
≪第４回 全国豆腐品評会 出場者・エントリー製品一覧≫ 
 

（平成 30年 9月 29日開催、敬称略） 
 

 

【長野地区大会】     『第 21 回 長野県豆腐品評会』 （平成 30 年 2 月 15 日（木）開催）                         （参加事業者数：16 社・51 点） 

木綿豆腐の部      １位 『手塩にかけた伍郎のもめん』        ／(名)富成伍郎商店             （長野県松本市） 

            ２位 『撰 もめん豆腐』             ／㈱田中屋                 （長野県木曽郡） 

            ３位 『まんてんの里』              ／㈱マスダ宮田とうふ工房          （長野県上伊那郡） 

            ４位 『長野県産大豆使用 もめん 蔵』      ／㈱田内屋                 （長野県松本市） 

            ５位 『信州の貴婦人』              ／㈲塚田五六商店              （長野県長野市） 
 

絹ごし豆腐の部     １位 『撰きぬごし豆腐』             ／㈱田中屋                 （長野県木曽郡） 

            ２位 『長野県産大豆使用 きぬ 蔵』       ／㈱田内屋                 （長野県松本市） 

            ３位 『手塩にかけた伍郎のきぬ』         ／(名)富成伍郎商店             （長野県松本市） 

            繰上 『善光寺きぬ』               ／㈲八光食品工業              （長野県長野市） 

            繰上 『最高級極上とうふ』            ／㈱マスダ宮田とうふ工房          （長野県上伊那郡） 
 

【北海道地区】      『第 3 回 北海道エリア予選会』 （平成 30 年 6 月 15 日（金）開催）                         （参加事業者数：20 社・57 点） 

木綿豆腐の部      １位 『特上木綿とうふ』             ／㈱豆太                  （北海道札幌市） 

            ２位 『今金こまち豆腐』             ／小西豆腐店                （北海道瀬棚郡） 

            ３位 『つるの子もめん豆腐』           ／㈱うのや藤井               （北海道北広島市） 

            繰上 『ＨＡＮＡＭＩＺＵＫＩもめん』       ／伊丹食品㈱                （北海道札幌市） 

            繰上 『十勝もめん』               ／オシキリ食品㈱               (北海道江別市) 
 

絹ごし豆腐の部     １位 『名水きぬ』                ／㈲湧水の里                （北海道虻田郡） 

            ２位 『特上きぬとうふ』             ／㈱豆太                  （北海道札幌市） 

            ３位 『北海道産大豆 100％ 冷やっこ絹豆腐』   ／マルカワ食品㈱              （北海道札幌市） 
 

寄せ・おぼろ豆腐の部    繰上 『今金こまち寄せ豆腐』           ／小西豆腐店                （北海道瀬棚郡） 

            ３位 『北海道産大豆 100％ おぼろ豆腐』     ／マルカワ食品㈱              （北海道札幌市） 

            ４位 『ざる豆腐』                ／伊丹食品㈱                （北海道札幌市） 

            ５位 『特上寄せとうふ』             ／㈱豆太                  （北海道札幌市） 

            繰上 『ふんわりふわふわ寄せ』          ／㈲湧水の里                （北海道虻田郡） 
 

充填豆腐の部      １位 『特上まるとうふ（３入）』         ／㈱豆太                  （北海道札幌市） 

            繰上 『ざる豆腐 絹』              ／オシキリ食品㈱               (北海道江別市) 

            ５位 『ＨＡＮＡＭＩＺＵＫＩとろきぬ』      ／伊丹食品㈱                （北海道札幌市） 

            繰上 『北海絹豆腐』               ／㈱やまぐち食品              （北海道恵庭市） 
 

【東北地区】       『第 4 回 全国豆腐品評会 東北地区大会』 （平成 30 年 6 月 24 日（日）開催）                  （参加事業者数：20 社・60 点） 

