
審査日2010年8月28日 出品 55社 145銘柄
ビアスタイル ブランド名 ビール名 製造会社 製造責任者 都道府県

05．フルーツ ＆ フィールドビール サンクトガーレン 湘南ゴールド サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川県

06．ハーブ、スパイス ＆ チョコレートビール 赤と黒（あかとくろ） チョコミント（ハーブ・スパイスビール） 栃木マイクロブルワリー 小野杏理/横須賀貞夫 栃木県

12．エクスペリメンタルビール 常陸野ネストビール ニッポニア 木内酒造 綿引克也 茨城県

19．長期熟成ビール 田沢湖ビール Ｗ Chocolate bock わらび座 小松勝久 秋田県

21．スモークビール 富士桜高原麦酒 ラオホ 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

23．ジャーマン・ピルスナー 富士桜高原麦酒 ピルス 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

23．ジャーマン・ピルスナー 北海道ビール ピリカワッカ 北海道ビール ピリカワッカ ピルス 耕人舎 青山浩一郎 北海道

23．ジャーマン・ピルスナー 金しゃち 金しゃちビール青ラベルピルスナータイプ 盛田金しゃちビール 山口司/杉山元志 愛知県

26．ドルトムンダー/エクスポート 田沢湖ビール ピルスナー わらび座 小松勝久 秋田県

32．ジャーマン・ヘレスボック/マイボック こぶし花ビール マイボック 羽生の里 市岡慎司 埼玉県

34．アメリカン・ラガー スワンレイクビール 越乃米こしひかり仕込み 天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍二/渡辺康一 新潟県

41．ベルジャン・ホワイト こぶし花ビール ベルギーホワイト 羽生の里 市岡慎司 埼玉県

41．ベルジャン・ホワイト 白雪長寿蔵ビール Snow Blanche 小西酒造 辻巌 兵庫県

41．ベルジャン・ホワイト 常陸野ネストビール ホワイトエール 木内酒造 綿引克也 茨城県

47．ベルジャン・トリペル こぶし花ビール グランクリュ 羽生の里 市岡慎司 埼玉県

49．ベルジャン・ダーク・ストロング・エール 博石館ビール La Shangri-La9 岩本 博石館ブルワリー 森田智之 岐阜県

52．クラシック・イングリッシュ・ペールエール 飛騨高山麦酒 飛騨高山麦酒 ダークエール 飛騨高山麦酒 高橋有人 岐阜県

53．イングリッシュ・インディア・ペールエール インドの青鬼 ヤッホーブルーイング 上池知史 長野県

61．ロブスト・ポーター 東京ブラック ヤッホーブルーイング 上池知史 長野県

61．ロブスト・ポーター スワンレイクビール ポーター 天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍二/渡辺康一 新潟県

62．スイート・スタウト 飛騨高山麦酒 飛騨高山麦酒 スタウト 飛騨高山麦酒 高橋有人 岐阜県

69．ジャーマン・ケルシュ 宇奈月ビール 十字峡 宇奈月ビール 森下雅仁 富山県

69．ジャーマン・ケルシュ 田沢湖ビール ケルシュ わらび座 小松勝久 秋田県

69．ジャーマン・ケルシュ 南都サンゴ地ビール ニヘデビール（ソフト） 南都醸造所 具志堅武幸 沖縄県

70．ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 大沼ビール 大沼ビール アルト ブロイハウス大沼 蜂矢寛 北海道

70．ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 金しゃち 金しゃちビール赤ラベルアルトタイプ 盛田金しゃちビール 山口司/杉山元志 愛知県

70．ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 南都サンゴ地ビール ニヘデビール（ハード） 南都醸造所 具志堅武幸 沖縄県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 富士桜高原麦酒 ヴァイツェン 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン OH!LA!HO BEER ビエール・ド・雷電 ヴァイツェン 信州東御市振興公社 山越卓 長野県

74．ジャーマン・ダーク・ウィートエール 富士桜高原麦酒 チョコレートウィート 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

