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ビアスタイル 製造会社（出品者） ブランド名 結果 ビール名 製造責任者 所在
伊勢⾓屋⻨酒 伊勢⾓屋⻨酒 ⾦賞 バレンシアオレンジエール 中⻄正和 三重
サンクトガーレン(有) サンクトガーレン 銅賞 湘南ゴールド 岩本伸久 神奈川

04．フルーツ・ウィートビール サンクトガーレン(有) サンクトガーレン 銅賞 パイナップルエール 岩本伸久 神奈川
世嬉の⼀酒造(株) いわて蔵ビール ⾦賞 Japanese Herb Ale ⼭椒 佐藤孝紀 岩⼿
⽊内酒造(資) 常陸野ネストビール 銀賞 リアル ジンジャーエール 宮⽥輝彦 茨城
Long Sun Brewing Le ble dor 銅賞 Red Pepper Wheat Ale Quentin Yeh 台湾

08．コーヒー・フレーバード・ビール ⽊内酒造(資) 常陸野ネストビール ⾦賞 エスプレッソスタウト 宮⽥輝彦 茨城
09．スペシャルティ・ビール ナガノトレーディング コロナドブリューイング 銅賞 オレンジ アヴ ウィット Shawn DeWitt, Pete Falletta アメリカ
11．スペシャルティ・ハニービール Long Sun Brewing Le ble dor 銀賞 Craft Brewed Honey Lager Quentin Yeh 台湾
14．エクスペリメンタル・ビール ⽊内酒造(資) 常陸野ネストビール ⾦賞 ニッポニア 宮⽥輝彦 茨城
20．⽊⽚／⽊樽熟成ビール ⽊内酒造(資) 常陸野ネストビール 銀賞 ジャパニーズクラシックエール 宮⽥輝彦 茨城
21．⽊⽚／⽊樽熟成ストロングビール (株)ヤッホーブルーイング 銀賞 バレルフカミダス 醸造チーム ⻑野

Birrificio Italiano Birrificio Italiano ⾦賞 Delia イタリア
宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 銅賞 太陽のラガー ⽚伯部智之、梶川悟史 宮崎

28．インターナショナルスタイル・ラガー 御殿場⾼原ビール(株) 御殿場⾼原ビール ⾦賞 ピルス 鮎澤昌史 静岡
31．ジャーマンスタイル・ピルスナー 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銅賞 ピルス 宮下天通 ⼭梨

ワダカン(株) 盛⽥⾦しゃちビール事業部 ミツボシビール  銀賞 ピルスナー ⼭⼝司、杉⼭元志 愛知
(株)⽻⽣の⾥ こぶし花ビール 銅賞 ピルスナー 市岡慎司 埼⽟
ワダカン(株) 盛⽥⾦しゃちビール事業部 ミツボシビール  銀賞 ウインナスタイルラガー ⼭⼝司、杉⼭元志 愛知
親正産業(株) 猪苗代地ビール 銅賞 ゴールデンエンジェル 菊地正久、⼩檜⼭誠 福島

38．ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア Cervejaria Bamberg Cervejaria Bamberg 銅賞 Bamberg Schwarzbier Alexandre Bazzo ブラジル
41．ジャーマンスタイル・ドッペルボックまたはアイスボック 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銀賞 さくらボック 宮下天通 ⼭梨
43．アメリカンスタイル・ラガーまたはライトラガー (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 銀賞 越乃⽶こしひかり仕込み 本⽥⿓⼆、渡辺康⼀ 新潟
47．オーストラリアンスタイル・ペールエールまたはインターナショナルスタイル・ペール
エール

MCHA Co. Ltd. Himawari Microbrewery 銅賞 APSARA GOLD Neo Say Wee カンボジア

(株)わらび座 ⽥沢湖ビール 銀賞 ケルシュ ⼩松勝久、⻄宮由有、佐々⽊純⼀ 秋⽥
宇奈⽉ビール(株) 宇奈⽉ビール 銅賞 ⼗字峡 森下雅仁 富⼭
(株)雲海酒造 綾の地ビール ⾦賞 アルト ⻑友正孝 宮崎
(株)南都 南都酒造所 南都サンゴ地ビール 銀賞 ニヘデビール ハード ⽷数幸紀 沖縄
(株)わらび座 ⽥沢湖ビール 銅賞 アルト ⼩松勝久、⻄宮由有、佐々⽊純⼀ 秋⽥
御殿場⾼原ビール(株) 御殿場⾼原ビール ⾦賞 ヴァイツェン 鮎澤昌史 静岡
富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銀賞 ヴァイツェン 宮下天通 ⼭梨

