
年度 賞 都道府県 市町村 氏　名 備考

元 農林水産大臣賞 北海道 新得町 羽場　由明

元 農林水産省農蚕園芸局長賞 鹿児島県 東串良町 福留　多嘉志

元 社団法人日本蕎麦協会長賞 栃木県 葛生町 新里　欣市

元 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 福井県 丸岡町 高山　重則

元 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 金砂郷村 海老根　武志

元 全国蕎麦問屋協会連合会長賞 山形県 大石田町 星川　明男

2 農林水産大臣賞 鹿児島県 金峰町 前野　光幸

2 農林水産省農蚕園芸局長賞 長野県 堀金村 斉藤　彰久

2 全国農業協同組合中央会長賞 北海道 幌加内町 朝比奈　民雄

2 社団法人日本蕎麦協会長賞 栃木県 小山市 倉持　利雄

2 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 秋田県 雄物川町 佐藤　勉

2 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 山方町 石川　稔

2 全国蕎麦問屋協会連合会長賞 宮崎県 都城市 木場　嘉久

3 農林水産大臣賞 長野県 駒ヶ根市 大沼　昌弘

3 農林水産省農蚕園芸局長賞 北海道 豊頃町 森　勝男

3 全国農業協同組合中央会長賞 山形県 米沢市 大塚利　志良

3 社団法人日本蕎麦協会長賞 栃木県 今市市 福田　郁夫

3 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 茨城県 大子町 長山　心道

3 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 秋田県 鳥海町 佐藤　勝吉

3 全国蕎麦問屋協会連合会長賞 福井県 丸岡町 中瀬　輝雄

4 農林水産大臣賞 秋田県 峰浜村 米森　萬吉

4 農林水産省農蚕園芸局長賞 長野県 豊科町 山田　祐男

4 全国農業協同組合中央会長賞 宮崎県 都城市 山角　忠一

4 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 金砂郷村 荻津　道治

4 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 福井県 勝山市 片岸　敬治

4 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 山形県 大石田町 高橋　静雄

5 農林水産大臣賞 茨城県 山方町 木村　友

5 全国農業協同組合中央会長賞 長野県 塩尻市 手塚　千治

5 社団法人日本蕎麦協会長賞 秋田県 峰浜村 米森　誠一

5 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 山形県 大石田町 荒井　長作

6 農林水産大臣賞 鹿児島県 末吉町 富永　明

6 農林水産省農蚕園芸局長賞 宮崎県 都城市 久保田　敏

6 全国農業協同組合中央会長賞 長野県 塩尻市 花村　芳宏

6 社団法人日本蕎麦協会長賞 北海道 滝川市 石尾　正

6 社団法人日本蕎麦協会長賞 秋田県 能代市 笠井　京子

6 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 山形県 大石田町 森　保夫

6 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 大宮町 助川　義幸

全国そば優良生産表彰受賞者一覧（農家の部）



6 全国玄蕎麦流通協議会長賞 福井県 丸岡町 海道　清次

7 農林水産大臣賞 長野県 駒ヶ根市 大沼　芳生 農事組合法人大盛堂生産農場

7 農林水産省農産園芸局長賞 山形県 村山市 奥山　京太郎

7 全国農業協同組合中央会長賞 熊本県 免田町 尾方　球三郎

7 社団法人日本蕎麦協会長賞 鹿児島県 高山町 池元　孝

7 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 秋田県 峰浜村 柴田　長市

7 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 大宮町 篠田　勝男

8 農林水産大臣賞 北海道 音威子府村 三好　和巳

8 農林水産省農産園芸局長賞 栃木県 今市市 潮田　稔

8 全国農業協同組合中央会長賞 福井県 大野市 棟朝　利明

8 社団法人日本蕎麦協会長賞 宮城県 柴田町 大沼　喜昭

8 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 山形県 大石田町 伊澤　清隆

8 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 長野県 三郷村 細田　國夫

8 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 緒川村 五位渕　東典

8 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 新潟県 妙高村 笹川　松雄

9 農林水産大臣賞 栃木県 今市市 福田　郁夫

9 農林水産省農産園芸局長賞 長野県 塩尻市 手塚　千治 ㈲テヅカライス

9 全国農業協同組合中央会長賞 静岡県 袋井市 寺田　修司

9 社団法人日本蕎麦協会長賞 山形県 尾花沢市 秋保　秀雄

