美 東京都 港区 1 2003/9/27 1431
野越 栄吉 富山県 中新川郡舟橋村 1 2003/9/27 1449
山田 敬子 東京都 世田谷区 1 2003/9/13 1418
大日向 淳一 北海道 稚内市 1 2003/7/27 1357
平良 友美 北海道 稚内市 1 2003/7/27 1358
許士 裕恭 北海道 稚内市 1 2003/7/27 1361
下山 貴人 北海道 苫小牧市 1 2003/7/27 1378
高橋 洋記 北海道 稚内市 1 2003/7/27 1380
伊藤 拾 北海道 余市郡余市町 1 2003/7/27 1383
児玉 伸明 北海道 石狩市 1 2003/7/27 1385
佐々木 久 北海道 石狩市 1 2003/7/27 1386
高橋 輝一郎 北海道 石狩市 1 2003/7/27 1387
佐藤 あかね 北海道 増毛郡増毛町 1 2003/7/27 1390
坂田 義男 北海道 旭川市 1 2003/7/27 1392
越智 文子 北海道 紋別郡湧別町 1 2003/7/27 1397
佐藤 輝和 北海道 石狩市 1 2003/7/27 1398
栁崎 昭裕 北海道 札幌市西区 1 2003/7/27 1401
池田 安美子 北海道 札幌市南区 1 2003/7/27 1403
濱崎 茂敏 福岡県 福岡市西区 1 2003/7/27 1404
小林 三樹雄 北海道 旭川市 1 2003/7/27 1408
佐藤 光彦 北海道 札幌市豊平区 1 2003/7/26 1262
五十嵐 謙一 北海道 札幌市白石区 1 2003/7/26 1263
川合 憲明 北海道 札幌市豊平区 1 2003/7/26 1265
石井 賢治 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2003/7/26 1266
宍戸 清子 北海道 斜里郡清里町 1 2003/7/26 1269
岩上 美代子 北海道 樺戸郡新十津川町 1 2003/7/26 1270
渡辺 正男 北海道 河西郡更別村 1 2003/7/26 1277
小林 康人 北海道 札幌市中央区 1 2003/7/26 1279
齋藤 雅 北海道 札幌市白石区 1 2003/7/26 1281
熊野 康隆 北海道 札幌市清田区 1 2003/7/26 1282
栗原 敏幸 北海道 苫小牧市 1 2003/7/26 1285
佐藤 誠 北海道 斜里郡斜里町 1 2003/7/26 1287
長谷川 光男 北海道 上川郡愛別町 1 2003/7/26 1291
石田 和宏 北海道 恵庭市 1 2003/7/26 1294
加藤 和夫 北海道 上川郡剣淵町 1 2003/7/26 1297
佐々木 昭三 北海道 上川郡剣淵町 1 2003/7/26 1298
宗形 憲樹 北海道 札幌市中央区 1 2003/7/26 1299
佐々木 幸徳 北海道 苫小牧市 1 2003/7/26 1303
佐藤 正孝 北海道 苫小牧市 1 2003/7/26 1304
渡辺 愛 北海道 滝川市 1 2003/7/26 1305
伊藤 義隆 北海道 砂川市 奈井江手打ちそば道光会 1 2003/7/26 1306
沼田 幸夫 北海道 上川郡愛別町 1 2003/7/26 1308
阿部 勝之 北海道 苫前郡羽幌町 1 2003/7/26 1310
浅野 麻衣子 北海道 札幌市北区 1 2003/7/26 1311
斉藤 瞳 北海道 旭川市 1 2003/7/26 1312
重田 美奈子 北海道 旭川市 1 2003/7/26 1313
新井 秀二 北海道 釧路市 1 2003/7/26 1317
黒川 宏光 北海道 釧路市 1 2003/7/26 1318
田中 和稀 北海道 虻田郡京極町 1 2003/7/26 1322



細川 光憲 北海道 北広島市 1 2003/7/26 1324
片岡 秀樹 北海道 苫小牧市 1 2003/7/26 1326
冨田 浩之 北海道 千歳市 1 2003/7/26 1327
柳本 俊美 北海道 千歳市 1 2003/7/26 1328
船水 みさ子 北海道 増毛郡増毛町 1 2003/7/26 1330
阿左見 直昭 北海道 根室市 1 2003/7/26 1332
橋本 義一 北海道 天塩郡幌延町 1 2003/7/26 1334
長田 公二 北海道 函館市 1 2003/7/26 1336
川合 修 北海道 小樽市 おたる手打ちそば同好会 1 2003/7/26 1337
