
一般社団法人　全麺協　北海道支部正会員名簿 令和4年5月28日更新

NO 会　員　名 備　考

1 幌加内町 町　長 細川　雅弘 雨竜郡幌加内町 http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/

2 新得町 町　長 浜田　正利 上川郡新得町3条

3 幌加内町そば祭り実行委員会 委員長 中南　裕行 雨竜郡幌加内町

4 ㈱北村そば製粉 代　表 北村　忠一 雨竜郡幌加内町 https://www.kitamurasoba.net/kodawari1.html

5 北海道そば研究会 会　長 斉藤　　薫 奈井江町本町10区 http://hsksobakennaie.blog.fc2.com/

6 札幌手打ちそば愛好会 会　長 牧野　博已 札幌市南区真駒内 http://park14.wakwak.com/~sisyagonyu/fans_society.html

7 苫小牧手打ちそば愛好会 会　長 有川美紀子 苫小牧市しらかば https://ameblo.jp/tomakomaisoba/

8 いしかり手打ちそば同好会 会　長 藤田　宜且 札幌市北区太平 https://blog.goo.ne.jp/it_soba

9 奈井江手打ちそば道光会 代　表 丸山　勝孝 空知郡奈井江町南町6区

10 そば食楽部北竜 代　表 中村　尚一 雨竜郡北竜町碧水

11 幌加内そば工房坂本 代　表 坂本　勝之 雨竜郡幌加内町 https://soba-sakamoto.com/

12 札幌新川そばの会 代　表 佐伯　昌夫 札幌市手稲区前田 https://ameblo.jp/shin-2018/entry-12374074071.html

13 当麻町そば研究会 事務局長 川上沙智子 上川郡当麻町4条

14 みなみ製粉株式会社 代表取締役 太田　道郎 札幌市南区石山 http://minami-seifun.com/

15 中標津手打ちそばささ藪学校 代　表 上原　芳昭 標津郡中標津町

16 北の郷　そば工房 代　表 赤松　幸一 札幌市白石区北郷

17 十勝蕎麦倶楽部 代　表 宮澤　敏泰 音更町緑陽台北

18 北海道上砂川手打ちそば愛好会 代　表 加賀谷政清 上砂川町下鶉南 http://kamisoba.blog.fc2.com/

19 北広島手打ちそば愛好会 会　長 松岡　弘武 北広島市稲穂町

20 道南ブロック手打ちそば推進協議会 会　長 関崎　泰博 七飯町鳴川 http://dnb48.blog.fc2.com/blog-entry-4.html#top

21 音更蕎麦研究会 代　表 市川　智寛 河東郡音更町
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22 名寄地区手打ちそば愛好会 会　長 奥田　政章 名寄市風連町緑町

23 沼田雪中そば倶楽部 代　表 川邉　敏隆 沼田町旭町

24 中標津手打ちそば同好会 会　長 服部　峰雄 標津郡中標津町東

25 多寄そば打ち愛好会 代　表 森下　悠次 士別市多寄町

26 登別蕎麦道場 代　表 中山　満晴 登別市若草町 https://noboribetsu-sobadoujo.jimdofree.com/

27 東家　うさぎの会 代　表 佐藤　洋輔 札幌市中央区南4条

28 幌加内そばうたん会 代　表 番水　一光 深川市8条

29 じぞう庵　そば塾 会　長 林　　　武 滝川市朝日町

30 Ａネットそば打ち研究会 会　長 名内　公一 旭川市9条通

31 江別手打ちそば愛好会 代　表 服部　　渉 江別市朝日町 http://sobaebt.blog109.fc2.com/

32 馬追手打ちそばの会 代　表 福田　順次 札幌市北区篠路

33 幌加内そばスクール 理事長 守田　秀生 雨竜郡幌加内町字雨煙内 https://www.facebook.com/horokanaisobaschool88/

34 快適生活塾岩見沢手打ちそば同好会 会　長 松重　彰伸 岩見沢市1条

35 恵庭手打ちそばの会 会　長 田中　洋範 恵庭市恵み野南 http://eniwasoba.blog.fc2.com/

36 東神楽聖台手打ちそば研究会 会　長 熊谷　隆一 旭川市緑が丘東

37 朋　練　会 理事長 三浦　　隆 天塩市天塩町

38 幌加内そば道場運営委員会 委員長 坂本　勝之 雨竜郡幌加内町

39 室蘭手打ちそば愛好会 会　長 藤本　光一 室蘭市常磐町 http://blog.livedoor.jp/mta2014/

40 小樽手打ちそば群来の会 会　長 林　勇司郎 小樽市幸町4丁目

41 恵庭川沿そば道場 会　長 木村　孝治 恵庭市美咲町 http://kawazoesoba.blog.fc2.com/

42 そば道場旭川 会　長 佐藤千代美 旭川市川端町

43 分けいしかり札幌星置そば道場 代　表 吉田　　勝 札幌市手稲区星置

44 おたる手打ちそば同好会 代　表 川合　澄子 小樽市オタモイ
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45 釧路そば打ち同好会 代　表 椿　　雅美 釧路市芦野

46 札幌蕎道会 代　表 長谷川　勉 札幌市西区発寒

47 千歳夢工房手打ちそばの会 代　表 山口　　満 千歳市旭ヶ丘

48 しべつ麺打ち愛好会 会　長 小野　　勝 士別市多寄町36線

49 秩父別そば打ち同好会 会　長 大池　　豊 雨竜郡秩父別町

50 大曲手打ちそばの会 会　長 谷口　和明 北広島市大曲緑ヶ丘

51 おしゃまんべそば打ちサークル 幹　事 白内　拓郎 山越郡長万部町

52 上川そば打ち愛好会 会　長 桜井　博久 上川町西町

53 北海道幌加内高等学校 校　長 山城　　誠 雨竜郡幌加内町

54 手打ちそばグループ白花 代表者 後藤　秀明 札幌市北区屯田 http://www.milmil.cc/user/byakka/

55 共和手打ちそば愛好会 代表者 川本　孝一 北海道岩内郡共和町

56 伊達手打ちそば愛好会 会　長 菅原　哲雄 伊達市北黄金町

57 北斗蕎麦打ち倶楽部 会　長 関崎　泰博 北斗市久根別

58 幌加内手打ちそば雅の会 会　長 中村　雅義 幌加内町字雨煙内

59 旭川手打ちそば笑練会 会　長 倉持　四郎 旭川市永山9条

60 北海道蕎悠会 代　表 小島　裕樹 札幌市東区北21条

61 びらとり蕎楽同好会 会　長 鈴木　　茂 平取町本町

62 八雲蕎遊会 会　長 岡村　秀實 八雲超相生町

63 北檜山手打ちそば愛好会 会　長 林　　隆二 せたな町北檜山区

64 白老手打ちそばの会 会　長 宮武美智子 苫小牧市川沿町

65 賛助会員　マサモト販売 代　表 脇田　　漢 旭川市豊岡4条

66 賛助会員　㈱大熊商店 代　表 川田　晴一 札幌市白石区菊水

67 賛助会員　山加製粉㈱ 代　表 藤沢　和恵 石狩市新港西1丁目
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