9 社団法人日本蕎麦協会長賞 福井県 坂井町 平木　利雄

9 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 茨城県 大宮町 小室　武

9 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 宮崎県 えびの市 橋爪　義尚

10 農林水産大臣賞 宮崎県 新富町 河野　秀勝

10 農林水産省農産園芸局長賞 山形県 大石田町 小玉　浩作

10 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 茨城県 大宮町 鈴木　昱雄

10 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 金砂郷町 富田　庄一良

11 農林水産大臣賞 山形県 山形市 原田　正作

11 農林水産省農産園芸局長賞 北海道 斜里町 弦間　久吉

11 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 金砂郷町 海老根　武志

11 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 新潟県 越路町 田中　忠男

12 農林水産大臣賞 福井県 大野市 庭　栄治

12 農林水産省生産局長賞 山形県 白鷹町 布施　兵助

12 全国農業協同組合中央会長賞 長野県 豊科町 山田　恭土

12 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 小川町 山下　明

12 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 埼玉県 鷲宮町 宮城　正典

12 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 鹿児島県 高山町 池元　孝

13 農林水産大臣賞 長野県 信濃町 石川　広之

13 農林水産省生産局長賞 山形県 大蔵村 三原　孝好

13 全国農業協同組合中央会長賞 茨城県 金砂郷町 富田　健治



13 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 常陸太田市 大和田　稔

13 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 埼玉県 荒川村 江田　治雄

14 農林水産大臣賞 北海道 幌加内町 北村　忠一

14 農林水産省生産局長賞 埼玉県 三芳町 船津　貞夫

14 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 大宮町 安藤　三郎

14 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 金砂郷町 桑原　卓

15 農林水産大臣賞 福島県 会津坂下町 藤川　文仁

15 農林水産省生産局長賞 茨城県 関城町 国府田　利夫

15 全国農業協同組合中央会長賞 北海道 沼田町 宮岸　正志

15 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 埼玉県 杉戸町 古谷　栄一

16 農林水産大臣賞 長野県 松本市 山田　泰雄

16 農林水産省生産局長賞 北海道 和寒町 松本　克彦

16 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 那珂市 秋葉　一二

16 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 常陸太田市 小磯　勇

17 農林水産大臣賞 北海道 新得町 村田　博

17 農林水産省生産局長賞 宮崎県 三股町 木下　行春

17 全国農業協同組合中央会長賞 福井県 丸岡町 中瀬　輝雄

18 農林水産大臣賞 北海道 深川町 高橋　庄作

18 農林水産省生産局長賞 山形県 酒田市 荒生　隆

18 全国農業協同組合中央会長賞 福井県 あわら市 川内　英市

18 社団法人日本蕎麦協会長賞 埼玉県 寄居町 木本　雅久

18 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 栃木県 壬生町 中嶋　正

18 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 常陸太田市 富田　米寿

19 農林水産大臣賞 福島県 喜多方市 鈴木　勝

19 農林水産省生産局長賞 福井県 大野市 松田　信也

19 全国農業協同組合中央会長賞 栃木県 那須塩原市 菊地　喜芳

19 社団法人日本蕎麦協会長賞 北海道 北見市 安斉　誠一

19 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 茨城県 常陸太田市 金田　一夫

19 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 常陸太田市 富田　健治

20 農林水産大臣賞 北海道 小平町 関口　英康

20 農林水産省生産局長賞 福井県 坂井市 髙山　重則

20 全国農業協同組合中央会長賞 茨城県 常陸大宮市 助川　義幸

20 社団法人日本蕎麦協会長賞 北海道 倶知安町 青木　一廣

20 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 三重県 いなべ市 藤田　克己