木綿豆腐の部      金賞 『はらから もめんとうふ』         ／社会福祉法人はらから福祉会 蔵王すずしろ （宮城県刈田郡） 

            銀賞 『もめん豆腐（塩で食べるとおいしい豆腐）』  ／豆腐屋おはら               （福島県喜多方市） 

            銅賞 『極上もめん豆腐』             ／ささはら豆腐店              （宮城県仙台市） 

            ４位 『本にがり 木綿豆腐』           ／（合資）金谷豆腐店            （宮城県塩釜市） 
 

絹ごし豆腐の部     金賞 『シロメ絹』                ／兎豆屋                  （宮城県仙台市） 

            銀賞 『復興豆腐 絹ごし』            ／マサキ食品                （宮城県気仙沼市） 

            銅賞 『たま絹』                 ／兎豆屋                  （宮城県仙台市） 

            ４位 『極上きぬ豆腐』              ／ささはら豆腐店              （宮城県仙台市） 
 

寄せ・おぼろ豆腐の部    金賞 『づんだおぼろ』              ／兎豆屋                  （宮城県仙台市） 

            銀賞 『茶豆おぼろとうふ』            ／伊東豆腐店                （宮城県仙台市） 

            銅賞 『青豆おぼろ』               ／ささはら豆腐店              （宮城県仙台市） 

            ４位 『くまさんのカップおぼろ』         ／熊沢豆腐店                （宮城県仙台市） 

            ５位 『はらから だいず香る青ばた寄せとうふ』  ／社会福祉法人はらから福祉会 蔵王すずしろ （宮城県刈田郡） 

            ６位 『fifth generation of tofu』      ／㈲大椙食品                （福島県東白川郡） 

            ７位 『茶豆おぼろ』               ／兎豆屋                  （宮城県仙台市） 

            ８位 『はらから だいず香るまるっと！寄せとうふ』／社会福祉法人はらから福祉会 蔵王すずしろ （宮城県刈田郡） 
 

充填豆腐の部      金賞 『はらから 秘伝の絹』           ／社会福祉法人はらから福祉会 蔵王すずしろ （宮城県刈田郡） 

            銀賞 『豆幻郷（とうげんきょう）』        ／豆腐屋おはら               （福島県喜多方市） 

            繰上 『茶豆・絹ごし豆腐』            ／マルト食品㈱               （宮城県亘理郡） 
 

【中国・四国地区】   『第 4 回 全国豆腐品評会中国四国地区大会』 （平成 30 年 6 月 24 日（日）開催）                （参加事業者数：19 社・48 点） 

木綿豆腐の部      金賞 『豆腐屋さんの超特撰木綿』         ／とうふ屋うかわ              （香川県高松市） 

            銅賞 『木綿小分けで２回分』           ／さとの雪食品㈱              （徳島県鳴門市） 

            繰上 『「生」豆腐手作りもめん仕立て』       ／ヒロカワフーズ㈱             （広島県尾道市） 
 

絹ごし豆腐の部     金賞 『絹とうふ』                ／平尾とうふ店               （鳥取県鳥取市） 

            銀賞 『北海道産とよまさり美味しいとうふ絹ごし』 ／さとの雪食品㈱              （徳島県鳴門市） 

            銅賞 『「生」豆腐手作りきぬ仕立て』        ／ヒロカワフーズ㈱             （広島県尾道市） 

            入賞 『ウルトラトーフ』             ／㈱早瀬食品                （岡山県津山市） 
 

寄せ・おぼろ豆腐の部   金賞 『豆腐屋さんの超特撰おぼろ』        ／とうふ屋うかわ              （香川県高松市） 

            銀賞 『ネコ豆腐』                ／㈲村のおっさん              （徳島県名東郡） 

            銅賞 『美しく作るざるとうふ』          ／㈱早瀬食品                （岡山県津山市） 

            入賞 『おぼろとうふ』              ／㈲網喜代                 （香川県仲多度郡） 
 

充填豆腐の部      金賞 『銭型豆腐』                ／㈱カンショク               （香川県観音寺市） 

            銀賞 『こくとろ。』                ／さとの雪食品㈱              （徳島県鳴門市） 

            繰上 『充填こいまろブラザー』          ／中央食品㈱                （香川県高松市） 

            繰上 『栄養絹ごし袋豆腐』            ／㈱青木食品                （高知県土佐市） 
 

【関東地区】       『全国豆腐品評会関東地区大会/うまい豆腐選手権』 （平成 30 年 7 月 1 日（日）開催）            （参加事業者数：56 社・140 点） 

