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番号 氏 名 性別 都道府県 市町村 所属 任命日
98 宮嶋 隆明 男 岐阜県 可児市 手打ちそば仲間俱楽部 2022/7/10
97 水野 光一 男 愛知県 小牧市 手打ちそば仲間俱楽部 2022/7/10
96 松原 勇 男 滋賀県 大津市 手打ちそば仲間俱楽部 2022/7/10
95 山本 博 男 愛知県 名古屋市 手打ちそば仲間俱楽部 2022/7/10
94 小笹 冨貴子 女 愛知県 名古屋市 手打ちそば仲間俱楽部 2022/7/10
93 代市 一夫 男 千葉県 茂原市 リソルの森蕎麦打ち倶楽部 2021/12/23
92 三浦 洋三朗 男 埼玉県 熊谷市 妻沼そば打ち会 2021/12/23
91 福田 茂 男 栃木県 小山市 せいち庵そば打ち倶楽部 2021/12/23
90 林 久晴 男 千葉県 我孫子市 そば打ち俱楽部　白樺 2021/12/23
89 長澤 行起 男 埼玉県 さいたま市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2021/12/23
88 田村 加代子 女 茨城県 古河市 せいち庵そば打ち倶楽部 2021/12/23
87 高瀬 賢司 男 埼玉県 さいたま市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2021/12/23
86 鈴木 操 男 茨城県 古河市 せいち庵そば打ち倶楽部 2021/12/23
85 鈴木 幹夫 男 埼玉県 桶川市 分桜流・彩次郎蕎麦打ち会 2021/12/23
84 坂牧 雄夫 男 千葉県 柏市 ＧＲそば打ち倶楽部 2021/12/23
83 岩崎 よし子 女 千葉県 我孫子市 そば打ち俱楽部　白樺 2021/12/23
82 井上　 勇 男 埼玉県 さいたま市 蕎麦道楽 野田弐八会 2021/12/23
81 相原 喜代治 男 千葉県 我孫子市 ＧＲそば打ち倶楽部 2021/12/23
80 干川 重之 男 群馬県 渋川市 渋川そば打ち倶楽部 2021/11/23
79 大内 直人 男 北海道 新得町 そばリンク十勝 2021/10/30
78 山口 徳法 男 北海道 大空町 そばリンク十勝 2021/10/30
77 宮本 百合子 女 北海道 札幌市 あるよ馬追 2021/6/24
75 溝江 秀次 男 北海道 函館市 そばリンク道南 2021/6/24
74 名達 隆俊 男 北海道 北見市 そばリンク十勝 2021/6/24
73 内藤 満雄 男 北海道 長沼町 あるよ馬追 2021/6/24
72 高石 勝利 男 北海道 函館市 そばリンク道南 2021/6/24
71 関山 祐子 女 北海道 札幌市 そばリンク十勝 2021/6/24
70 篠原 智子 女 北海道 伊達市 伊達手打ちそばの会 2021/6/24
69 佐藤 悦子 女 北海道 北広島市 あるよ馬追 2021/6/24
68 佐藤 毅 男 北海道 北広島市 あるよ馬追 2021/6/24
67 小林 香与 女 北海道 札幌市 あるよ馬追 2021/6/24
66 久保田 典俊 男 北海道 幕別町 そばリンク十勝 2021/6/24
65 井上 孝子 女 北海道 北竜町 あるよ馬追 2021/6/24
64 阿部 和平 男 北海道 北見市 そばリンク十勝 2021/6/24
62 渡部 千代子 女 埼玉県 杉戸町 杉戸麺打愛好会　小川道場 2023/3/1
61 望月 信子 女 東京都 江戸川区 そば工房平井 2023/3/1
60 増渕 哲夫 男 栃木県 宇都宮市 みや麺友会 2023/3/1
59 堀井 昭雅 男 埼玉県 久喜市 東武そば打ち同行会 2023/3/1
57 西原 賢三 男 茨城県 つくば市 つくば蕎麦愛好会 2023/3/1
56 中村 俊一 男 埼玉県 久喜市 久喜そば倶楽部 2023/3/1
53 柴崎 友子 女 埼玉県 久喜市 杉戸麺打愛好会　小川道場 2023/3/1
52 佐藤 清治 男 東京都 日野市 常路麺打ち愛好会 2023/3/1
51 小松原 茂夫 男 埼玉県 蓮田市 久喜そば倶楽部 2023/3/1
50 北山 正一 男 栃木県 上三川町 小山手打ちそばの会 2023/3/1
48 神山 桂一郎　 男 埼玉県 熊谷市 NPO法人　熊谷そば打ち会 2023/3/1
47 金子 雄二 男 埼玉県 三郷市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2023/3/1
