
認定番号 認定者氏名 所属組合名
3 中倉　恒政 能登杜氏組合
11 鈴木　政幸 信州酒造技術研究会
19 菊池　良充 信州酒造技術研究会
20 小松　正史 信州酒造技術研究会
21 山本　　司 信州酒造技術研究会
23 千野　麻里子 信州酒造技術研究会
24 曽我　彰彦 信州酒造技術研究会
25 中島　一男 信州酒造技術研究会
27 杉原　逸夫 信州酒造技術研究会
28 大澤　　実 信州酒造技術研究会
30 髙橋　寿知 信州酒造技術研究会
31 柳澤　　清 信州酒造技術研究会
33 平林　和之 信州酒造技術研究会
34 那須　賢二 信州酒造技術研究会
42 田中　良一 新潟酒造技術研究会
49 平田　正行 新潟酒造技術研究会
54 工藤　賢也 新潟酒造技術研究会
58 石井　治幸 新潟酒造技術研究会
61 宇野　雅紀 新潟酒造技術研究会
64 木村　伸一 新潟酒造技術研究会
66 滝沢　昌哉 新潟酒造技術研究会
68 小島　喜代輝 丹波杜氏組合
70 青木　卓夫 丹波杜氏組合
75 宮田　　宏 丹波杜氏組合
78 五十嵐　文也 丹波杜氏組合
98 藤尾　正彦 （一社）南部杜氏協会
100 髙橋　正芳 （一社）南部杜氏協会
102 高橋　　康 （一社）南部杜氏協会
107 小泉　義雄 （一社）南部杜氏協会
108 佐々木　政利 （一社）南部杜氏協会
110 鈴木　　智 （一社）南部杜氏協会
111 高田　周作 （一社）南部杜氏協会
112 二宮　一行 （一社）南部杜氏協会
114 井上　裕史 （一社）南部杜氏協会
118 梅井　利行 （一社）南部杜氏協会
119 栗山　雅明 （一社）南部杜氏協会
120 門脇　豊彦 （一社）南部杜氏協会
121 相澤　晶子 （一社）南部杜氏協会
122 佐藤　　企 （一社）南部杜氏協会
123 小野寺　邦夫 （一社）南部杜氏協会
124 川石　光佐 （一社）南部杜氏協会
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125 堀江　計全 （一社）南部杜氏協会
126 太田　茂典 （一社）南部杜氏協会
127 長瀬　裕彦 （一社）南部杜氏協会
128 阿部　　毅 会津杜氏会
129 箭内　和広 会津杜氏会
132 津佐　幸明 会津杜氏会
133 柏木　純子 会津杜氏会
136 照井　俊男 山内杜氏組合
137 齊藤　泰幸 山内杜氏組合
144 加藤　　均 山内杜氏組合
148 佐々木　亮博 山内杜氏組合
149 石沢　繁昌 山内杜氏組合
150 一関　　仁 山内杜氏組合
156 坂口　幸夫 能登杜氏組合
157 干場　正行 能登杜氏組合
158 家　　　修 能登杜氏組合
159 山本　輝幸 能登杜氏組合
161 畠中　利雄 能登杜氏組合
162 畑山　　浩 能登杜氏組合
163 中井　　均 能登杜氏組合
165 礒見　邦博 能登杜氏組合
166 永山　貴博 大津杜氏組合
167 仲間　史彦 大津杜氏組合
194 重田　法一 信州酒造技術研究会
196 高沢　賀代子 信州酒造技術研究会
199 塩川　和広 新潟酒造技術研究会
200 市橋　幸則 新潟酒造技術研究会
205 阿部　茂夫 新潟酒造技術研究会
206 山口　為由 新潟酒造技術研究会
207 小池　善一郎 新潟酒造技術研究会
211 八島　公玲 丹波杜氏組合
212 村崎　哲也 丹波杜氏組合
213 中川　博基 丹波杜氏組合
235 藤原　健一 （一社）南部杜氏協会
240 佐々木　圭八 （一社）南部杜氏協会
242 上川　隆造 （一社）南部杜氏協会
248 熊谷　利夫 （一社）南部杜氏協会
251 上源　英樹 （一社）南部杜氏協会
252 高野　　敦 （一社）南部杜氏協会
256 北場　広治 （一社）南部杜氏協会
259 中　三郎 能登杜氏組合
268 片桐　清司 新潟酒造技術研究会
271 田中　毅 新潟酒造技術研究会
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272 早津　宏 新潟酒造技術研究会
273 樋口　宗由 新潟酒造技術研究会
279 倉垣　時弘 丹波杜氏組合
280 小田原　利昭 丹波杜氏組合
282 南部　孝春 但馬杜氏組合
289 高橋　善勝　 （一社）南部杜氏協会
291 佐々木　俊明 （一社）南部杜氏協会
292 佐藤　吉宏 （一社）南部杜氏協会
293 持地　良雄 能登杜氏組合
294 伊藤　正和 能登杜氏組合
295 安井　利晴 能登杜氏組合
298 佐伯　修三 大津杜氏組合
299 小原　昭 高知県杜氏組合
300 粂野　敦志 高知県杜氏組合
301 福留　幸一 高知県杜氏組合
302 高木　直之 高知県杜氏組合
303 大原　哲男 高知県杜氏組合
304 西原　一民 高知県杜氏組合
305 浅野　徹 高知県杜氏組合
306 河野　幸良 高知県杜氏組合
308 駒村　浩司 信州酒造技術研究会
310 湯川　慎一 信州酒造技術研究会
317 中澤　俊治朗 丹波杜氏組合