木綿豆腐の部      金賞 『特選木綿』                ／㈱とうふ工房ゆう             （東京都青梅市） 

銀賞 『幻の極上 木綿豆腐』           ／とうふ工房 味華             （群馬県桐生市） 



繰上 『霜里もめん豆腐』             ／㈲とうふ工房わたなべ           （埼玉県比企郡） 

５位 『特上 木綿豆腐』             ／㈲三善豆腐工房              （東京都墨田区） 

６位 『まんてん 木綿』             ／手づくり豆腐 まんてん          （埼玉県秩父市） 

７位 『特選 国産大豆 木綿』          ／㈱日本栄養給食協会            （栃木県下野市） 

８位 『神崎とうふ もめん』           ／豊島屋とうふ店              （東京都小平市） 

９位 『白兎堂 もめん』             ／岡豆腐店㈱                （埼玉県さいたま市） 

10 位 『木綿豆腐』                ／㈲武蔵屋食品 栗原豆腐店         （東京都新宿区） 

11 位 『菜の花とうふ（木綿）』           ／豊産商事㈱                （千葉県鴨川市） 

12 位 『四代目 木綿』              ／㈲小野田商店               （東京都中野区） 

13 位 『ソフトもめん豆腐』            ／金沢豆腐店                （静岡県富士市） 
 

絹ごし豆腐の部     金賞 『弟が作った絹ごし豆腐』          ／㈱とうふ工房ゆう             （東京都青梅市） 

繰上 『霜里きぬ豆腐』              ／㈲とうふ工房わたなべ           （埼玉県比企郡） 

４位 『菜の花とうふ（絹）』            ／豊産商事㈱                （千葉県鴨川市） 

５位 『秘伝の絹』                ／㈲三善豆腐工房              （東京都墨田区） 

６位 『絹豆腐』                 ／越路屋豆腐店               （神奈川県川崎市） 

７位 『忠兵衛とうふ 武蔵きぬ』         ／豆富司みしまや              （東京都大田区） 

８位 『豆吉 青大豆 絹』            ／豆吉                   （神奈川県横浜市） 

９位 『絹ごし豆腐』               ／よこはま豆腐工房             （神奈川県横浜市） 

10 位 『とうふ工房 味華 絹豆腐』        ／とうふ工房 味華             （群馬県桐生市） 

繰上 『茨城在来 絹』              ／㈲小野田商店               （東京都中野区） 

13 位 『神崎とうふ 絹ごし』           ／豊島屋とうふ店              （東京都小平市） 

14 位 『中村農園 手寄せ絹』           ／㈱中村農園                （新潟県長岡市） 

15 位 『秘伝の絹ごし』              ／湯河原 十二庵              （神奈川県足柄下郡） 

繰上 『あにき』                 ／とうふの泰平屋㈱             （神奈川県横浜市） 
 

寄せ・おぼろ豆腐の部    金賞 『特選よせとうふ』             ／㈱とうふ工房ゆう             （東京都青梅市） 

銀賞 『あづま朧』                ／㈲三善豆腐工房              （東京都墨田区） 

銅賞 『肴豆のおぼろとうふ』           ／㈲嘉平豆腐店               （新潟県燕市） 

４位 『行田在来 寄せ豆富』           ／（社福） 一粒 自然食工房 こぽす    （埼玉県鴻巣市） 

５位 『豆吉 寄せ』               ／豆吉                   （神奈川県横浜市） 

６位 『雫 小糸寄せ』              ／榊原豆腐店                （千葉県銚子市） 

７位 『霜里おぼろ豆腐』             ／㈲とうふ工房わたなべ           （埼玉県比企郡） 

８位 『忠兵衛 おぼろとうふ』          ／豆富司みしまや              （東京都大田区） 