46 加藤 孝子 女 埼玉県 加須市 分桜流・彩次郎蕎麦打ち会 2023/3/1
45 岡田 辰夫 男 埼玉県 行田市 NPO法人　熊谷そば打ち会 2023/3/1
44 梅山 豊光 男 栃木県 小山市 蕎麦の会「みかど」 2023/3/1
43 上村 史子 女 千葉県 茂原市 リソルの森蕎麦打ち倶楽部 2023/3/1
41 伊藤 敏一 男 埼玉県 杉戸町 東武そば打ち同行会 2023/3/1
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37 山本 信夫 男 北海道 新得町 そばリンク十勝 2022/10/1
36 浜崎 正子 女 埼玉県 久喜市 足利蕎遊庵 2022/10/1
35 中野 政光 男 北海道 長沼町 馬追手打ちそばの会 2022/10/1
34 殿内 英司 男 北海道 帯広市 そばリンク十勝 2022/10/1
33 田中 正美 男 埼玉県 久喜市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
32 城 幸夫 男 東京都 小平市 いるま蕎麦打ち俱楽部 2022/10/1
31 菅野 博 男 埼玉県 さいたま市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
30 秋谷 信一 男 埼玉県 さいたま市 浦和そば研究会 2022/10/1
29 八木 君敏 男 埼玉県 熊谷市 ＮＰＯ法人　熊谷そば打ち会 2022/10/1
28 原口 玉枝 女 埼玉県 熊谷市 ＮＰＯ法人　熊谷そば打ち会 2022/10/1
27 中原 利敬 男 栃木県 大田原市 那須手打ち蕎麦倶楽部 2022/10/1
26 鳥海 修一 男 埼玉県 川越市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
25 千葉 隆 男 埼玉県 川口市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
24 高鳥 薫 女 茨城県 古河市 せいち庵そば打ち倶楽部 2022/10/1
23 岸 正明 男 埼玉県 所沢市 野老澤そば打ち会 2022/10/1
22 菊地 定男 男 栃木県 佐野市 せいち庵そば打ち倶楽部 2022/10/1
21 大池 久男 男 長野県 小諸市 信州小諸峰のそば打ち会 2022/10/1
20 上田 秀雄 男 埼玉県 朝霞市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
19 渡部 隆夫 男 埼玉県 加須市 分桜流・彩次郎蕎麦打ち会 2022/10/1
18 平松 一馬 男 北海道 北広島市 そばリンク十勝 2022/10/1
17 小山 周三 男 埼玉県 入間市 西部蕎麦連 2022/10/1
16 小森 康弘 男 栃木県 宇都宮市 みや麺友会 2022/10/1
15 折笠 政弘 男 北海道 幕別町 そばリンク十勝 2022/10/1
14 小野 常夫 男 福島県 郡山市 ＮＰＯ法人そばネットジャパン 2022/10/1
13 荻原 武雄 男 埼玉県 さいたま市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
12 小川 伊七 男 埼玉県 杉戸町 杉戸麺打愛好会小川道場 2022/10/1
11 浅見 周司 男 茨城県 常総市 つくば蕎麦愛好会 2022/10/1
10 赤石 貴子 女 千葉県 市川市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
9 吉田 寛 男 埼玉県 新座市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
8 田中 憲一 男 埼玉県 幸手市 久喜そば倶楽部 2022/10/1
7 新嵜 照幸 男 埼玉県 所沢市 常路麺打ち愛好会 2022/10/1
6 島村 良三 男 埼玉県 行田市 妻沼そば打ち会 2022/10/1
5 上石 良雄 男 埼玉県 秩父市 秩父そば打ち倶楽部　蕎楽館 2022/10/1
4 梶川 光二 男 埼玉県 加須市 分桜流・彩次郎蕎麦打ち会 2022/10/1
3 生沼 聖司 男 茨城県 古河市 せいち庵そば打ち倶楽部 2022/10/1
2 飯田 良男 男 埼玉県 さいたま市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1
1 阿部 成男 男 埼玉県 さいたま市 さいたま蕎麦打ち倶楽部新都心 2022/10/1