76．アイリッシュ・レッドエール 軽井沢高原ビール シーズナル2010 アイリッシュレッドエール ヤッホーブルーイング 上池知史 長野県

79．ゴールデン or ブロンドエール スワンレイクビール スワンレイクエール 天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍二/渡辺康一 新潟県

79．ゴールデン or ブロンドエール 熊野古道麦酒 熊野古道麦酒 二軒茶屋餅角屋本店 中西正和・出口善一・榊原昌也 三重県

80．アメリカン・ペールエール よなよなエール ヤッホーブルーイング 上池知史 長野県

82．アメリカン・インディア・ペールエール サンクトガーレン YOKOHAMA XPA（エックスピーエー） サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川県

84．アメリカン・アンバー/レッドエール スワンレイクビール アンバースワンエール 天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍二/渡辺康一 新潟県

86．アメリカン・ブラウンエール 伊勢角屋麦酒 ブラウンエール 二軒茶屋餅角屋本店 中西正和・出口善一・榊原昌也 三重県

92．フリー・ダークラガー 金しゃち 金しゃち名古屋赤味噌ラガー 盛田金しゃちビール 山口司/杉山元志 愛知県

93．フリー・ライトエール 白雪長寿蔵ビール 幕末のビール復刻版 幸民麦酒 小西酒造 辻巌 兵庫県

ビアスタイル ブランド名 ビール名 製造会社 製造責任者 都道府県

05．フルーツ ＆ フィールドビール サンクトガーレン パイナップルエール サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川県

05．フルーツ ＆ フィールドビール サンクトガーレン 湘南ゴールド サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川県