318 渋谷　享志 丹波杜氏組合
319 岡　幹起 丹波杜氏組合
322 松本　幸也 但馬杜氏組合
330 尾木　芳之 高知県杜氏組合
332 後藤　潤 九州酒造杜氏組合
333 村松　裕也 信州酒造技術研究会
334 竹内　伸一 新潟酒造技術研究会
335 石川　博規 新潟酒造技術研究会
336 上石　修治 新潟酒造技術研究会
337 米田　安巳 丹波杜氏組合
338 原田　徳英 丹波杜氏組合
339 直町　昊悦 （一社）南部杜氏協会
341 本多　正美 山内杜氏組合
343 四家　裕 能登杜氏組合
344 山内　邦弘 能登杜氏組合
345 矢部　允一 高知県杜氏組合
346 髙橋　美絵 信州酒造技術研究会
347 漆戸　貴彦 信州酒造技術研究会
348 長谷川　良昭 新潟酒造技術研究会
349 中野　義一 新潟酒造技術研究会
352 廣島　達彦 新潟酒造技術研究会
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353 畑下　政美 能登杜氏組合
354 西原　光志 能登杜氏組合
355 西出　裕恒 能登杜氏組合
356 北川　真治 能登杜氏組合
357 松浦　宏行 信州酒造技術研究会
359 田中　勉 新潟酒造技術研究会
360 棚村　靖 新潟酒造技術研究会
361 西垣　昌弘 但馬杜氏組合
362 藤原　義孝 （一社）南部杜氏協会
363 岡田　謙治 能登杜氏組合
366 佐相　道宏 信州酒造技術研究会
367 飯塚　泰一 新潟酒造技術研究会
368 浅野　宏文 新潟酒造技術研究会
369 野水　万寿生　 新潟酒造技術研究会
373 中村　稔彦 丹波杜氏組合
374 金子　義孝 但馬杜氏組合
375 向井　久仁子 但馬杜氏組合
376 井坂　喬昭 但馬杜氏組合
377 喜多　整 能登杜氏組合
378 杉本　和寛 能登杜氏組合
379 梶塚　英夫 能登杜氏組合
380 山賀　基良 新潟酒造技術研究会
381 白井　伸児 新潟酒造技術研究会
382 奥藤　利文 但馬杜氏組合
383 畠　康造 但馬杜氏組合
384 須川　陽司 但馬杜氏組合
386 相川　元庸 但馬杜氏組合
387 中島　伸一郎 会津杜氏会
389 山田　耕司 能登杜氏組合
390 小林　武司 能登杜氏組合
391 今岡　稔晶 出雲杜氏組合
392 高橋　慶次 但馬杜氏組合
393 木谷　太津男 能登杜氏組合
395 髙田　直樹 広島杜氏組合
397 石川　達也 広島杜氏組合
399 荒谷　昭夫 広島杜氏組合
400 友安　浩司 広島杜氏組合
401 沖永　浩一郎 広島杜氏組合
402 椋田　茂 広島杜氏組合
403 長瀬　護 信州酒造技術研究会
404 西村　和彦 信州酒造技術研究会
405 小佐　光浩 丹波杜氏組合
406 岡本　隆志 丹波杜氏組合
407 勝原　誠 但馬杜氏組合
408 池成　均 但馬杜氏組合
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410 大名　泰輔 広島杜氏組合
411 金光　秀起 広島杜氏組合
412 藤井　雅夫 広島杜氏組合
413 長谷川　勝久 広島杜氏組合
414 平田　英二 広島杜氏組合
415 小島　達也 出雲杜氏組合
416 中野　淳 信州酒造技術研究会
417 神谷　尚宏 新潟酒造技術研究会
418 池田　功 但馬杜氏組合
419 河嶋　雅基 但馬杜氏組合
420 山上　道広 但馬杜氏組合
421 佐藤　全 （一社）南部杜氏協会
422 外村　一 能登杜氏組合
423 山﨑　義幸 信州酒造技術研究会
424 鈴木　達也 信州酒造技術研究会
425 竹内　重彦 信州酒造技術研究会
426 柳沢　悟 信州酒造技術研究会
427 山口　孝 信州酒造技術研究会
428 高橋　龍輔 信州酒造技術研究会
429 木村　明裕 新潟酒造技術研究会
430 大竹　豪 新潟酒造技術研究会
431 藤野　正次 新潟酒造技術研究会
432 池浦　隆太郎 新潟酒造技術研究会
433 大井　源一郎 新潟酒造技術研究会
434 籠瀬　信幸 新潟酒造技術研究会
435 岩崎　豊 新潟酒造技術研究会
436 小林　幹男 新潟酒造技術研究会
437 富田　祐介 但馬杜氏組合
438 松本　晋二 但馬杜氏組合
439 梅澤　努 （一社）南部杜氏協会
440 熊谷　茂夫 （一社）南部杜氏協会
441 小野　裕美 （一社）南部杜氏協会
442 奥村　康太郎 （一社）南部杜氏協会
443 八重樫　次幸 （一社）南部杜氏協会
444 中　鎮夫 能登杜氏組合
445 山村　純平 九州酒造杜氏組合
446 庄司　隆宏 九州酒造杜氏組合
447 竹田　瑠典 九州酒造杜氏組合
448 伴　光博 丹波杜氏組合
449 橋口　弘 丹波杜氏組合
450 喜多　正諭 大和杜氏会
451 濵村　洋平 広島杜氏組合
452 小川　義明 丹波杜氏組合
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