54．南ドイツスタイル・ヴァイツェンボック／ヴァイスボック Cervejaria Bamberg Cervejaria Bamberg 銀賞 Bamberg Weizenbock Dunkel Alexandre Bazzo ブラジル
61．ベルジャンスタイル・デュッベル ワールドリカーインポーターズ(株)  Brugse Zot 銀賞 Brugse zot dubbel Xavier Vannesta ベルギー

ワールドリカーインポーターズ(株) Straffe Hendrik 銀賞 Straffe hendrik tripel Xavier Vannesta ベルギー
(株)ジュート Celt Ogham 銅賞 Oak Tripel Tom Newman ウェールズ
ワールドリカーインポーターズ(株) Straffe Hendrik ⾦賞 Straffe hendrik quadrupel Xavier Vannesta ベルギー
(株)ジュート Alesmith 銀賞 Grand Cru Peter Ziem アメリカ
ナガノトレーディング バラストポイントブリューイング 銀賞 バラストポイント ペールエール Colby Chandler、Jack White アメリカ
(株)ヤッホーブルーイング 銅賞 軽井沢⾼原ビールワイルドフォレスト 醸造チーム ⻑野
那須⾼原ビール(株) 那須⾼原ビール ⾦賞 イングリッシュエール 野⽥良平 栃⽊
Brouwerij Rodenburg Bronckhorster Bier 銅賞 Royal Rha Steve Gammage オランダ

69．オーディナリービター (株)ジュート Celt Ogham 銀賞 Bronze Ale Tom Newman ウェールズ
70．エクストラ・スペシャルビターまたはストロングビター ナガノトレーディング バラストポイントブリューイング 銅賞 キャリコ アンバーエール Colby Chandler、Jack White アメリカ

(株)ヤッホーブルーイング 銀賞 東京ブラック 醸造チーム ⻑野
(株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 銅賞 ポーター 本⽥⿓⼆、渡辺康⼀ 新潟

49．ジャーマンスタイル・ブラウンエール／デュッセルドルフスタイル・アルトビール

51．南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツエン／へーフェヴァイスビア

62．ベルジャンスタイル・トリペル

64．ベルジャンスタイル・ダーク・ストロング・エール

66．イングリッシュスタイル・サマーエール

67．クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール

75．ロブスト・ポーター

03．フルーツビール

06．ハーブおよびスパイスビール

25．ケラービール／未濾過ビール

32．ボヘミアスタイル・ピルスナー

35．ウインナスタイル・ラガー

48．ジャーマンスタイル・ケルシュ／ケルンスタイル・ケルシュ

インターナショナル・ビアコンペティション 2013 受賞ビール

ビール： 16か国、252銘柄              審査⽇ 2013/8/31
審査委員⻑ ⽥村功   副審査委員⻑ 村林智 

【ボトル/⽸ビール 部⾨】

http://www.beertaster.org/medal/ibc2013_e_award.pdf


76．スイート・スタウト ⽊内酒造(資) 常陸野ネストビール 銅賞 スイートスタウト 宮⽥輝彦 茨城
78．スコッチエール (株)ジュート Alesmith ⾦賞 Wee Heavy Peter Ziem アメリカ

(株)ジュート Alesmith ⾦賞 Old NumBskull Peter Ziem アメリカ
(株)ヤッホーブルーイング 銀賞 ハレの⽇仙⼈2011 醸造チーム ⻑野

84．フォーリンスタイル・スタウト Duits & Lauret brouwerij Duits&Lauret 銀賞 Duits&Lauret Winterstout Duit & Lauret & Marco Lauret Beer Brand オランダ
(株)友和貿易 コナビール 銀賞 ビッグウェーブゴールデンエール アメリカ
Boxing Cat Brewery Boxing Cat Brewery 銅賞 Contender Extra Pale Ale Michael Jordan 中国
(株)友和貿易 コナビール 銀賞 ファイヤーロックペールエール アメリカ
Boxing Cat Brewery Boxing Cat Brewery 銅賞 Sucker Punch Pale Ale Michael Jordan 中国
(株)ヤッホーブルーイング ⾦賞 Yo ho seasonal IPA 醸造チーム ⻑野
Bell's Brewing Inc. Bell's Brewing 銀賞 Bell's Two Hearted Ale (IPA) アメリカ
Bell's Brewing Inc. Bell's Brewing 銀賞 Bell's Oracle Ale (DIPA) アメリカ
ナガノトレーディング コロナドブリューイング 銅賞 イディオットIPA Shawn DeWitt, Pete Falletta アメリカ
(株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー スワンレイクビール 銀賞 アンバースワンエール 本⽥⿓⼆、渡辺康⼀ 新潟
Mountain Goat Beer Mountain Goat Beer 銅賞 Hightail Ale Dave Bonighton オーストラリア