南 むつ子 北海道 札幌市北区 1 2003/7/26 1342
南 澄子 北海道 札幌市厚別区 1 2003/7/26 1343
水野 早重 北海道 苫小牧市 1 2003/7/26 1345
須藤 光治 北海道 亀田郡七飯町 1 2003/7/26 1346
大和田 照夫 北海道 広尾郡忠類村 1 2003/7/26 1348
横山 嘉幸 北海道 札幌市清田区 1 2003/7/26 1351
相馬 豊 北海道 札幌市清田区 1 2003/7/26 1353
橋本 明彦 北海道 札幌市西区 1 2003/7/26 1355
中村 栄美 福井県 福井市 1 2003/6/15
中田 信一 石川県 金沢市 1 2003/6/15
森永 ゑみ子 福井県 福井市 1 2003/6/15
稲垣 光昌 愛知県 名古屋市名東区 1 2003/6/15
松田 静恵 福井県 大野市 1 2003/6/15
清水 國雄 茨城県 那珂郡東海村 1 2003/2/22 1084
根岸 利明 東京都 北区 1 2003/2/22 1094
篠原 裕美 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1050
山下 美由紀 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1054
吉岡 今朝一 長野県 下伊那郡喬木村 1 2003/2/16 1058
高橋 充 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1059
内山 まゆみ 長野県 下伊那郡高森町 1 2003/2/16 1060
春日 和子 長野県 岡谷市 1 2003/2/16 1063
倉澤 麻由美 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1066
神谷 邦子 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1067
中島 博子 長野県 岡谷市 1 2003/2/16 1068
林 めぐみ 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1070
羽生 美津子 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1071
菅沼 浩一 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1072
原 一 長野県 下伊那郡喬木村 1 2003/2/16 1075
茂手木 純 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1076
橋爪 登 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1077
平沢 妙子 長野県 下伊那郡喬木村 1 2003/2/16 1079
小笠原 士郎 長野県 飯田市 1 2003/2/16 1081
林 勤 愛知県 稲沢市 1 2002/12/1 1033
櫻井 美津子 静岡県 浜松市 1 2002/12/1 1034
坂井 エミ子 静岡県 袋井市 1 2002/12/1 1036
安藤 洋治 愛知県 岡崎市 1 2002/12/1 1038
岡部 昭司 静岡県 浜北市浜北区 1 2002/12/1 1042
中村 守 静岡県 浜松市 1 2002/12/1 1045
岡田 恭典 岐阜県 多治見市 1 2002/12/1 1047
滝 清子 宮城県 土浦市 1 2002/11/30 1023
布施 兵助 山形県 西置賜郡白鷹町 1 2002/11/30 1024
宮本 武史 神奈川県 大和市 1 2002/11/30 1027
箱崎 実千代 兵庫県 神戸市北区 1 2002/11/23 980
清水 一三 兵庫県 三木市 1 2002/11/23 984
入江 康之 兵庫県 神戸市北区 1 2002/11/23 987
金子 久江 兵庫県 尼崎市 1 2002/11/23 992
家吉 和治 大阪府 寝屋川市 1 2002/11/23 999
山西 輝和 大阪府 和泉市 1 2002/11/23 1002
尾上 敏満 兵庫県 姫路市 1 2002/11/23 1006
小西 功勝 大阪府 堺市堺区 1 2002/11/23 1008



吉田 淳 奈良県 生駒市 1 2002/11/23 1010
