
ビアスタイル

（beerstyle）

審査結果

（result）

製造会社

（Brewery）

ブランド名

（brand）

ビール名

（beername）

製造責任者

（brew master)

所在地

(Country/Pref.）

５．フルーツ ＆ フィールドビール 金賞 （有）西濃ブルワリー - 柿ラガー 宇佐美直道 岐阜県

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

６．ハーブ、スパイス ＆ チョコレートビール 金賞 栃木マイクロブルワリー 日光山椒プレミアム 日光山椒プレミアム 鶴巻康文、横須賀貞夫 栃木県

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

20．ケラービール 銅賞 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 太陽のラガー 片伯部智之、梶川悟史 宮崎県

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

21．スモークビール 銅賞 親正産業(株)猪苗代地ビール館 猪苗代地ビール ラオホ 菊池正久 福島県

23．ジャーマン・ピルスナー 金賞 親正産業(株)猪苗代地ビール館 猪苗代地ビール ピルスナー 菊池正久 福島県

23．ジャーマン・ピルスナー 銅賞 （株）下野酒店 ロコビア 佐倉・芳醇麦酒 鍵谷百代 千葉県

24．ボヘミア・ピルスナー 銅賞 (株)羽生の里 こぶし花ビール ピルスナー 市岡慎司 埼玉県

25．ミュンヒナー・ヘレス 銅賞 Kompania Piwowarska SA TYSKIE TYSKIE - Poland

26．ドルトムンダー 金賞 （株）わらび座 田沢湖ビール ピルスナー 小松勝久 秋田県

27．ウインナ・ラガー 銅賞 親正産業(株)猪苗代地ビール館 猪苗代地ビール ゴールデンエンジェル 菊池正久 福島県

28．ジャーマン・メルツェン 銅賞 （株）下野酒店 ロコビア メルツェン 鍵谷百代 千葉県

29．ミュンヒナー・デュンケル 金賞 （株）下野酒店 ロコビア デュンケル 鍵谷百代 千葉県

30．ジャーマン・シュヴァルツビア 金賞 （株）下野酒店 ロコビア シュバルツ 鍵谷百代 千葉県

33．ジャーマン・ドッペル or アイスボック 銀賞 富士観光開発(株) 富士桜高原麦酒 さくらボック 宮下天通、古屋和彦 山梨県

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

39．インターナショナル・ラガー 銀賞 Asia Pacific Breweries - Archipelago Bohemian Lager - Singapore

