
≪〜日本一旨い豆腐を決める～全国豆腐品評会 出場者・エントリー一覧（予定）≫ 
 

（平成 28年 10月 11日現在、敬称略） 

 

【長野地区予選】     『第 19回 長野県豆腐品評会』 （平成 28年 2月 3日（水）開催）                    （参加数：25事業社・64品） 

木綿豆腐の部      金賞 『善光寺平もめん』             ／㈲八光食品工業        （長野県長野市） 

            銀賞 『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） 

            銅賞 『撰もめんとうふ』             ／田中屋            （長野県木曽郡） 

 

絹ごし豆腐の部     金賞 『撰きぬこしとうふ』            ／田中屋            （長野県木曽郡） 

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

            銅賞 『長野県産大豆使用きぬ藏』         ／㈱田内屋           （長野県松本市） 

 

寄せ・おぼろ豆腐の部  金賞 『おぼろ豆腐』               ／洞沢豆富店          （長野県松本市） 

            銀賞 『信州大豆おぼろ豆腐』           ／㈲八光食品工業        （長野県長野市） 

            銅賞 『ザル豆腐』                ／㈲末広屋           （長野県木曽郡） 

 

【中国・四国地区予選】 『第 1回 中国四国地区で旨い豆腐を決める品評会 in香川』 （平成 28年 6月 26日（日）開催）  （参加数：30事業社・49品） 

木綿豆腐の部      金賞 『もめん豆腐』               ／㈲新城生産組合 豆道楽    （愛媛県西予市） 

            銀賞 『逸品味もめんとうふ』           ／豆匠庵            （高知県高知市） 

            銅賞 『もめんとうふ』              ／㈱カンショク         （香川県観音寺市） 

 

絹ごし豆腐の部     金賞 『青大豆豆腐』               ／㈲ひらい食品         （岡山県津山市） 

            銀賞 『塩崎さんちの冷奴豆腐』          ／坂出食品㈲          （香川県坂出市） 

            銅賞 『こだわり絹ごし』             ／㈲角久            （島根県安来市） 

 

寄せ・おぼろ豆腐の部  金賞 『ネコ豆腐』                ／㈲村のおっさん        （徳島県佐那河内村） 

            銀賞 『おぼろとうふ』              ／平尾とうふ店         （鳥取県鳥取市） 

            銅賞 『今高野ざるとうふ』            ／㈱とうふ工房ちだち      （広島県世羅市） 

 

充填豆腐の部      金賞 『充填こいまろ青大豆』           ／㈲村のおっさん        （徳島県佐那河内村） 

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

            銅賞 『おいしい冷奴』              ／㈱カンショク         （香川県観音寺市） 

 

【近畿地区予選】     『第 1回 近畿地区で一番旨い豆腐を決める品評会 in京都』 （平成 28年 7月 10日（日）開催）  （参加数：39事業者・90品） 

木綿豆腐の部      金賞 『徳松豆腐』                ／井川とうふ店          (大阪府大阪市) 

            銀賞 『しお学舎の生にがりもめん』        ／今井とうふ           (大阪府和泉市) 

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

 

絹ごし豆腐の部     金賞 『はんざ』                 ／吉田食品            (京都府京都市) 

            銀賞 『みやぎしろめ大豆のとろとろ絹こしとうふ』 ／みよし食品㈱          (大阪府豊中市) 

            銅賞 『にがり豆腐』               ／織田商店            (大阪府堺市) 

 

寄せ・おぼろ豆腐の部  金賞 『しお学舎の生にがりおぼろ』        ／今井とうふ           (大阪府和泉市) 

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

            銅賞 『ざる入り豆腐』              ／㈲白川             (大阪府大阪市) 

 

充填豆腐の部      金賞 『京白丹波大豆絹こし』           ／上田とうふ㈱          (京都府京都市) 

            銀賞 『銀のおぼろ』               ／㈱ナカシタトウフ        (和歌山県和歌山市) 

            銅賞 『にがり絹京都』              ／伊賀屋食品工業㈱        (京都府城陽市) 

 

【関東地区予選】     『全国豆腐品評会 関東地区予選会』 （平成 28年 7月 24日（日）開催）                 （参加数：62事業者・147品） 