森岡 愼一 宮崎県 宮崎市 1 2002/11/16 968
香口 和哉 広島県 山県郡豊平町 1 2002/11/16 970
信砂 英晴 広島県 山県郡豊平町 1 2002/11/16 972
興梠 とみ子 広島県 広島市西区 1 2002/11/16 973
一色 祐司 山口県 岩国市 1 2002/11/16 974
生田 秀昭 広島県 世羅郡甲山町 1 2002/11/16 976
藪 春江 広島県 山県郡豊平町 1 2002/11/16 978
井上 長次郎 埼玉県 北埼玉郡騎西町 1 2002/11/1 940
福田 茂 栃木県 宇都宮市 1 2002/11/1 941
塙 健治 茨城県 新治郡新治村 1 2002/11/1 948
林 昭彦 栃木県 宇都宮市 1 2002/11/1 949
都鹿野 晴夫 茨城県 古河市 1 2002/11/1 963
竹島 秀浩 長野県 諏訪郡下諏訪町 1 2002/10/27 886
鵜野 育雄 北海道 雨竜郡沼田町 1 2002/10/27 896
久本 博美 北海道 雨竜郡沼田町 1 2002/10/27 898
海老名 広之 北海道 紋別市 1 2002/10/27 899
山田 義弘 北海道 斜里郡清里町 1 2002/10/27 902
増子 光次 北海道 岩見沢市 1 2002/10/27 908
生沼 篤司 北海道 雨竜郡沼田町 1 2002/10/27 909
大橋 信一 北海道 雨竜郡沼田町 1 2002/10/27 910
吉井 昭一 北海道 雨竜郡沼田町 1 2002/10/27 911
酒井 省三 北海道 網走郡美幌町 1 2002/10/27 912
備中 保 北海道 桧山郡上ノ国町 1 2002/10/27 923
太田 義明 北海道 苫小牧市 1 2002/10/27 929
大西 美直 北海道 増毛郡増毛町 1 2002/10/26 823
三宅 俊秀 北海道 留萌市 1 2002/10/26 824
野地 由恵 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2002/10/26 826
清野 由美子 北海道 上川郡当麻町 1 2002/10/26 827
遠藤 望 北海道 中川郡美深町 1 2002/10/26 829
正木 正一 北海道 札幌市清田区 1 2002/10/26 830
吉田 均 北海道 釧路市 1 2002/10/26 834
干場 晶子 北海道 増毛郡増毛町 1 2002/10/26 835
岡 隆司 北海道 旭川市 1 2002/10/26 849
前田 千鶴子 北海道 苫前郡羽幌町 1 2002/10/26 851
小畑 弥広 北海道 留萌市 1 2002/10/26 857
藤丸 和久 北海道 千歳市 1 2002/10/26 867
鈴木 淳子 北海道 上川郡当麻町 1 2002/10/26 873
竹内 政勝 北海道 苫前郡羽幌町 1 2002/10/26 874
阿部 守男 北海道 士別市 1 2002/10/26 876
垂石 真太郎 福井県 鯖江市 1 2002/9/28 800
深谷 博孝 福井県 福井市 1 2002/9/28 801
高島 博 福井県 鯖江市 1 2002/9/28 802
池田 多賀恒 福井県 鯖江市 1 2002/9/28 805
垂石 義秀 福井県 鯖江市 1 2002/9/28 807
金子 宏祥 福井県 坂井市 1 2002/9/28 812
道木 源士 福井県 坂井市 1 2002/9/28 813
前田 典子 福井県 福井市 1 2002/9/28 820
大田原 孝雄 栃木県 黒磯市 1 2002/9/14 755
高川 憲之 福島県 西白河郡西郷村 1 2002/9/14 775
佐藤 栄雄 福島県 耶麻郡磐梯町 1 2002/9/14 778
臼井 教子 福島県 会津若松市 1 2002/9/14 779
天野 光明 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 1 2002/9/14 782
田巻 建治 福島県 耶麻郡磐梯町 1 2002/9/14 791
白井 信子 福井県 福井市 1 2002/6/16
鈴木 弘美 岐阜県 東加茂郡下山村 1 2002/6/16
相馬 要子 福井県 福井市 1 2002/6/16
福山 佳之 福井県 福井市 1 2002/6/16
南部 美英子 福井県 福井市 1 2002/6/16



