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腰原　好 千葉県そば推進協議会 2013/9/1 幌加内 全-20-027 〇

高橋　俊宏 千葉手打ち蕎麦の会 2015/11/15 南砺 地-20-5-026 指2-21-023

熱田　成治 匝瑳そばの会 2015/11/15 南砺 地-20-5-004 指2-21-020

横山　道國 さくら蕎麦の会 2017/10/29 東京 全-21-011 〇

星崎　輝夫 我孫子そばの会 2017/10/29 東京 全-21-012 〇

腰原　弘敏 千葉県そば推進協議会 2018/3/18 東京 全-21-009 〇

藤田　貴博 千葉県そば推進協議会 2021/12/5 千曲 地-20-5-740 〇

田仲　悦朗 江戸流手打ち蕎麦  轟そばの会 2022/11/13 仙台 地-20-4-570 指3-22-192 〇

馬場　兼雄 みつわ手打ちそばの会 2022/11/13 仙台 地-20-4-614

大浦　明 千葉手打ち蕎麦の会 2009/10/31 日光

栢沼　友彦 千葉手打ち蕎麦の会 2011/3/27 埼玉

櫻井　輝昭 さくら蕎麦の会 2011/3/27 埼玉 指3-22-176 〇

小片　孝子 千葉手打ち蕎麦の会 2011/10/8 松本

金﨑　正人 千葉県そば推進協議会 2013/9/23 利賀 地-20-4-034 指3-22-167 〇 〇

小倉　昌夫 千葉県そば推進協議会 2013/9/23 利賀 地-20-4-025 〇

内藤　一雄 さくら蕎麦の会 2013/9/23 利賀 〇

鈴木　純子 さくら蕎麦の会 2013/9/23 利賀 地-20-4-089 指3-22-186 〇 〇

齋藤　博 千葉県そば推進協議会 2013/9/23 利賀 〇

籾山　富永 千葉県そば推進協議会 2013/11/16 埼玉 〇

礒野　恭行 千葉県そば推進協議会 2013/11/17 埼玉 地-20-4-006 指3-22-154 〇

清宮　高保 さくら蕎麦の会 2014/11/15 石狩 地-20-4-091 指3-22-187 〇 〇

三島　捷平 我孫子そばの会 2014/12/13 東京 〇

小瀧　茂 千葉手打ち蕎麦の会 2014/12/13 東京

中村　純子 千葉手打ち蕎麦の会 2014/12/14 東京

鈴木　勝己 千葉手打ち蕎麦の会 2014/12/14 東京

阿部　二郎 千葉県そば推進協議会 2015/10/17 土浦 〇

小林　進 千葉県そば推進協議会 2015/10/17 土浦 地-20-4-058 〇

仲江　弘司 我孫子そばの会 2015/10/17 土浦 地-20-4-116

神谷　治男 我孫子そばの会 2016/12/3 尾道 地-20-4-517 指3-22-168 〇

町田　絹代 千葉県そば推進協議会 2016/12/3 尾道 地-20-4-633 指3-22-200 〇 〇

花島　邦子 さくら蕎麦の会 2017/2/18 東京 地-20-4-613 〇

青柳　良 千葉県そば推進協議会 2017/2/19 東京 地-20-4-482 指3-22-150 〇 〇

中村　悟 千葉県そば推進協議会 2017/10/1 苫小牧 地-20-4-597 指3-22-126 〇

小柳　繁芳 我孫子そばの会 2018/2/17 東京 地-20-4-536 指3-22-174 〇

竹内　正夫 千葉県そば推進協議会 2018/2/17 東京 地-20-4-569 指3-22-190 〇

栗原　幸子 千葉手打ち蕎麦の会 2018/2/18 東京 地-20-4-529 指3-22-171

溝口　憲司 千葉手打ち蕎麦の会 2018/2/18 東京 地-20-4-639 指3-22-202

若米　敏夫 千葉県そば推進協議会 2018/2/18 東京 地-20-4-663 指3-22-209 〇

大塚　利夫 千葉県そば推進協議会 2018/2/18 東京 地-20-4-503 〇

島﨑　朝美 千葉県そば推進協議会 2018/2/18 東京 地-20-4-556 指3-22-184 〇

濵田　宗俊 千葉手打ち蕎麦の会 2018/2/18 東京 地-20-4-615 指3-22-196

遠藤　尚 千葉手打ち蕎麦の会 2018/9/1 幌加内 地-20-4-680 指3-22-157

竹沢　みや子 千葉県そば推進協議会 2018/9/1 幌加内 地-21-4-086 指3-22-191 〇 〇

澤田　眞 千葉県そば推進協議会 2018/9/1 幌加内 地-20-4-704 指3-22-181 〇 〇

勝山　富江 千葉手打ち蕎麦の会 2018/9/2 幌加内 地-20-4-690 指3-22-165

長山　勝利 我孫子そばの会 2018/11/3 宇都宮 地-20-4-730 〇

井上　庫男 千葉県そば推進協議会 2018/11/4 宇都宮 地-20-4-676 指3-22-156 〇

秦　明生 千葉県そば推進協議会 2018/11/4 宇都宮 地-20-4-734

石井　昭一朗 千葉県そば推進協議会 2018/11/4 宇都宮 地-20-4-673 指3-22-152 〇

鶴見　みどり 千葉県そば推進協議会 2018/11/4 宇都宮 地-20-4-724 指3-22-194 〇 〇