21 農林水産大臣賞 北海道 幌加内町 田丸　利博

21 農林水産省生産局長賞 茨城県 堺町 田上　隆一

21 全国農業協同組合中央会長賞 静岡県 袋井市 寺田　修司

21 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 土浦市 小松崎　忠夫

21 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 三重県 津市 横山　重治



22 農林水産大臣賞 栃木県 益子町 鈴木　幸一

22 農林水産省生産局長賞 長野県 安曇野市 斉藤　岳雄

22 全国農業協同組合中央会長賞 茨城県 土浦市 柳田　哲男

22 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 山形県 河北町 後藤　慶治

22 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福井県 南越前町 井上　重治

23 農林水産大臣賞 群馬県 渋川市 髙井　眞佐実

23 農林水産省生産局長賞 宮崎県 川南町 橋口　裕二

23 全国農業協同組合中央会長賞 茨城県 八千代町 坂入　隆

23 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 茨城県 土浦市 滝田　勝源

23 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 山形県 戸沢村 齋藤　光夫

23 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福井県 坂井市 海道　清次

24 農林水産大臣賞 北海道 札幌市 森　清

24 農林水産省生産局長賞 茨城県 八千代町 生井　一郎

24 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 長野県 白馬村 津滝　俊幸

24 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 常陸大宮市 藤田　博子

25 農林水産大臣賞 茨城県 坂東市 中田　伸一

25 農林水産省生産局長賞 栃木県 日光市 半田　耕一

25 全国農業協同組合中央会会長賞 北海道 浦幌町 吉仲　竹男

25 社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 山形県 最上町 二戸　清豪

25 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 八千代町 小林　勝憲



年度 賞 都道府県 市町村 団体名 備考

元 農林水産大臣賞 鹿児島県 末吉町 末吉町麦作振興会そば部会

元 全国農業協同組合中央会長賞 長野県 塩尻市 北熊井農用地営農改善組合

元 社団法人日本蕎麦協会長賞 茨城県 大宮町 上大賀そば生産組合

2 農林水産大臣賞 熊本県 波野村 波野村そば生産組合

2 農林水産省農蚕園芸局長賞 福島県 下郷町 落合そば生産組合

2 全国農業協同組合中央会長賞 宮崎県 川南町 川南町西の別府そば生産組合

2 社団法人日本蕎麦協会長賞 山形県 大石田町 来迎寺転作組合第３団地

2 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 茨城県 関城町 共同興農組合

2 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 岩手県 安代町 農事組合法人あしろ農場

2 全国玄蕎麦問屋協会連合会長賞 青森県 三沢市 深谷そば生産組合

3 農林水産大臣賞 山形県 尾花沢市 玉野東部営農組合

3 農林水産省農蚕園芸局長賞 北海道 旭川市 江丹別農協そば生産部会

3 全国農業協同組合中央会長賞 茨城県 金砂郷村 大方町田団地転作組合

3 社団法人日本蕎麦協会長賞 熊本県 久木野村 久木野村そば生産組合

3 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 長野県 塩尻市 水田農業確立対策吉田地区協議会

3 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福井県 大野市 大野市総合農場

3 全国玄蕎麦問屋協会連合会長賞 栃木県 馬頭町 西部地区営農集団

4 農林水産大臣賞 鹿児島県 有明町 野井倉東部そば生産組合

4 農林水産省農蚕園芸局長賞 福井県 大野市 中村町集落環境改善組合

4 全国農業協同組合中央会長賞 秋田県 鳥海町 鳥海町そば生産組合

4 社団法人日本蕎麦協会長賞 山形県 長井市 長井市農協そば生産組合

4 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 北海道 鹿追町 中瓜幕そば生産集団

4 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福島県 磐梯町 磐梯町西部土地高度利用組合

4 全国玄蕎麦流通協議会長賞 長野県 信濃町 農事組合法人信富士そば農場

5 農林水産大臣賞 北海道 浦臼町 浦臼町農協そば生産部会

5 農林水産省農蚕園芸局長賞 福島県 下郷町 下郷グリーン生産組合

5 全国農業協同組合中央会長賞 福井県 今庄町 八飯農家組合

5 社団法人日本蕎麦協会長賞 宮崎県 新富町 新富町そば生産推進組合

6 農林水産大臣賞 長野県 諏訪市 農事組合法人諏訪市西山地区農豊組合