高久 久夫 栃木県 宇都宮市 1 2002/2/17 729
萩野谷 一成 茨城県 那珂市 1 2002/2/17 730
増子 典子 茨城県 久慈郡大子町 1 2002/2/17 734
小澤 日出夫 東京都 練馬区 1 2002/2/17 737
小林 弘児 茨城県 結城市 1 2002/2/17 741
沖津 美貴子 山形県 寒河江市 1 2002/2/17 742
土田 孝徳 茨城県 つくばみらい市 1 2002/2/17 746
花岡 比佐志 長野県 岡谷市 1 2002/1/27 689
小林 伸 長野県 飯田市 1 2002/1/27 691
桶谷 一成 奈良県 宇陀郡泰原町 1 2002/1/27 698
尾曾 文衣 長野県 飯田市 1 2002/1/27 701
鳴沢 さち 長野県 下伊那郡南信濃村 1 2002/1/27 703
中山 憲司 静岡県 浜松市 1 2002/1/27 705
安井 雄三 愛知県 知立市 1 2002/1/27 710
牧野 正廸 愛知県 新城市 1 2002/1/27 711
松下 里美 長野県 飯田市 1 2002/1/27 713
西村 美穂 長野県 上伊那郡高遠町 1 2002/1/27 714
中山 正晴 長野県 飯田市 1 2002/1/27 717
竹村 里奈 長野県 下伊那郡松川町 1 2002/1/27 718
野村 理沙 長野県 飯田市 1 2002/1/27 719
堀田 愛子 長野県 下伊那郡高森町 1 2002/1/27 720
長沼 晴美 長野県 飯田市 1 2002/1/27 721
高木 久夫 長野県 飯田市 1 2001/12/9 673
熊崎 隆雄 長野県 飯田市 1 2001/12/9 678
宮沢 繁之 長野県 下伊那郡高森町 1 2001/12/9 679
井口 大輔 愛知県 愛知郡長久手町 1 2001/12/9 685
寺澤 正孝 東京都 新宿区 1 2001/12/8 642
田中 勝治 埼玉県 大里郡江南町 1 2001/12/8 647
水越 小二郎 埼玉県 さいたま市中央区 1 2001/12/8 648
増田 潔 東京都 江東区 1 2001/12/8 649
野本 徳市 埼玉県 さいたま市桜区 1 2001/12/8 650
上村 伸一 埼玉県 さいたま市大宮区 1 2001/12/8 657
佐山 泰祐 埼玉県 加須市 1 2001/12/8 659
毎木 丈夫 東京都 小金井市 1 2001/12/8 663
田頭 賢一 兵庫県 川西市 1 2001/11/23 607
南浦 伸光 大阪府 河内長野市 1 2001/11/23 619
澤野 秀人 大阪府 富田林市 1 2001/11/23 622
椎村 賢哉 兵庫県 西宮市 1 2001/11/23 623
末福 博 兵庫県 三木市 1 2001/11/23 624
谷崎 吉秀 大阪府 河内長野市 1 2001/11/23 626
堤 博 大阪府 堺市南区 1 2001/11/23 627
堀田 昌弘 大阪府 豊能郡豊能町 1 2001/11/23 629
四元 良二 大阪府 高石市 1 2001/11/23 631
稲本 義彦 大阪府 河内長野市 1 2001/11/23 633
加藤 裕子 大阪府 池田市 1 2001/11/23 634
黒川 一美 滋賀県 甲賀郡甲南町 1 2001/11/23 639
谷尾 勝 広島県 広島市安佐北区 1 2001/11/17 583
入船 泰子 広島県 廿日市市 1 2001/11/17 584
田中 稔 広島県 広島市安佐北区 1 2001/11/17 586
海野 勝彦 広島県 広島市安佐南区 1 2001/11/17 587
山崎 孝則 広島県 山県郡豊平町 1 2001/11/17 591
大冶 雄二 広島県 山県郡豊平町 1 2001/11/17 592
桑原 保 東京都 練馬区 1 2001/11/17 595
木村 和彦 神奈川県 横浜市栄区 1 2001/11/17 601
古宇田 京子 茨城県 石岡市 1 2001/11/4 565
山口 義雄 福島県 郡山市 1 2001/11/4 571
武井 ケサエ 長野県 諏訪郡下諏訪町 1 2001/11/3 550
三上 力 東京都 世田谷区 1 2001/11/3 551
仙洞田 克巳 千葉県 千葉市中央区 1 2001/11/3 552



桐原 和夫 長野県 東筑摩郡山形村 1 2001/11/3 553
大池 玲子 長野県 上伊那郡辰野町 1 2001/11/3 556