大塚　輝男 千葉県そば推進協議会 2019/1/14 大阪 地-20-4-683 〇

池田　行雄 千葉手打ち蕎麦の会 2019/1/14 大阪 地-20-4-672

千葉県そば推進協議会　高段位者リスト　2022/11/13現在
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阿部　俊次 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-068 〇

一宮　良樹 江戸流手打ち蕎麦  轟そばの会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-070 指3-22-155 〇 〇

河西　徹 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-073 指3-22-164 〇 0

佐藤　悦子 我孫子そばの会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-077 指3-22-177 〇

佐藤　政志 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-079 指3-22-179 〇

三上　隆美 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-093 指3-22-201 〇

山﨑　章 千葉手打ち蕎麦の会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-095 指3-22-207

須佐　仁 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-081 指3-22-113 〇 〇

相吉　孝治 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-067 指3-22-149 〇

大澤　京子 我孫子そばの会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-071 〇

渡邉　好彦 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-097 指3-22-211 〇

八反田　勝飛 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-090 指3-22-195

木川　義朗 千葉県そば推進協議会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-074 〇

髙橋　久江 千葉手打ち蕎麦の会 2019/10/19 埼玉 地-21-4-085 指3-22-189

塩入　保 江戸流手打ち蕎麦  轟そばの会 2021/11/13 千葉 指3-22-182 〇

奥山　博昭 千葉県そば推進協議会 2021/11/13 千葉 指3-22-163 〇

加藤　治弘 匝瑳そばの会 2021/11/13 千葉

佐瀬　弘 千葉手打ち蕎麦の会 2021/11/13 千葉

佐藤　峰幸 さくら蕎麦の会 2021/11/13 千葉 指3-22-180

若杉　幸次 我孫子そばの会 2021/11/13 千葉 指3-22-208

小川　安雄 千葉県そば推進協議会 2021/11/13 千葉 指3-22-161

小川　義雄 千葉手打ち蕎麦の会 2021/11/13 千葉 指3-22-162

森　美智子 江戸流手打ち蕎麦  轟そばの会 2021/11/13 千葉 指3-22-206 〇

大塚　康治 江戸流手打ち蕎麦  轟そばの会 2021/11/13 千葉 指3-22-160 〇

大方　謙二 千葉県そば推進協議会 2021/11/13 千葉 指3-22-158 〇

田村　新一 江戸流手打ち蕎麦  轟そばの会 2021/11/13 千葉 指3-22-193 〇

本城　勝 千葉手打ち蕎麦の会 2021/11/13 千葉 指3-22-199

河野　芙美子 千葉県そば推進協議会 2021/11/14 千葉 指3-22-173 〇

森　哲雄 千葉県そば推進協議会 2021/11/14 千葉 指3-22-205 〇

荘司　宏輝 千葉県そば推進協議会 2021/11/14 千葉 指3-22-185

田村　良一 千葉県そば推進協議会 2021/11/14 千葉 指3-22-121

能勢　順一 千葉県そば推進協議会 2021/11/14 千葉 指3-22-130

平田　德次郎 千葉県そば推進協議会 2021/11/14 千葉 指3-22-198

髙野　輝彦 千葉県そば推進協議会 2021/11/14 千葉

笠原　嗣男 千葉県そば推進協議会 2022/10/1 茨城

近藤　好一 我孫子そばの会 2022/10/1 茨城

近藤　博恭 千葉県そば推進協議会 2022/10/1 茨城

古谷　淳子 我孫子そばの会 2022/10/1 茨城

降幡　治幸 千葉県そば推進協議会 2022/10/1 茨城

吹野　忠勝 千葉県そば推進協議会 2022/10/1 茨城

板橋　良孝 千葉手打ち蕎麦の会 2022/10/1 茨城
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