繰上 『ざる豆腐』                ／金沢豆腐店                （静岡県富士市） 

11 位 『中村農園 おぼろ』            ／㈱中村農園                （新潟県長岡市） 

12 位 『茨城在来 よせ』             ／㈲小野田商店               （東京都中野区） 

13 位 『磨き寄せ』                ／㈱三和豆水庵               （茨城県古河市） 

14 位 『香り豆 よせとうふ』           ／㈱染野屋                 （静岡県島田市） 
 

充填豆腐の部      金賞 『大豆物語（茨城在来）』           ／㈱染野屋                 （茨城県取手市） 

銀賞 『特選 やしおきぬ』            ／㈱日本栄養給食協会            （栃木県下野市） 

銅賞 『いっぴん豆腐』              ／㈱山久食品                （山梨県笛吹市） 
 

【九州・沖縄地区】    『全国豆腐品評会 九州・沖縄地区大会』 （平成 30 年 8 月 4 日（土）開催）                   （参加事業者数：26 社・63 点） 

木綿豆腐の部      金賞 『濃厚絞り出し豆腐 木綿』         ／㈲くすもと食品              （鹿児島県薩摩川内市） 

            銀賞 『八天狗 もめん』             ／森政食品                 （福岡県嘉麻市） 

            銅賞 『糸島産こだわりもめん豆腐』        ／㈱糸島フーズ               （福岡県糸島市） 

本選出場 『木綿豆腐』                ／㈱梅の花 久留米セントラルキッチン    （福岡県久留米市） 
 

絹ごし豆腐の部     金賞 『絹ごし豆腐』               ／㈱梅の花 久留米セントラルキッチン    （福岡県久留米市） 

            銀賞 『絹ごし豆腐』               ／㈲尾﨑食品                （長崎県島原市） 

            銅賞 『きぬ』                  ／㈲川口商店                （熊本県天草市） 
 

寄せ・おぼろ豆腐の部    金賞 『エメラルド豆富』             ／吉住豆腐店                （熊本県下益城郡） 

            金賞 『濃厚絞り出し 寄せ豆腐』         ／㈲くすもと食品              （鹿児島県薩摩川内市） 

            銅賞 『濃厚おぼろ豆腐』             ／まごとうふ                （沖縄県宮古島市） 

          本選出場 『二代目川辺』               ／㈱親父のガンコとうふ           （熊本県球磨郡） 

          本選出場 『八天狗おぼろ』              ／森政食品                 （福岡県嘉麻市） 

          本選出場 『特選石臼挽きおぼろ』           ／豆の力屋 いづみ産業㈲          （大分県大分市） 

          本選出場 『糸島産おぼろ豆腐』            ／㈱糸島フーズ               （福岡県糸島市） 
 

充填豆腐の部      金賞 『元気とうふ 有機ミニ』          ／マルキン食品㈱              （熊本県熊本市） 

            銀賞 『佐嘉平川屋のとっても濃い豆腐』      ／㈲平川食品工業              （佐賀県武雄市） 

            銅賞 『濃厚絞り出し豆腐 絹ごし』        ／㈲くすもと食品              （鹿児島県薩摩川内市） 

          本選出場 『ゆきほまれとうふ』            ／㈱丸美屋                 （熊本県玉名郡） 

          本選出場 『絹美人』                 ／㈲虎屋食品                （大分県豊後大野市） 
 

【近畿地区】       『第 4 回全国豆腐品評会近畿大会』 （平成 30 年 8 月 19 日（日）開催）                       （参加事業者数：33 社・81 点） 