6 農林水産省農蚕園芸局長賞 岩手県 葛巻町 高家領水車母さんの会

6 全国農業協同組合中央会長賞 宮崎県 木城町 木城町在南地区営農組合

6 社団法人日本蕎麦協会長賞 福井県 丸岡町 与河農家組合

6 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 鹿児島県 鶴田町 鶴田そば集団組合

7 農林水産大臣賞 北海道 幌加内町 幌加内町農業協同組合そば部会

7 農林水産省農産園芸局長賞 岩手県 北上市 有限会社西部開発農産

7 全国農業協同組合中央会長賞 宮崎県 新富町 新富町そば生産部会

7 社団法人日本蕎麦協会長賞 福井県 丸岡町 安田新営農組合

7 社団法人日本蕎麦協会長賞 徳島県 東祖谷山村 東祖谷山村そば生産組合

7 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 兵庫県 但東町 赤花そばの郷生産組合

全国そば優良生産表彰受賞者一覧（集団の部）



7 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 笠間市 笠間市「常陸秋そば」研究会

7 全国玄蕎麦流通協議会長賞 鹿児島県 薩摩町 中津川そば生産部会

8 農林水産大臣賞 新潟県 小千谷市 五辺集団転作組合

8 農林水産省農産園芸局長賞 福井県 大野市 農事組合法人大野市総合農場

8 全国農業協同組合中央会長賞 栃木県 粟野町 永野むらづくり２１推進協議会特産振興部会

8 社団法人日本蕎麦協会長賞 山形県 平田町 平田町鳥海南麓そば栽培グループ

9 農林水産大臣賞 北海道 下川町 下川町麦・蕎麦生産振興協議会

9 農林水産省農産園芸局長賞 山形県 大蔵村 最上早生生産研究会

9 全国農業協同組合中央会長賞 青森県 青森市 夏井田転作組合

9 社団法人日本蕎麦協会長賞 福井県 金津町 畝市野々生産組合

9 社団法人日本蕎麦協会長賞 京都府 亀岡市 農事組合法人犬甘野営農組合

9 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 山梨県 高根町 西原公民館そばの里づくり推進協議会

9 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 栃木県 田沼町 下彦間地区むらづくり推進協議会農産物部会

10 農林水産大臣賞 長野県 松本市 和田そば生産組合

10 農林水産省農産園芸局長賞 北海道 新十津川町 ＪＡピンネそば生産組合

10 全国農業協同組合中央会長賞 秋田県 皆瀬村 有限会社皆瀬村活性化センター

10 社団法人日本蕎麦協会長賞 山形県 高畠町 上和田そばおこし会

11 農林水産大臣賞 北海道 新得町 新得町畑作振興会 豆類・そば部会

11 農林水産省農産園芸局長賞 福井県 丸岡町 長畝広域生産組合

11 全国農業協同組合中央会長賞 長野県 富士見町 乙事地区農業農村活性化推進協議会

11 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 山形県 大蔵村 グリーンライスファーム

12 農林水産大臣賞 岐阜県 国府町 農事組合法人荒城営農組合

12 農林水産省生産局長賞 青森県 南郷村 荒谷そば生産組合

12 全国農業協同組合中央会長賞 埼玉県 荒川村 荒川村そば生産組合

12 社団法人日本蕎麦協会長賞 宮崎県 えびの市 ＪＡえびの市そば生産部会

12 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 福島県 猪苗代町 島田そば生産組合

12 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 山形県 米沢市 ドリームファクトリー

13 農林水産大臣賞 北海道 幌加内町 きたそらち農業協同組合幌加内支所そば部会

13 農林水産省生産局長賞 熊本県 久木野村 久木野村そば生産部会

13 全国農業協同組合中央会長賞 新潟県 中里村 朴木沢水稲生産組合

13 社団法人日本蕎麦協会長賞 福井県 福井市 南山生産調整組合

13 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 山形県 櫛引町 宝谷そば生産組合

14 農林水産大臣賞 福島県 下郷町 十文字そば生産組合

14 農林水産省生産局長賞 北海道 沼田町 沼田町そば生産組合

14 全国農業協同組合中央会長賞 山形県 山形市 村木沢減反団地組合

14 全国農業協同組合中央会長賞 福岡県 嘉穂町 福岡嘉穂農業協同組合嘉穂支所麦作部会麺研究会

14 社団法人日本蕎麦協会長賞 大分県 本耶馬溪町 本耶馬溪町そば生産振興協議会

14 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 長野県 茅野町 穴山地区営農組合

15 農林水産大臣賞 栃木県 今市市 水無そば組合

15 農林水産省生産局長賞 山形県 飯豊町 有限会社アグリメントなか

15 全国農業協同組合中央会長賞 長野県 開田村 開田村振興公社



15 社団法人日本蕎麦協会長賞 京都府 瑞穂町 財団法人瑞穂町農業公社

15 社団法人日本蕎麦協会長賞 大分県 竹田市 九重野地区担い手育成推進協議会

15 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 常北町 ＪＡ水戸常北生産部会じょうほくそば生産組合