41．ベルジャン・ホワイト 金賞 小西酒造（株） 白雪長寿蔵ビール Snow Blanche(スノーブロンシュ) 辻巌 兵庫県

41．ベルジャン・ホワイト 銀賞 木内酒造（資） 常陸野ネストビール White Ale 宮田輝彦 茨城県

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

47．ベルジャン・トリペル 銀賞 L. Huyghe - Delirium Tremens - Belgium

47．ベルジャン・トリペル 銅賞 L. Huyghe - La Guillotine - Belgium

49．ベルジャン・ダーク・ストロング・エール 銅賞 ヤッホーブルーイング - 軽井沢高原ビール　2011シーズナル　ベルジャンダーク 醸造チーム 長野県

51．イングリッシュ・サマーエール 銅賞 Asia Pacific Breweries - Archipelago Summer Ale - Singapore

53．イングリッシュ・インディア・ペールエール 金賞 ヤッホーブルーイング - インドの青鬼 醸造チーム 長野県

53．イングリッシュ・インディア・ペールエール 銀賞 (株)羽生の里 こぶし花ビール インディア　ペールエール 市岡慎司 埼玉県

61．ロブスト・ポーター 銀賞 ヤッホーブルーイング - 東京ブラック 醸造チーム 長野県

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

62．スイート・スタウト 銅賞 木内酒造（資） 常陸野ネストビール Sweet Stout 宮田輝彦 茨城県

63．オートミール・スタウト 銀賞 Harviestoun Breweries Ltd. - Old Engine Oil - Scotland

68．バーレイワイン・・エール 銅賞 ヤッホーブルーイング - ハレの日仙人　2010 醸造チーム 長野県

インターナショナル・ビアコンペティション　2011　受賞ビール　 
審査日2011年8月27日　　　出品　51社　165銘柄　　　　　審査委員長　田村　功　

【ボトル/缶ビール　部門】　（Bottle/Can）



69．ジャーマン・ケルシュ 金賞 （株）下野酒店 ロコビア 佐倉・香りの生 鍵谷百代 千葉県

69．ジャーマン・ケルシュ 銀賞 （株）ブロイハウス大沼 大沼ビール 大沼ビール　ケルシュ 蜂矢寛 北海道

69．ジャーマン・ケルシュ 銅賞 (株)南都　南都酒造所 南都サンゴ地ビール ニヘデビール（ソフト） 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 金賞 （株）わらび座 田沢湖ビール アルト 小松勝久 秋田県

70．ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 銀賞 （株）ブロイハウス大沼 大沼ビール 大沼ビール　アルト 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 銅賞 (株)南都　南都酒造所 南都サンゴ地ビール ニヘデビール（ハード） 具志堅武幸 沖縄県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 金賞 富士観光開発(株) 富士桜高原麦酒 ヴァイツェン 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 銀賞 （株）銀河高原ビール 銀河高原ビール 小麦のビール 柴田信一、菅野清人 岩手県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 銅賞 親正産業(株)猪苗代地ビール館 猪苗代地ビール ヴァイツェン 菊池正久 福島県

76．アイリッシュ・レッドエール 銀賞 Asia Pacific Breweries - Archipelago Irish Ale - Singapore

79．ゴールデンまたはブロンドエール 銀賞 盛田金しゃちビール 金しゃち 金しゃち　ホップ香るビール　ゴールデンエールタイプ 山口司、杉山元志 愛知県

79．ゴールデンまたはブロンドエール 銅賞 (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール スワンレイクエール 本田龍二、渡辺康一 新潟県

80．アメリカン・ペールエール 銀賞 (株)信州東御市振興公社 オラホビール工場 OH!LA!HO BEER OH!LA!HO ペールエール 山越卓 長野県

80．アメリカン・ペールエール 銅賞 (株)わかさいも本舗 プレミアム地ビール鬼伝説 金鬼ペールエール 柴田泰彦、山本敦教 北海道

82．アメリカン・インディア・ペールエール 金賞 城端麦酒 城端麦酒 俺の味 山本勝 富山県

82．アメリカン・インディア・ペールエール 銅賞 Home Brew Mart Inc Ballast Point Brewing Big Eye IPA - America

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

85．インペリアル・レッドエール 銅賞 伊勢角屋麦酒 伊勢角屋麦酒 インペリアル・レッドエール 中西正和 三重県

90．インターナショナル・ペールエール 金賞 Home Brew Mart Inc Ballast Point Brewing Sculpin IPA - America

91．フリー・ライトラガー 金賞 ヘリオス酒造(株) ヘリオスクラフトビール ゴーヤDRY 照喜名重智 沖縄県

91．フリー・ライトラガー 銀賞 合同酒精（株） なまらう米!!ビール なまらう米!!ビール 古草文章 北海道

91．フリー・ライトラガー 銅賞 薩摩酒造(株) さつまいも発泡酒 サツマ　ゴールド 松下治 鹿児島県

92．フリー・ダークラガー 銅賞 薩摩酒造(株) さつまいも発泡酒 サツマ　ブラック 松下治 鹿児島県

93．フリー・ライトエール 銀賞 小西酒造（株） 白雪長寿蔵ビール 幸民麦酒 辻巌 兵庫県
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５．フルーツ ＆ フィールドビール 金賞 サンクトガーレン（有） サンクトガーレン パイナップルエール 岩本伸久 神奈川県

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

５．フルーツ ＆ フィールドビール 銅賞 （株）イクスピアリ HARVESTMOON 舞浜グレープフルーツ 櫻井正時、園田智子 千葉県

６．ハーブ、スパイス ＆ チョコレートビール 銀賞 城山ブルワリー 城山ブルワリー ハーブエール 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 金賞 呉ビール（株） 海軍さんの麦酒 呉吟醸ビール 佐々木雅治、増田裕幸 広島県