木綿豆腐の部      １位 『しお学舎の生にがり もめん』       ／今井とうふ                （大阪府和泉市） 

            ２位 『梅の花 木綿豆腐』            ／㈱梅の花 京都セントラルキッチン     （京都府綴喜郡） 

            ３位 『にがり木綿豆腐』             ／㈱島津屋                 （大阪府大阪市） 

            ４位 『はんなりもめん』             ／京の地豆腐 久在屋            （京都府京都市） 

            ５位 『善峰木綿』                ／上田とうふ㈱               （京都府京都市） 

            ６位 『徳松豆腐』                ／井川とうふ店               （大阪府大阪市） 
 

絹ごし豆腐の部     繰上 『にがり豆腐』               ／織田商店                 （大阪府堺市） 

            ３位 『にがり絹豆腐』              ／㈱島津屋                 （大阪府大阪市） 

            ４位 『山本の豆腐（にがりきぬこし）』      ／山本とうふ店               （奈良県五條市） 

            ５位 『極旨絹』                 ／豆腐工房 味八喜多             （兵庫県尼崎市） 

            ６位 『上田の絹こし』              ／上田とうふ㈱               （京都府京都市） 

            ７位 『大吟醸 絹こし豆腐』            ／㈱八雲                  （兵庫県神戸市） 

            繰上 『永井の純絹』               ／永井の純とうふ              （京都府京都市） 
 

寄せ・おぼろ豆腐の部   １位 『おぼろ豆腐』               ／㈱島津屋                 （大阪府大阪市） 
            ２位 『しお学舎の生にがり おぼろ』       ／今井とうふ                （大阪府和泉市） 
            ３位 『こうじいらず』              ／豆風花                  （奈良県生駒郡） 



            ４位 『すくい豆腐』               ／井川とうふ店               （大阪府大阪市） 

            ５位 『大吟醸 おぼろ豆腐』            ／㈱八雲                  （兵庫県神戸市） 

            ６位 『海精にがりおぼろ』            ／㈲近藤豆腐店               （奈良県天理市） 

            ７位 『まったりおぼろ』             ／京の地豆腐 久在屋            （京都府京都市） 

            ８位 『おぼろ』                 ／㈲京とうふかわむら            （京都府京都市） 
 

充填豆腐の部      １位 『充填絹』                 ／㈲京とうふかわむら            （京都府京都市） 

            ２位 『京ふたり』                ／京の地豆腐 久在屋            （京都府京都市） 

            ３位 『ふくろ豆腐』               ／武内食品㈱                （兵庫県たつの市） 

            ４位 『絹香』                  ／上田とうふ㈱               （京都府京都市） 
 

【中部・北陸地区】    『第４回全国豆腐品評会中部・北陸大会』 （平成 30 年 8 月 19 日（日）開催）                    （参加事業者数：21 社・44 点） 

木綿豆腐の部      １位 『日本の大豆 木綿』            ／㈱川原                  （愛知県名古屋市） 

            ２位 『能登生とうふ』              ／日月豆腐店                （石川県輪島市） 

            ３位 『にがりもめん豆腐』            ／こだま食品                （愛知県名古屋市） 

            ４位 『とうふやもめん』             ／㈱伊勢福                 （三重県伊勢市） 
 

絹ごし豆腐の部     １位 『日本の大豆 絹こし』           ／㈱川原                  （愛知県名古屋市） 

            ２位 『花なり絹とうふ』             ／㈲辻豆腐店                （愛知県豊川市） 

            ３位 『谷口屋の絹どうふ』            ／㈲谷口屋                 （福井県坂井市） 

            繰上 『記まじめ！つるりつるり絹とうふ』     ／㈱山下ミツ商店              （石川県白山市） 

            ６位 『にこやの絹』               ／にこや本店                （愛知県碧南市） 
 

寄せ・おぼろ豆腐の部   １位 『豆の香 おぼろ』             ／㈱川原                  （愛知県名古屋市） 

            繰上 『ざる豆腐』                ／㈲辻豆腐店                （愛知県豊川市） 

            ４位 『愛知の大豆 100％ 寄せ豆腐』       ／㈱寺部食品                （愛知県豊川市） 

            繰上 『濃厚おぼろ豆腐』             ／こだま食品                （愛知県名古屋市） 

            ８位 『よせ豆腐 美里』             ／㈱くすむら                （愛知県名古屋市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総参加事業者数：２１１社・出品総数５３７点） 

決勝出場事業者数９８社・出品数１６１点 


