
スープ 具
全部 葱 チャーシューメンマ その他

1 英多朗 烏丸錦 2008年9月15日 和風、唐辛子が効いている、柚子も、梅紫蘇もあり固めの細め大目 小口たくさん柔らかいのが2枚 細もやしが多い昼はうどん、夜は呑み屋背油も 安定している。もやしと辛子が良い、化学調味料が多いかな¥650 夜はタバコが凄い
2 萬福 四条室町 参考 延びている、だるい レトロ
3 スタンド 新京極 2008年10月5日 鳥ガラ 細めの固め 小口少し モモの固め2枚、一寸くせ有ない 細もやし大量居酒屋のようタバコがきついだるい、薄い、〆に最適か ¥500 量は多い
4 めん房やまもと 四条新町 和風 固めの細め 普通に美味しい ¥580 目だたないお店、ごぼう天うどんが多いかな
5 田舎亭 出町柳 2008/４/ 和風で濃い、チャーシューの味が補完するつるつる細め大目 小口たくさんバラ、柔らかく味わい深いのが３切れ普通 うどん屋 　 味がある ¥750
6 相生餅食堂 北大路 2008年5月25日 和風塩っぱい、コクはない つるつる細め大目 小口たくさんモモ、固めでかみ締め有、5ミリ厚が2切れ薄い味、美味しい太いもやしうどん・定食屋海苔が1枚塩っぱい ¥600
7 篠田屋 三条京阪 2008年5月25日 和風で薄い つるつる細めもちもち大目 小口 バラか、臭い有いまいち普通 本当に古い、漫画あり感動もの、皿もり（カレーうどんの上のカツカレーライスが有名）懐かしいが物足りない ¥450 三条京阪前
8 彩色ラーメンきんせい富田 2008年6月20日 濃い口醤油、油に細工、さっぱり、無化調つるつる四角少なめ 小口 バラ2枚 細め 貝割れ、鶉煮卵ラーメン屋 感動の味 思い切り熱い、物足りない味と思いきや説得力が増すつるつるしこしこ麺¥750 ラーメン屋だが和風なので
9 佐乃竹 五条河原町 2008年8月3日 和風で薄い つるつる細め普通 小口 モモ、固めいまいち普通 本当に古い、スポーツ新聞あり歴史がある懐かしいが物足りない、化調が多いかな¥550

10 岡北 岡崎 2008年8月30日 和風が主体でチャーシューの味か つるつるしなやかやや太めで美味しい小口 モモ、固め 美味しい、大量ほうれん草、細もやし、海苔、かまぼこ（美味しい）リニューアル感動、上品ニューウエイブ、上品 ¥750 高いが美味い、饂飩屋の中華蕎麦で一番美味しい、恐らく無化調
11 麺家　しゃかりき 千本丸太町 2008年9月7日 和風で頼りない 細くてしこしこ少なめ やや大ぶり、玉ねぎも柔らかめのモモか大きく味は薄い煮卵半分 雑然 活気あり 美味しくない、出汁が薄い。普通のラーメンがよほど美味しい¥750 麺の固めは「なんですかもう一回言って」と、商売は親切に
12 いとう 北区紫野 2008年9月23日 和風で独自系 細くてつるつる少なめ 小口 ベーコンみたいなのが2枚なし もやしと若布と蒲鉾定食屋 胡麻油 独自だが丼にたゆたう、出汁はコンソメ風でゴマの香りで嫌味がない¥600 独自系、食後にお菓子の籠が出る、ルイボスティー（？）美味しいし、愛想がよく綺麗だが店の前は似顔絵など雑然
13 大弥食堂 東洞院七条 2008年11月11日 塩味で本当に塩っぱい 太い（ゆでめんか）大目 小口 厚いモモ、半生チャーシューなし 若布 安い 家庭の居間労働者用か、二日酔いでの訪問 ¥400 安いがタバコが嫌、ヒガシマルのスープとゆで麺か