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

            銀賞 『菜の花とうふ もめん』          ／豊産商事㈱           (千葉県鴨川市) 

            銅賞 『木綿豆腐』                ／大豆乃館㈱          （栃木県宇都宮市） 

 

絹ごし豆腐の部     金賞 『菜の花とうふ きぬ』           ／豊産商事㈱          （千葉県鴨川市） 

            銀賞 『幻の極 絹ごし豆腐』           ／とうふ工房 味華       （群馬県桐生市） 

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

 

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 『「権座」よせ』               ／小野田商店           (東京都中野区) 

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

 

充填豆腐の部      金賞 『国産大豆なめらかとうふ』         ／さとの雪食品㈱        （静岡県御殿場市） 

            銀賞 『北の大豆 絹』              ／太子食品工業         （栃木県日光市） 

            銅賞 『森永絹ごしとうふ』            ／森永乳業㈱          （東京都港区） 

 

【九州・沖縄地区予選】  『第１回 九州・沖縄地区豆腐品評会』 （平成 28年 8月 21日（日）開催）                （参加数：40事業者・96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 『やわらかもめん豆腐』           ／森政食品            (福岡県嘉麻市) 

            銅賞 『できたて』                ／㈲佐脇商店          （大分県佐伯市） 

 

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

            銀賞 『大地の力 絹ごし』            ／㈱オーケーフーズ       （熊本県菊池郡） 

            銅賞 『九州一絹ごし豆腐』            ／九一庵食品協業組合      （長崎県大村市） 

 



寄せ・おぼろ豆腐の部  金賞 『京』                   ／㈲たしろ屋           (熊本県熊本市) 

            銀賞 『石臼挽きとうふ おぼろ』         ／豆の力屋 いづみ産業㈲     (大分県大分市) 

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

 

充填豆腐の部      金賞 『大分の地豆腐』              ／豆の力屋 いづみ産業㈲    （大分県大分市） 

            銀賞 『濃いコク豆腐』              ／九一庵食品協業組合      （長崎県大村市） 

            銅賞 『有機豆腐 ３個組』            ／㈱丸美屋           （熊本県玉名郡） 

 

【熊本復興支援特別枠】                                                                （8事業者・8点） 

木綿豆腐の部         『石臼豆腐 いてふ小町』          ／㈱内田安喜商店        （熊本県上益城郡） 

               『和』                   ／㈲たしろ屋           (熊本県熊本市) 

               『木綿豆腐』                ／㈲花唐符           （熊本県阿蘇郡） 

絹ごし豆腐の部        『絹ごし』                 ／㈲川口商店          （熊本県天草市） 

               『黒髪のとうふ 塩田にがりとうふ 絹』   ／㈱豆伸食品          （熊本県熊本市） 

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

               『おぼろ』                 ／㈲川口商店          （熊本県天草市） 

充填豆腐の部         『元気とうふ 有機小分け絹ごし』      ／マルキン食品㈱        （熊本県熊本市） 

 

【東北地区予選】      『とうほく元気とうふサミット 2016』 （平成 28年 8月 28日（日）開催）                  （参加数：25事業者・52点） 

木綿豆腐の部      金賞 『秘伝大豆もめん豆腐』           ／横丁とうふ店          (山形県北村山郡) 

            銀賞 『もめん豆腐』               ／豆腐屋おはら          (福島県喜多方市) 

            銅賞 『秘伝豆豆腐』               ／㈱青柳食品           (山形県西村山郡) 

絹ごし豆腐の部     金賞 『宮城一番 絹ごし豆腐』          ／伊東豆腐店           (宮城県仙台市) 

            銀賞 『シロメ絹』                ／兎豆屋             (宮城県仙台市) 

            銅賞 『塩竈藻塩にがり絹』            ／マルト食品㈱          (宮城県亘理郡) 

寄せ・おぼろ豆腐の部  金賞 『特選ざるとうふ』             ／伊東豆腐店           (宮城県仙台市) 

            銀賞 『ミヤギシロメ 100% 濃厚とろおぼろ豆腐』  ／ささはら豆腐店         (宮城県仙台市) 

            銅賞 『茶豆ざる豆腐』              ／マルト食品㈱          (宮城県亘理郡) 