16 農林水産大臣賞 山形県 村山市 大髙根生産組合

16 農林水産省生産局長賞 福島県 舘岩村 会津高原たていわ農産有限会社

16 全国農業協同組合中央会長賞 栃木県 葛巻町 仙波むらづくり推進委員会そば生産部会

16 全国農業協同組合中央会長賞 滋賀県 東近江市 永源寺そば生産部会

16 社団法人日本蕎麦協会長賞 青森県 青森市 西田沢転作組合

16 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 山形県 山形市 本沢集団転作組合

16 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 群馬県 中之条町 有限会社たけやま

16 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 埼玉県 北本市 北本そば生産組合

17 農林水産大臣賞 茨城県 常陸太田市 下新地転作営農組合

17 農林水産省生産局長賞 福井県 大野市 アグリスター６

17 全国農業協同組合中央会長賞 鳥取県 琴浦町 野田集落営農組合

17 社団法人日本蕎麦協会長賞 埼玉県 本庄市 ふれあいの里本泉生産直売部

17 社団法人日本蕎麦協会長賞 岐阜県 関ヶ原町 関ヶ原町ソバ生産組合

17 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 栃木県 佐野市 上牧そば生産部会

17 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 滋賀県 竜王町 竜王町そば振興会

18 農林水産大臣賞 宮崎県 都城市 庄内そば生産組合

18 農林水産省生産局長賞 福島県 猪苗代町 小平潟営農改善組合

18 全国農業協同組合中央会長賞 山形県 米沢市 南原そば部会

18 社団法人日本蕎麦協会長賞 福井県 福井市 毘沙門営農組合

18 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 群馬県 渋川市 行幸田麦作組合

18 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 坂東市 七郷中川土地改良区生産者組合

19 農林水産大臣賞 大分県 豊後高田市 豊後高田そば生産組合

19 農林水産省生産局長賞 福井県 福井市 ハーネス河合

19 全国農業協同組合中央会長賞 山形県 大石田町 白鷺そば生産組合

19 社団法人日本蕎麦協会長賞 新潟県 上越市 牧区大豆・そば生産受託組合

19 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 島根県 松江市 やわたファーム

19 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 滋賀県 東近江市 林田町農業生産組合

20 農林水産大臣賞 長野県 長和町 信濃霧山ダッタンそば生産者組合

20 農林水産省生産局長賞 広島県 庄原市 一木農産加工センター

20 全国農業協同組合中央会長賞 滋賀県 多賀町 多賀そば部会

20 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 新潟県 小千谷市 五辺集団転作組合

20 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 山形県 最上町 最上町そば生産者協議会

20 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 岡山県 真庭市 ひるぜん蕎麦生産部会

21 農林水産大臣賞 長野県 飯島町 有限会社本郷農産サービス

21 農林水産省生産局長賞 青森県 青森市 あおもり海道そばブランド推進協議会

21 全国農業協同組合中央会長賞 岩手県 紫波町 紫波地域そば生産組合協議会

21 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 新潟県 南魚沼市 早川農家組合

21 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 新潟県 十日町市 川西農業生産組織連絡協議会



22 農林水産大臣賞 茨城県 桜川町 竜神農業生産組合

22 農林水産省生産局長賞 北海道 雨竜町 農事組合法人元気クローラ組合

22 全国農業協同組合中央会長賞 福井県 永平寺町 谷口営農組合

22 社団法人日本蕎麦協会長賞 新潟県 津南町 ＮＰＯ法人かねさま蕎麦会

22 社団法人日本蕎麦協会長賞 奈良県 桜井市 笠そば栽培促進協議会

23 農林水産大臣賞 福島県 南会津町 有限会社Ｆ．Ｋ．ファーム

23 農林水産省生産局長賞 新潟県 魚沼市 魚沼そば研究会

23 全国農業協同組合中央会長賞 山梨県 北杜市 農事組合法人清栄

23 社団法人日本蕎麦協会長賞 福井県 越前市 有限会社万葉

23 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 北海道 旭川市 江丹別蕎麦部会

24 農林水産大臣賞 北海道 北竜町 北竜町ひまわりそば生産組合

24 農林水産省生産局長賞 新潟県 妙高市 妙高在来蕎麦振興組合

24 全国農業協同組合中央会長賞 山形県 鶴岡市 宝谷そば生産組合

24 社団法人日本麺類業団体連合会長賞 福島県 喜多方市 会津いいでアグリサポート株式会社

25 農林水産大臣賞 栃木県 那須烏山市 興野そば生産組合

25 農林水産省生産局長賞 滋賀県 米原市 伊吹農業生産組合

25 全国農業協同組合中央会会長賞 岩手県 釜石市 ソバの里組合

25 社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 新潟県 十日町市 有限会社妻有工房かわきた

25 社団法人日本蕎麦協会会長賞 群馬県 みなかみ町 三峰そば組合

25 社団法人日本蕎麦協会会長賞 兵庫県 新温泉町 春来そば生産組合



年度 賞 都道府県 市町村 氏名・団体名