14 柏徳 五条大宮 2018年3月17日 柔らかく甘い、うどん風味、チャーシュー多い細くてやわやわ、だまになる少なめ 小口、白いところ大目モモ、かみ締め普通 カマボコ 綺麗なお店 やわやわ、少なめ ¥650 なつかし系、やわやわ細め、ますたにの麺にどことなく似ている、チャーシュー多い
15 小林亭 寺町二条 2009年2月14日 本格派、醤油濃い 中太 大目 小口たくさんモモ大きく柔らかいたくさん 細もやし 暗く換気が問題なレトロ旨いのでびっくりしこしこ、スープ美味しい、ぬるい、麺の湯きりが悪い¥500 懐かし系、本格派、美味しい、煙草の換気悪い
16 生そば常盤 寺町三条 2008年4月26日 古典派、優しい 細くつるつる大目 小口 モモ2枚 3本 細もやし、かまぼこ、海苔麺が美味しいなつかし系、嫌味がない、家族経営 ¥580 創業明治11年
17 大銀 銀閣寺 2009年8月15日 ニンニク、こってり、本格 中 大目 小口 モモ3枚美味しい4本 なし 定食屋 ニンニクの醤油炊きの破片が（夜鳴きやみたい）ニンニク、こってりはどうして ¥600 有名な定食屋
18 龍園 三条御前 2009年10月17日 細麺、昔風 細く頼りない少なめ 小口たくさんモモ4枚硬く臭いなし シンプル 餃子がお職餃子のスープは美味しいのに何でスープが薄い ¥570 餃子を食べるべき
19 やっこ 夷川室町 2009年10月31日 昔風 つるつる腰が無い少なめ 小口 ロース2枚 細めが大目鳴門 うどん屋 古い、なじみが多い味がしない ¥580 キーシマの店
20 わたつね 柳馬場 2011年9月20日 和風、甘い 細めつるつる、かん水少なめ 小口薄い ロース1枚を切っている普通 カマボコ 定食とそばなつかし系甘いがうまい ¥570 安心できる定食
21 富美家 堺町錦 2011年10月9日 和風、甘く醤油 ぼそぼそ縮れ少なめ 小口厚い ロース3枚 5本、柔らかく美味い太いもやしうどん なつかし系塩っぱい ¥550 安心できるお店だが
22 田舎亭 三条商店街 2011年12月3日 こってり重く、魚介系 細つるつる少なめ 小口 薄いのが沢山柔らかい、沢山カマボコ2枚流行っている禁煙席あり旨味があり、ねっとり、さっぱり ¥680 これは美味い→メニュー落ち
23 小林家 修学院 2012年1月13日 甘く、懐かしい 中太柔らか少なめ 小口たくさん肩ロース薄いのが3つなし カマボコ2枚うどん屋 製麺所か 懐かしい、安い ¥500 穴場、おばちゃんは話好き
24 まるき 錦寺町 2013年2月24日 インスタントラーメン系 中太柔らか少なめ 小口晒し沢山豚の濃い味薄い味沢山カマボコ2枚うどん屋 暗い、女性店員インスタントの味、脂多い ¥600 くどくて嫌い
25 てんぐ 東大路 2013年4月26日 生姜味 中太柔らか普通 小口 ロース 薄い味 うどん屋 庶民的 生姜 ¥450 安い、稲荷とカレーうどん
26 おかる 祇園 2013年11月9日 かつおだし和風中華 中太しっかり大目 小口たくさんロースうまい薄い味 胡椒たっぷりうどん屋 色町 東京風の醤油透明スープ、塩っぱい ¥780 色町麺類
27 大鶴 三条 2014年8月28日 こってり和風だが優しく、塩気が少ない 中太やわやわ少なめ 小口 モモか 柔らかい、市販か蒲鉾と太いもやしそば屋 レトロで優しい老夫婦が老舗を守る、優しい ¥750 蒲鉾が良い