小松 幸男 長野県 塩尻市 1 2001/11/3 558
田島 茂 北海道 美唄市 1 2001/10/21 493
小林 和樹 北海道 札幌市白石区 1 2001/10/21 503
高橋 真紀 北海道 札幌市手稲区 1 2001/10/21 504
花井 大樹 北海道 札幌市手稲区 1 2001/10/21 506
石井 貴章 北海道 深川市 1 2001/10/21 507
佐藤 エミ子 北海道 札幌市清田区 1 2001/10/21 518
武田 三雄 北海道 帯広市 1 2001/10/21 519
春名 勉 北海道 稚内市 1 2001/10/21 531
船水 則幸 北海道 増毛郡増毛町 1 2001/10/21 532
豊田 敏巳 北海道 増毛郡増毛町 1 2001/10/21 534
明澤 正樹 北海道 留萌市 1 2001/10/21 535
伊東 文子 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2001/10/21 542
島田 健 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2001/10/21 546
平田 日出男 北海道 苫前郡苫前町 1 2001/9/1 466
岸本 后平 北海道 札幌市手稲区 1 2001/9/1 468
出会 勇治 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2001/9/1 477
大西 義郎 北海道 増毛郡増毛町 1 2001/9/1 485
横田 美代子 福井県 福井市 1 2001/6/17
伊藤 勲 福井県 坂井市 1 2001/6/17
梅田 敏子 福井県 福井市 1 2001/6/17
次井 一男 愛知県 東加茂郡下山村 1 2001/6/17
大嶋 隆 福井県 坂井市 1 2001/6/17
岸 眞由美 大阪府 河内長野市 1 2000/11/23 426
関 健一 大阪府 茨木市 1 2000/11/23 434
寺崎 君代 奈良県 奈良市 1 2000/11/23 440
小森 達夫 岡山県 赤磐郡熊山町 1 2000/11/23 449
黒田 洋子 大阪府 富田林市 1 2000/11/23 457
竿本 明子 大阪府 大阪市東住吉区 1 2000/11/23 458
山口 有造 東京都 町田市 1 2000/11/18 413
会田 茂 東京都 杉並区 1 2000/11/18 415
田中 和子 東京都 杉並区 1 2000/11/18 417
岡崎 信孝 東京都 府中市 1 2000/11/18 419
湯浅 好一 東京都 江戸川区 1 2000/11/18 420
藤木 すず 長野県 駒ヶ根市 1 2000/11/12 397
小原 智子 長野県 駒ヶ根市 1 2000/11/12 398
中坪 勝子 長野県 駒ヶ根市 1 2000/11/12 399
阿部 誠 長野県 上伊那郡飯島町 1 2000/11/12 400
小山 実智江 長野県 大町市 1 2000/11/12 405
小山 守彦 長野県 大町市 特別個人会員 1 2000/11/12 406
上沼 清一 長野県 下伊那郡高森町 1 2000/11/12 407
渡辺 隆之 長野県 松本市 1 2000/10/29 383
村西 久雄 大阪府 寝屋川市 1 2000/10/29 384
鈴木 一夫 東京都 板橋区 1 2000/10/29 385
宇部 洋 東京都 江戸川区 1 2000/10/29 393
小町 武夫 東京都 立川市 1 2000/10/29 394
加藤 文夫 福島県 耶麻郡塩川町 1 2000/9/14 381
中川 潤 北海道 札幌市西区 1 2000/9/2 339
三井 大輔 北海道 雨竜郡沼田町 1 2000/9/2 340
小林 里果 北海道 旭川市 1 2000/9/2 341
朝倉 克典 北海道 札幌市西区 1 2000/9/2 347
中川 祐太 北海道 札幌市豊平区 1 2000/9/2 351
大黒 彩子 北海道 札幌市手稲区 1 2000/9/2 352
玉田 尋春 北海道 札幌市西区 1 2000/9/2 353
野崎 雅敏 北海道 紋別市 1 2000/9/2 354
小黒 正夫 北海道 旭川市 1 2000/9/2 357
庄子 大介 北海道 札幌市西区 1 2000/9/2 362



堺 雄輔 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2000/9/2 363