26 農林水産大臣賞 群馬県 高山村 髙栁 克巳

26 農林水産省生産局長賞 長野県 南相木村 南相木村そば生産組合

26 全国農業協同組合中央会会長賞 茨城県 土浦市 萩原 巌

26 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 宮城県 七ヶ宿町 株式会社ゆのはら農産 山田 益広

26 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 茨城県 八千代町 石川 勇

26 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 北海道 上士幌町 杉山 幸昭

26 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 北海道 幌加内町 畑 正男

26 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 新潟県 魚沼市 株式会社イチカラ畑

26 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 山形県 大蔵村 農事組合法人グリーンライスファーム

27 農林水産大臣賞 北海道 新得町 有限会社新得物産サホロ農園

27 農林水産省政策統括官賞 北海道 雄武町 株式会社神門 石井 弘道

27 全国農業協同組合中央会会長賞 新潟県 十日町市 株式会社ばんば

27 全国農業協同組合中央会会長賞 福井県 大野市 松田 長太郎

27 全国農業協同組合中央会会長賞 静岡県 御殿場市 原里地区水田転作管理組合

27 全国農業協同組合中央会会長賞 愛媛県 西予市 そば研究会

27 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 福島県 喜多方市 佐藤 仁

27 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 茨城県 結城市 茂田 正治

27 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 茨城県 土浦市 柳田 操

27 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福島県 会津坂下町 株式会社若宮ばくさく 内海 淳一

27 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福井県 大野市 小畑 龍三

27 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 鹿児島県 霧島市 今村 浩一

27 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 茨城県 境町 倉持 清一郎

27 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 長野県 松本市 株式会社かまくら屋 田中 浩二  

28 農林水産大臣賞 北海道 中標津町 株式会社上原農場　上原 安浩

28 農林水産省政策統括官賞 群馬県 沼田市 藤井 美智男

28 全国農業協同組合中央会会長賞 茨城県 常陸大宮市 藤田 博子

28 全国農業協同組合中央会会長賞 福井県 越前市 農事組合法人ファームはぐり

28 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 茨城県 八千代町 小竹　敏男

28 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 長野県 茅野市 竹内　裕孝

28 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 北海道 音威子府村 音威子府村畑作振興協議会

28 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 城里町 じょうほくそば生産組合

28 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 兵庫県 たつの市 株式会社たつのアグリ　岸野 昇

28 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 岩手県 二戸市 岩誦坊クラブ

28 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 福井県 坂井市 長谷川 源吾

28 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 北海道 江差町 澤口 辰雄

28 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 山形県 鶴岡市 本木  勝美

28 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 長野県 山ノ内町 山ノ内町そば生産振興組合

全国そば優良生産表彰受賞者一覧（平成26年度以降）



28 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 三重県 津市 布引そば大八生産組合

28 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 鹿児島県 志布志市 志布志市そば生産組合

29 農林水産大臣賞 北海道 旭川市 江丹別蕎麦部会

29 農林水産省政策統括官賞 栃木県 栃木市 渡邉　茂

29 全国農業協同組合中央会会長賞 岩手県 紫波町 農事組合法人ゆいっこの里犬草

29 全国農業協同組合中央会会長賞 山形県 酒田市 荒生　隆

29 全国農業協同組合中央会会長賞 茨城県 阿見町 齊藤　正義

29 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 長野県 朝日村 有限会社ダイドー農場  武田 修