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

20．ケラービール 銅賞 富士観光開発(株) 富士桜高原麦酒 ピルス 宮下天通、古屋和彦 山梨県

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

23．ジャーマン・ピルスナー 金賞 シャトーカミヤ　牛久ブルワリー シャトービール ピルスナー 高野貫治、佐野理恵、平出由貴子 茨城県

23．ジャーマン・ピルスナー 銅賞 呉ビール（株） 海軍さんの麦酒 ピルスナー 佐々木雅治、増田裕幸 広島県

25．ミュンヒナー・ヘレス 銀賞 （株）小田原鈴廣 箱根ビール 箱根ピルス 廣田覚、吉島徹 神奈川県

26．ドルトムンダー 銀賞 （株）わらび座 田沢湖ビール ピルスナー 小松勝久 秋田県

28．ジャーマン・メルツェン 銀賞 シャトーカミヤ　牛久ブルワリー シャトービール 秋あがり 高野貫治、佐野理恵、平出由貴子 茨城県

28．ジャーマン・メルツェン 銅賞 門司港レトロビール（株） 門司港地ビール工房 大正復刻ビール 峯松幸之助、福永直也 福岡県

29．ミュンヒナー・デュンケル 銅賞 シャトーカミヤ　牛久ブルワリー シャトービール デュンケル 高野貫治、佐野理恵、平出由貴子 茨城県

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

30．ジャーマン・シュヴァルツビア 銀賞 明石ブルワリー(株) 明石麦酒 明石黒ビール　悠久の刻 城　彩、橋本聡 兵庫県

30．ジャーマン・シュヴァルツビア 銅賞 （株）イクスピアリ HARVESTMOON シュバルツ 櫻井正時、園田智子 千葉県

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

33．ジャーマン・ドッペル or アイスボック 金賞 富士観光開発(株) 富士桜高原麦酒 さくらボック 宮下天通、古屋和彦 山梨県

39．インターナショナル・ラガー 銀賞 木内酒造（資） 常陸野ネストビール NIPPONIA Pilsner 宮田輝彦 茨城県

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

52．クラシック・イングリッシュ・ペールエール 銅賞 （株）イクスピアリ HARVESTMOON ペールエール 櫻井正時、園田智子 千葉県

54．オーディナリービター 銀賞 木内酒造（資） 常陸野ネストビール English bitter 宮田輝彦 茨城県

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

59．イングリッシュ・ブラウンエール 銀賞 （株）小田原鈴廣 箱根ビール 小田原エール 廣田覚、吉島徹 神奈川県

60．ブラウン・ポーター 銅賞 サンクトガーレン（有） サンクトガーレン ブラウンポーター 岩本伸久 神奈川県

61．ロブスト・ポーター 銅賞 浜地酒造（株） 博多地ビール　杉能舎 杉能舎　スタウト 俵輝之 福岡県

68．バーレイワイン・エール 銅賞 （株）イクスピアリ HARVESTMOON バーリーワイン’11 櫻井正時、園田智子 千葉県

69．ジャーマン・ケルシュ 金賞 呉ビール（株） 海軍さんの麦酒 ケルシュ 佐々木雅治、増田裕幸 広島県

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

69．ジャーマン・ケルシュ 銅賞 (株)ホテルオークラ福岡 ホテルオークラ福岡 アルス 渡邉英治 福岡県

70．ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 金賞 （株）わらび座 田沢湖ビール アルト 小松勝久 秋田県

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

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 金賞 呉ビール（株） 海軍さんの麦酒 ヴァイツェン 佐々木雅治、増田裕幸 広島県

72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 銀賞 （株）銀河高原ビール 銀河高原ビール ヴァイツェン 柴田信一、菅野清人 岩手県

【ケグ/ドラフトビール　部門】  （Keg）



72．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 銅賞 （株）小田原鈴廣 箱根ビール 足柄ヴァイツェン 廣田覚、吉島徹 神奈川県

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

79．ゴールデンまたはブロンドエール 銀賞 盛田金しゃちビール 金しゃち 金しゃち　ゴールデンエール 山口司、杉山元志 愛知県

80．アメリカン・ペールエール 銀賞 ヤッホーブルーイング - よなよなエール 醸造チーム 長野県

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

84．アメリカン・アンバー or レッドエール 銅賞 南信州ビール（株） 南信州ビール アンバーエール 竹平考輝 長野県

93．フリー・ライトエール 銅賞 （株）銀河高原ビール 銀河高原ビール 白ビール 柴田信一、菅野清人 岩手県