佐藤 浅美 北海道 旭川市 1 2000/9/2 364
本間 香織 北海道 雨竜郡幌加内町 1 2000/9/2 365
工藤 公則 北海道 滝川市 1 2000/9/2 368
小嶋 慎吾 北海道 旭川市 1 2000/9/2 369
川端 博子 福井県 南条郡今庄町 1 2000/7/9
安実 秀康 福井県 福井市 1 2000/7/9
木下 智之 福井県 大野市 1 2000/7/9
田野中 美代子 福井県 南条郡今庄町 1 2000/7/9
道林 源士 福井県 坂井市 1 2000/7/9
森 勝義 福井県 坂井市 1 2000/7/9
森 茂 石川県 石川郡鳥越村 1 2000/7/9
飛田 実 福井県 福井市 1 2000/7/9
小野 まゆみ 長野県 飯田市 1 1999/12/19 292
ミョ－ ミンウ－ 海外 ミャンマー 1 1999/12/19 293
モー ゾーウー 海外 ミャンマー 1 1999/12/19 295
小野 秀幸 長野県 飯田市 1 1999/12/19 296
熊谷 二一 愛知県 北設楽郡豊根村 1 1999/12/19 299
伊藤 雅晴 岐阜県 恵那市 1 1999/12/19 301
後藤 正倫 長野県 下伊那郡売木村 1 1999/12/19 302
伊原 裕美子 長野県 飯田市 1 1999/12/19 315
竹内 佳代 長野県 飯田市 1 1999/12/19 316
木下 明香 長野県 下伊那郡泰阜村 1 1999/12/19 317
相沢 洋子 長野県 飯田市 1 1999/12/19 318
橋爪 三郎 長野県 飯田市 1 1999/12/19 321
吉田 冨美子 長野県 北佐久郡軽井沢町 1 1999/12/19 322
中村 千代子 長野県 飯田市 1 1999/12/19 323
林 由佳 長野県 飯田市 1 1999/12/19 324
藤本 英敏 長野県 飯田市 1 1999/12/19 325
松村 和人 長野県 下伊那郡高森町 1 1999/12/19 326
藤田 晴和 愛知県 瀬戸市 1 1999/12/19 329
宮島 華子 長野県 飯田市 1 1999/12/19 332
原 光一郎 長野県 下伊那郡喬木村 1 1999/12/19 333
勝野 まや 長野県 飯田市 1 1999/12/19 334
松尾 研 長野県 下伊那郡喬木村 1 1999/12/19 335
山内 恵美子 長野県 飯田市 1 1999/12/19 336
松澤 理恵 長野県 下伊那郡喬木村 1 1999/11/14 271
宮下 広子 長野県 下伊那郡高森町 1 1999/11/14 272
斎藤 礼 埼玉県 南埼玉郡宮代町 1 1999/11/14 273
平栗 昭子 長野県 飯田市 1 1999/11/14 274
松澤 友人 長野県 飯田市 1 1999/11/14 275
神野 幸洋 長野県 駒ヶ根市 1 1999/11/14 277
高見 卓夫 長野県 駒ヶ根市 1 1999/11/14 278
滝澤 修身 長野県 駒ヶ根市 1 1999/11/14 279
遠山 和範 長野県 駒ヶ根市 1 1999/11/14 280
春日 尚美 長野県 伊那市 1 1999/11/14 281
山本 吉一 長野県 駒ヶ根市 1 1999/11/14 283
山本 早苗 長野県 駒ヶ根市 1 1999/11/14 284
岩田 智志 広島県 広島市 1 1999/11/13 254
光岡 広二 広島県 広島市 1 1999/11/13 256
崎田 栄子 広島県 山県郡北広島町 1 1999/11/13 258
大治 昭彦 広島県 山県郡北広島町 1 1999/11/13 260
石津 ノプエ 広島県 山県郡北広島町 1 1999/11/13 261
市場谷 幸保 広島県 広島市 1 1999/11/13 264
木原 隆男 島根県 美濃郡美都町 1 1999/11/13 265
大田 和子 広島県 山県郡北広島町 1 1999/11/13 269
菊池 幸治 広島県 広島市 1 1999/11/13 270
福田 貢一 兵庫県 宝塚市 1 1999/10/9 218
楠木 順彦 大阪府 大阪市都島区 1 1999/10/9 220



道野 孝 大阪府 大阪市東住吉区 1 1999/10/9 223
小倉 正之 兵庫県 神戸市西区 1 1999/10/9 226
児玉 好史 兵庫県 姫路市 1 1999/10/9 228