29 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 長野県 長野市 戸隠そば生産組合 絆

29 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 沖縄県 大宜味村 大宜味村蕎麦(雑穀類)生産組合

29 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 岩手県 北上市 株式会社西部開発農産　照井 勝也

29 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 滋賀県 多賀町 多賀そば部会

29 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 岐阜県 関ヶ原町 農事組合法人松尾営農組合

29 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 大分県 九重町 農事組合法人くりばる

29 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 秋田県 羽後町 株式会社そば研

29 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 秋田県 能代市 鶴形そば製造加工株式会社

29 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 茨城県 坂東市 株式会社青木農芸　青木 茂和

29 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 茨城県 八千代町 廣瀬　秀月

30 農林水産大臣賞 茨城県 境町 株式会社光ファーム　篠塚 光一

30 農林水産省政策統括官賞 長野県 長野市 塚田　厚

30 全国農業協同組合中央会会長賞 福井県 小浜市 府中第一農業生産組合

30 全国農業協同組合中央会会長賞 静岡県 裾野市 ＪＡなんすん そば部会

30 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 山形県 大蔵村 柿崎　正敏

30 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 群馬県 みどり市 斎藤　保彦

30 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 常陸太田市 岡崎　武

30 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 栃木県 那須塩原市 株式会社ファーム高林坊

30 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 埼玉県 白岡市 吉澤　兵衛

30 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 大分県 由布市 農事組合法人ゆふいん蕎麦農場

30 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 新潟県 妙高市 農事組合法人ふる里妙高

令和元 農林水産大臣賞 福井県 勝山市  農事組合法人エコ・ファームてらお

元 農林水産省政策統括官賞 岐阜県 大野町 目加田　菊次

元 一般社団法人全国農業協同組合中央会会長賞 茨城県 常陸太田市 鯉渕　功

元 一般社団法人全国農業協同組合中央会会長賞 福井県 勝山市 内田　東市

元 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 秋田県 鹿角市 農事組合法人大里ファーム

元 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 福島県 郡山市 中野生産組合

元 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 茨城県 筑西市 山口　一夫

元 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 秋田県 横手市 農事組合法人きずな

元 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福井県 南越前町 笛吹　巧

元 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 千葉県 千葉市 森井　明男



元 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 福井県 越前市 農事組合法人弘法大師ファームみつまた

元 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 長野県 長野市 小池　知永

2 農林水産大臣賞 北海道 佐呂間町 株式会社はまほろ　楢林 克幸

2 農林水産省政策統括官賞 茨城県 古河市 有限会社倉持農園サービス

2 一般社団法人全国農業協同組合中央会会長賞 北海道 浦幌町 松本　清史

2 一般社団法人全国農業協同組合中央会会長賞 群馬県 高崎市 農事組合法人浜川

2 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 栃木県 鹿沼市 日晃そばグループ（日晃そば生産振興協力会）

2 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 長野県 長野市 農業生産法人有限会社蕎麦の國　徳重寛司

2 一般社団法人日本麺類業団体連合会会長賞 福井県 越前市 農事組合法人ファーム広瀬

2 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 山形県 鶴岡市 農事組合法人宝谷

2 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 茨城県 桜川市 藤田　剛誌

2 全国蕎麦製粉協同組合理事長賞 福井県 大野市 農事組合法人グリーンコーポ麻生島

2 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 秋田県 にかほ市 横岡稲倉そば生産組合

2 一般社団法人日本蕎麦協会会長賞 富山県 南砺市 農事組合法人ひろやす

2 一般社団法人日本蕎麦協会会奨励賞 秋田県 大仙市  余目地域活性化対策いきいき会議協議会 余目そば栽培研究会

※市町村名は受賞時の名称。平成26年度から「農家の部」「集団の部」部門分けを廃止。
　「一般社団法人 日本蕎麦協会奨励賞」は平成28年度より新設。