 

【北海道地区予選】    『第 1回 北海道エリア予選会 』 （平成 28年 9月 4日（日）開催）                   （参加数：22事業者・56点） 

木綿豆腐の部      金賞 『豆太（上）木綿豆腐』           ／㈱豆太             (北海道札幌市) 

            銀賞 『恵庭産大豆もめん』            ／㈱やまぐち食品         (北海道恵庭市) 

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

 

絹ごし豆腐の部     金賞 『北海道産大豆きぬ豆腐 350ｇ』       ／マルカワ食品㈱         (北海道札幌市) 

            銀賞 『豆太（特上）とうふ（絹）』         ／㈱豆太             (北海道札幌市) 

            銅賞 『生活クラブ絹』              ／オシキリ食品          (北海道江別市) 

 

寄せ・おぼろ豆腐の部  金賞 『豆太特上とうふ（寄せ）』          ／㈱豆太             (北海道札幌市) 

            銀賞 『今金こまち寄せ豆腐 300ｇ』         ／小西豆腐店           (北海道瀬棚郡) 

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

 

充填豆腐の部      金賞 『十勝きぬツイン』             ／オシキリ食品          (北海道江別市) 

            銀賞 『北海道産大豆使用ツイン絹豆腐』      ／生活協同組合コープさっぽろ   (北海道札幌市) 

            銅賞 『北海道大豆の絹とうふ』          ／日乃出食品㈱          (北海道亀田郡) 

 

【本部予選】         『第 2回 全国豆腐品評会 本部予選会』 （平成 28年 9月 14日（水）開催）             （参加数：48事業者・106点） 

木綿豆腐の部      １位 『匠選（たくみせん）極ソフトもめん豆腐』   ／㈱日本栄養給食協会      （栃木県宇都宮市） 

            ２位 『特上木綿』                ／㈲三善豆腐工房        （東京都墨田区） 

            ３位 『おかあさん豆腐』             ／㈲藤岡とうふ店        （茨城県笠間市） 

            ４位 『四代目 木綿』              ／㈲小野田商店         （東京都中野区） 

            ５位 『霜里もめん』               ／㈲とうふ工房わたなべ     （埼玉県比企郡） 

            ６位 『ふわふわ木綿』              ／㈲辻豆腐店          （愛知県豊川市） 

 

絹ごし豆腐の部     １位 『件の絹』                 ／㈲小野田商店         （東京都中野区） 

            ２位 『霜里絹』                 ／㈲とうふ工房わたなべ     （埼玉県比企郡） 

            ３位 『あにき』                 ／とうふの泰平屋㈱       （神奈川県横浜市） 

            ４位 『絹とうふ』                ／平尾とうふ店         （鳥取県鳥取市） 

            ５位 『直火絹ごし豆腐』             ／マサキ食品          （宮城県気仙沼市） 

            ６位 『しお学舎生にがりきぬこし』        ／今井とうふ          （大阪府和泉市） 

            ６位 『特製絹ごし豆腐 とうふ想（そう）』     ／樋口食品工業㈲        （東京都豊島区） 

 

寄せ・おぼろ豆腐の部  １位 『みつよしのざる』             ／㈲三善豆腐工房        （東京都墨田区） 

            ２位 『匠選（たくみせん）寄せ豆腐』        ／㈱日本栄養給食協会      （栃木県宇都宮市） 

            ３位 『肴豆のおぼろとうふ』           ／㈲嘉平豆腐店         （新潟県燕市） 

            ４位 『おぼろ豆腐』               ／㈱島津屋           （大阪府大阪市） 

            ５位 『おぼろ豆冨』               ／㈲池田食品          （沖縄県中頭郡） 

            ６位 『大寿』                  ／㈱くすむら          （愛知県名古屋市） 

 

充填豆腐の部      １位 『濃旨とうふ』               ／㈱菊田食品          （北海道江別市） 

            ２位 『北のこまち』               ／オシキリ食品㈱        （北海道江別市） 

            ３位 『大豆物語』                ／㈱染野屋           （東京都中央区） 

 

 

（総参加事業者数：２９９社・出品総数６６８点） 
 

決勝出場事業者数７９社・１０８点 