長谷川 誠良 大阪府 河内長野市 1 1999/10/9 232
塩野 慶宣 大阪府 羽曳野市 1 1999/10/9 234
荒谷 幸子 兵庫県 芦屋市 1 1999/10/9 236
橋本 保行 大阪府 枚方市 1 1999/10/9 237
成宮 昭夫 兵庫県 三田市 1 1999/10/9 241
松本 恭明 兵庫県 宝塚市 1 1999/10/9 243
石川 昇 香川県 大川郡津田町 1 1999/10/9 247
大野 みつ 兵庫県 芦屋市 1 1999/10/9 249
中野 光子 兵庫県 芦屋市 1 1999/10/9 251
高橋 信治 兵庫県 神戸市垂水区 1 1999/10/9 252
冨吉 康二 兵庫県 西宮市 1 1999/10/9 253
山岸 久也 北海道 苫小牧市 1 1999/9/4 181
村木 寛和 北海道 札幌市東区 1 1999/9/4 188
原野 ゆきえ 北海道 札幌市清田区 1 1999/9/4 190
奥村 和明 北海道 札幌市北区 1 1999/9/4 191
瀬戸 秀明 北海道 札幌市白石区 1 1999/9/4 192
崔 承彦 北海道 雨竜郡幌加内町 1 1999/9/4 195
中根 主税 北海道 札幌市豊平区 1 1999/9/4 197
清水 勝広 北海道 岩見沢市 1 1999/9/4 199
広橋 孝子 神奈川県 川崎市高津区 1 1999/9/4 207
牧田 和枝 東京都 杉並区 1 1999/9/4 213
小山 大作 千葉県 船橋市 1 1999/9/4 214
宮崎 きよ子 福井県 福井市 1 1999/7/4
石津 登清 福井県 坂井市 1 1999/7/4
大崎 満男 福井県 坂井市 1 1999/7/4
戸ヶ崎 太善 石川県 加賀市 1 1999/7/4
山内 和子 福井県 福井市 1 1999/7/4
山下 重雄 福井県 福井市 1 1999/7/4
若月 正憲 福井県 坂井市 1 1999/7/4
高山 重則 福井県 坂井市 1 1999/7/4
宮崎 幸枝 福井県 福井市 1 1999/7/4
小野 宇一郎 長野県 松本市 1 1999/3/7 175
河西 美佳 長野県 松本市 1 1999/3/7 176
長澤 哲哉 長野県 松本市 1 1999/3/7 177
樋勝 政雄 長野県 松本市 1 1999/3/7 178
丸山 孝 長野県 北安曇郡池田町 1 1998/11/29 134
可児 和義 愛知県 北設楽郡稲武町 1 1998/11/29 138
小笠原 京子 長野県 飯田市 1 1998/11/29 141
荒木 邦夫 京都府 京都市西京区 1 1998/11/29 142
羽場 厚子 長野県 飯田市 1 1998/11/29 143
中塚 克美 長野県 下伊那郡高森町 1 1998/11/29 146
篠原 文夫 長野県 飯田市 1 1998/11/29 147
原田 隆矩 長野県 飯田市 1 1998/11/29 151
多田 利寿 長野県 飯田市 1 1998/11/29 153
上沼 一司 長野県 下伊那郡高森町 1 1998/11/29 155
米山 由子 長野県 下伊那郡松川町 1 1998/11/29 158
前田 きみ 長野県 下伊那郡大鹿村 1 1998/11/29 163
松沢 正進 長野県 下伊那郡喬木村 1 1998/11/29 164
木村 君子 長野県 下伊那郡高森町 1 1998/11/29 165
河井 春美 栃木県 矢板市 1 1998/11/29 166
大月 達也 茨城県 笠間市 1 1998/11/29 167
関 みさ子 茨城県 那珂郡山方町 1 1998/11/29 169
幕内 智冶 茨城県 東茨城郡小川町 1 1998/11/29 170
和田 範政 茨城県 久慈郡水府村 1 1998/11/29 174
小林 政寿 福島県 耶麻郡猪苗代町 1 1998/11/1 131
高橋 多美 兵庫県 神戸市垂水区 1 1998/10/4 104



青山 美恵子 兵庫県 西宮市 1 1998/10/4 105
岩佐 信弘 大阪府 岸和田市 1 1998/10/4 106
平賀 康夫 和歌山県 橋本市 1 1998/10/4 107
福田 博之 京都府 京都市西京区 1 1998/10/4 108
井野 榮二 大阪府 堺市西区 1 1998/10/4 111
阪本 一 大阪府 堺市 1 1998/10/4 112
木村 悦子 大阪府 寝屋川市 1 1998/10/4 114