28 みやこ食堂 島原商店街 2014年9月20日 出汁の味がしない 中太柔らかめ大目 小口 モモ2枚 なし 蒲鉾2枚と若布、モヤシ食堂 レトロで優しい出汁がない、安い ¥430 安いだけ、80円の稲荷は甘くない
29 萬福 四条室町 2014年12月12日 薄い味、ぼんやり 中、ねっとり少な目 小口で厚い薄いがまあまあ大量、味がしないモヤシが臭い暗く古い レトロ 薄いお味とないうまみ ¥650 煙草吸いのたまり場で地元客、きつね丼dセット＋200円もまずい
30 相生餅 四条西洞院 2015年5月24日 塩っぱい、豚のうま味がある 極細、素麺少なめ 小口 モモ4枚硬く臭い大目 蒲鉾、太いモヤシ、海苔レトロでストロング塩っぱい ¥650 うまいが独自、厚めのお味
31 初音 丸太町河原町2015年5月30日 和風濁り 細い 少なめ 小口 バラ2枚うまいなし 細モヤシ大量老舗、レジが古いがつかっていないレトロ 厚い味で塩っぱい ¥720 懐かし系、和風に鶏ガラ
32 とびた食堂 西陣 2015年11月29日 濃い、和出汁と豚三枚肉を炊いたもの 細い、やわやわ少な目 小口 出汁の厚い三枚肉、固い市販品かやわらかいもやしと若布と蒲鉾レトロの極み安い レトロとしかいいようがない ¥530 レトロ、稲荷は一個120円、5個は500円、ばあちゃんは腰曲がる
33 麺どころ　かとう 東大路 2016年3月12日 自家製麺、MSGなし 中、やわやわ普通 小口、多め3枚、厚めロース、固い多いが味がない太もやし 老舗で気配りありレトロ 黄そば ¥750 観光客か地元向け、高い、まずい
34 びっくりうどん 三好野 奈良 2017年6月10日 薄い、塩っぱい 中、かん水くさい少な目 斜め大き目豚肉 普通 モヤシ 懐かしい、古い安い なつかしさ ¥560 観光地でお安いお店
35 満寿形屋 出町柳 2017年9月29日 チャーシューがうまい 細目、しなやか普通 小口、多め厚い豚肉 なし 蒲鉾 レトロ 気さく うどん出汁にチャーシュー煮汁 ¥700 出町の鯖寿司有名店
36 殿田 八条 2018年7月11日 高く、レトロ、味がうすい 細目、しなやか、やわあらか薄い 小口、多め、胡椒厚い豚2枚 なし 蒲鉾2枚と若布、モヤシレトロ 高い 味が薄く旨味がない ¥700 稲荷3個で300円
37 土手嘉 岡町 2018年7月27日 レトロ、寿司がうまい 細目、もちもち、少な目 小口 厚め、小さめ、2枚うまいなし モヤシ 日本最古 レトロ、寿司がうまいセットが充実 ¥540 滅びのお味
38 今橋 淀屋橋 2018年12月27日 安くて塩味 しなやか、底がだま少な目 小口、少な目小さいの2枚、味が濃いなし モヤシ 小体で清潔おなじみさんセットが充実、安い ¥550 今橋にひっそり
39 三条更科 三条堀川 2019年1月12日 懐かしい 茹で麺、もそもそ少な目 小口、青葱、大量小さめ3つ、モモ 醤油が濃い安い レトロ、小体色々あり ¥430 三条のひそやかな店
40 京一本店 四条大宮 2019年4月13日 まずい、昔の海の家の味、甘めで塩っぱい茹で麺、もそもそ普通 小口、多め薄い、大きいモモ、2枚、味はない多いが味がない蒲鉾2枚と若布、モヤシ古い 中華そばは人気二度と食べたくない、 ¥630 人気の一品
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