【ボトル/缶ビール 部門】

【ケグ/ドラフトビール 部門】

インターナショナル・ビアコンペティション2010 受賞ビール

審査委員長 田村 功



06．ハーブ、スパイス ＆ チョコレートビール 城山ブルワリー ハーブエール 城山ブルワリー 倉掛智之/川添智子 鹿児島県

0８．スペシャルティビール 城山ブルワリー スタウト 城山ブルワリー 倉掛智之/川添智子 鹿児島県

12．エクスペリメンタルビール 城山ブルワリー ペールエール 城山ブルワリー 倉掛智之/川添智子 鹿児島県

12．エクスペリメンタルビール みちのく福島路ビール 米麦酒 福島路ビール 吉田真二 福島県

13．ブルード・ビール 大阪國乃長ビール ブラウンエール 寿酒造 富田祐介 大阪府

13．ブルード・ビール 金しゃち 金しゃち プラチナエール 盛田金しゃちビール 山口司/杉山元志 愛知県

21．スモークビール 富士桜高原麦酒 ラオホ 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

23．ジャーマン・ピルスナー 富士桜高原麦酒 ピルス 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

23．ジャーマン・ピルスナー シャトービール ピルスナー シャトーカミヤ 牛久ブルワリー 高野貫治 茨城県

23．ジャーマン・ピルスナー 明石麦酒 明石海岸ビール 明石ブルワリー 城彩/橋本聡 兵庫県

24．ボヘミア・ピルスナー 奧能登ビール日本海倶楽部 ピルスナー Heart&Beer日本海倶楽部 ユジ・ユティネック 石川県

24．ボヘミア・ピルスナー 日光ビール 日光ビール 日光ビール 新井隆広 栃木県

25．ミュンヒナー・ヘレス シャトービール ヘレス シャトーカミヤ 牛久ブルワリー 高野貫治 茨城県

26．ドルトムンダー/エクスポート 八戸シャトービール ブラウマイスターオリジナル シャトーカミヤ八戸ブルワリー 石橋義章/太田光悦/木村智史 青森県

26．ドルトムンダー/エクスポート 箱根ビール 箱根ピルス 小田原鈴廣 廣田覚/吉島徹 神奈川県

29．ミュンヒナー・デュンケル シャトービール デュンケル シャトーカミヤ 牛久ブルワリー 高野貫治 茨城県

29．ミュンヒナー・デュンケル 八戸シャトービール デュンケル シャトーカミヤ八戸ブルワリー 石橋義章/太田光悦/木村智史 青森県

30．ジャーマン・シュヴァルツビール シャトービール ダークチョコレートラガー シャトーカミヤ 牛久ブルワリー 高野貫治 茨城県

30．ジャーマン・シュヴァルツビール 明石麦酒 明石黒ビール・悠久の刻 明石ブルワリー 城彩/橋本聡 兵庫県

30．ジャーマン・シュヴァルツビール 湘南ビール 湘南リーベ 熊澤酒造 筒井貴史 神奈川県

31．ジャーマン・ボック あくらビール なまはげボック あくら 長谷川信 秋田県

33．ジャーマン・ドッペルボック 富士桜高原麦酒 さくらボック 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

36．アメリカン・アンバーラガー 常陸野ネストビール ブルックリンラガー 木内酒造 綿引克也 茨城県

36．アメリカン・アンバーラガー 日光ビール 日光葵ビール 日光ビール 新井隆広 栃木県

41．ベルジャン・ホワイト 城山ブルワリー ベルギーホワイト 城山ブルワリー 倉掛智之/川添智子 鹿児島県

59．イングリッシュ・ブラウンエール 周山街道ビール 周山街道ビール アンバーエール 羽田酒造 林晋吾 京都府

59．イングリッシュ・ブラウンエール 明石麦酒 明石浪漫ビール 明石ブルワリー 城彩/橋本聡 兵庫県

61．ロブスト・ポーター 木曽路ビール ポーター 木曽路ビール 加地真人 長野県

61．ロブスト・ポーター 杉能舎 杉能舎 スタウト 浜地酒造 俵輝之 福岡県

62．スイート・スタウト みちのく福島路ビール Stout 福島路ビール 吉田真二 福島県

68．バーレイワイン・エール 海軍さんの麦酒 バーレーワイン 呉ビール 佐々木雅治/増田裕幸 広島県

69．ジャーマン・ケルシュ 銀河高原ビール G-ケルシュ 銀河高原ビール 菅野清人/柴田信一 岩手県

70．ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 海軍さんの麦酒 アルト 呉ビール 佐々木雅治/増田裕幸 広島県

70．ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール ホテルオークラ福岡 シェーン アルト ホテルオークラ福岡 渡邉英治 福岡県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 富士桜高原麦酒 ヴァイツェン 富士観光開発 宮下天通/古屋和彦 山梨県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 銀河高原ビール 小麦のビール 銀河高原ビール 菅野清人/柴田信一 岩手県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 横浜ビール ヘーフェヴァイツェン 横浜ビール 鈴木真也/五條芳範 神奈川県

74．ジャーマン・ダーク・ウィートエール あくらビール ビスケットヴァイツェン あくら 長谷川信 秋田県

78．フォーリン・スタウト ホテルオークラ福岡 ダイコク ホテルオークラ福岡 渡邉英治 福岡県

78．フォーリン・スタウト 銀河高原ビール スタウト 銀河高原ビール 菅野清人/柴田信一 岩手県

80．アメリカン・ペールエール プレミアムビール鬼伝説 金鬼ペールエール わかさいも本舗 柴田泰彦/山本昭教 北海道

80．アメリカン・ペールエール サンクトガーレン ペールエール サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川県

82．アメリカン・インディア・ペールエール インディア・ペールエール ティー・ワイ・エクスプレス 阿部和永 東京都

83．インペリアル・インディア・ペールエール 箕面ビール MINOH BEER W-IPA エイ･ジェイ･アイビア 大下香緒里 大阪府

91．フリー・ライトラガー 木曽路ビール キソジプレミアムラガー 木曽路ビール 加地真人 長野県

91．フリー・ライトラガー 八戸シャトービール なまらう米!!ビール（ライスラガー） シャトーカミヤ八戸ブルワリー 石橋義章/太田光悦/木村智史 青森県

93．フリー・ライトエール 大阪國乃長ビール まりはなブラウン 寿酒造 富田祐介 大阪府