中西 三男 兵庫県 三田市 1 1998/10/4 118
佐藤 南夫 兵庫県 三田市 1 1998/10/4 119
佐藤 真美子 兵庫県 芦屋市 1 1998/10/4 121
堀端 武志 兵庫県 西宮市 1 1998/10/4 126
藤友 敏之 大阪府 牧方市 1 1998/10/4 127
矢島 修 大阪府 大阪市中央区 1 1998/10/4 129
竹内 洋嗣 北海道 紋別郡湧別町 1 1998/8/29 087
上村 真理子 北海道 旭川市 1 1998/8/29 090
富菜 雅史 北海道 札幌市中央区 1 1998/8/29 091
稲場 隆夫 北海道 亀田郡大野町 1 1998/8/29 092
浅木 富冶雄 北海道 樺戸郡浦臼町 1 1998/8/29 094
太内田 優司 北海道 札幌市手稲区 1 1998/8/29 095
山本 巻一 北海道 雨竜郡幌加内町 1 1998/8/29 096
嘉藤田 章博 北海道 札幌市厚別区 1 1998/8/29 097
久保 勝以知 埼玉県 久喜市 1 1998/4/4 076
木村 博次 千葉県 柏市 1 1998/4/4 078
永田 善郎 群馬県 邑楽郡大泉町 1 1998/4/4 084
川上 浅枝 群馬県 邑楽郡大泉町 1 1998/4/4 086
小檜山 剛 福島県 喜多方市 1 1998/2/7 065
坂内 善之助 福島県 喜多方市 1 1998/2/7 066
斎藤 俊男 福島県 会津若松市 1 1998/2/7 067
長沼 忠男 福島県 南会津郡田島町 1 1998/2/7 069
青木 要助 福島県 大沼郡会津美里町 1 1998/2/7 071
大山 稲子 栃木県 那須郡那須町 1 1998/2/7 072
斧研 つね子 長野県 伊那市 1 1997/11/24 001
新井 佳代 長野県 飯田女子高等学校 1 1997/11/24 002
太田 沙織 長野県 飯田女子高等学校 1 1997/11/24 003
丸山 典子 長野県 飯田女子高等学校 1 1997/11/24 004
小木曽 有紀 長野県 1 1997/11/24 005
森木 勝治 長野県 飯田市 1 1997/11/24 007
竹内 誠 長野県 下伊那郡高森町 1 1997/11/24 011
宮島 彩子 長野県 飯田女子高等学校 1 1997/11/24 016
大平 千春 長野県 飯田女子高等学校 1 1997/11/24 019
新美 菊男 愛知県 豊田市 1 1997/11/24 021
下平 省治 長野県 下伊那郡高森町 1 1997/11/24 024
岡本 孝 長野県 下伊那郡高森町 1 1997/11/24 026
片桐 明子 長野県 飯田女子高等学校 1 1997/11/24 031
沢柳 美咲 長野県 飯田女子短期大学 1 1997/11/24 032
福沢 郁美 長野県 飯田女子短期大学 1 1997/11/24 033
宮下 香 長野県 飯田女子短期大学 1 1997/11/24 034
久保田 玲子 長野県 下伊那郡高森町 1 1997/11/24 037
跡冶 保三 兵庫県 神戸市須磨区 1 1997/11/23 040
桧田 大成 大阪府 吹田市 1 1997/11/23 043
佐藤 紀男 大阪府 大阪市阿倍野区 1 1997/11/23 044
高田 福夫 大阪府 大阪市西区 1 1997/11/23 045
森田 真敏 大阪府 交野市 1 1997/11/23 046
堀 和義 大阪府 枚方市 1 1997/11/23 048
脇屋 勝 大阪府 堺市北区 1 1997/11/23 050
渡辺 栄次 兵庫県 神戸市東灘区 1 1997/11/23 052
沢田 清司 滋賀県 甲賀郡甲南町 1 1997/11/23 056
伊藤 倬生 大阪府 堺市南区 1 1997/11/23 058
仲谷 茂 大阪府 和泉市 1 1997/11/23 060



藤村 健司 京都府 京都市左京区 1 1997/11/23 063
山崎 光男 福井県 今立郡池田町 1 1995/9/8
三田村 辰雄 福井県 武生市 1 1995/9/8
中村 隆喜 福井県 越前市 1 1995/9/8
内藤 桂子 福井県 今立郡池田町 1 1995/9/8
冨山 幸治 福井県 丹生郡朝日町 1 1995/9/8
高島 津与志 福井県 鯖江市 1 1995/9/8
杉本 茂右ヱ門 福井県 鯖江市 1 1995/9/8
東本 一男 福井県 今立郡池田町 1 1995/9/8