94．アメリカンスタイル・スタウト Nøgne Nøgne 銀賞 Nøgne  Imperial Rye Porter Kjetil Jikiun ノルウェイ
95．アメリカンスタイル・インペリアルスタウト Bell's Brewing Inc. Bell's Brewing 銅賞 Bell's Expedition Stout アメリカ
96．フリースタイル・ライトラガー (株)堺ファーム 堺・緑のミュージアム ハーベストの丘地ビール 銅賞 こだわりやさかい(ライラガー) 林久美⼦ ⼤阪
97．フリースタイル・ダークラガー (株)ファーム 丹後王国ものがたり ⾦賞 スモーク ⼭⼝道⽣ 京都
103．フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール (株)雲海酒造 綾の地ビール 銅賞 ストロングエール10 ⻑友正孝 宮崎

89．インペリアル・インディア・ペールエール

90．アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール

86．アメリカンスタイル・ペールエール

88．アメリカンスタイル・インディア・ペールエール

81．バーレイワイン・スタイル・エール

85．ゴールデンまたはブロンドエール



ビアスタイル 製造会社（出品者） ブランド名 結果 ビール名 製造責任者 所在
02．アメリカンスタイル・酵⺟⼊りウィートビール (株)夢⻨酒太⽥ 呑⿓夢⻨酒 銀賞 ヴァイツェン 星野広 群⾺

⽊内酒造(資) 常陸野ネストビール 銀賞 プラムウィート 宮⽥輝彦 茨城
(有)⾜柄地ビール ⾜柄ハッピーモルト 銅賞 うめびあ 横⼭智丈 神奈川

04．フルーツ・ウィートビール サンクトガーレン(有) サンクトガーレン 銀賞 パイナップルエール 岩本伸久 神奈川
06．ハーブおよびスパイスビール (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 銀賞 ベルジャンスタイルウィート 櫻井正時、園⽥智⼦ 千葉
09．スペシャルティ・ビール ⻩桜(株) 京都⻨酒 銅賞 丹波の⿊⾖ 宮部芳男 京都

呉ビール(株) 海軍さんの⻨酒 ⾦賞 呉吟醸ビール 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島
世嬉の⼀酒造(株) いわて蔵ビール 銅賞 牡蠣のスタウト 佐藤孝紀 岩⼿

19．アメリカンスタイル・ブレットエール BrewPUB PANGAEA 銅賞 ワイルド・イン・洗⾜ ⼩畑昌司 東京
24．⻑期熟成ビール 那須⾼原ビール(株) 那須⾼原ビール 銅賞 ナインテイルドフォックス '99 野⽥良平 栃⽊
26．スモークビール 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銅賞 ラオホ 宮下天通 ⼭梨
28．インターナショナルスタイル・ラガー (株)横浜ビール 横浜ビール 銅賞 横浜ラガー 五條芳範 神奈川

呉ビール(株) 海軍さんの⻨酒 ⾦賞 ピルスナー 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島
明⽯ブルワリー(株) 明⽯⻨酒 銅賞 明⽯海岸ビール 城彩、橋本聡 兵庫

32．ボヘミアスタイル・ピルスナー (株)横浜ビール 横浜ビール 銅賞 ピルスナー 五條芳範 神奈川
33．ミュンヒナースタイル・ヘレス (株)⼩⽥原鈴廣 箱根ビール 銀賞 箱根ピルス 廣⽥覚、吉島徹 神奈川
37．ヨーロピアンスタイル・ダーク／ミュンヒナー・デュンケル 合同酒精(株)シャトーカミヤ ⽜久シャトービール ⾦賞 デュンケル ⾓井智⾏ 茨城
38．ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 熊澤酒造(株) 湘南ビール 銅賞 シュバルツ 筒井貴史 神奈川
41．ジャーマンスタイル・ドッペルボックまたはアイスボック 富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銀賞 さくらボック 宮下天通 ⼭梨

(株)横浜ビール 横浜ビール 銀賞 アルト 五條芳範 神奈川
呉ビール(株) 海軍さんの⻨酒 銅賞 アルト 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島
(株)⼩⽥原鈴廣 箱根ビール ⾦賞 ⾜柄ヴァイツェン 廣⽥覚、吉島徹 神奈川
富⼠観光開発(株) 富⼠桜⾼原⻨酒 銀賞 ヴァイツェン 宮下天通 ⼭梨
(株)横浜ビール 横浜ビール 銅賞 ヴァイツェン 五條芳範 神奈川

55．ベルジャンスタイル・ヴィットビール (株)ヤッホーブルーイング 銅賞 ⽔曜⽇のネコ(無濾過Ver.) 醸造チーム ⻑野
⽊内酒造(資) 常陸野ネストビール ⾦賞 cafe104.5 宮⽥輝彦 茨城
F.B. JAPAN ジャンラン 銀賞 アンバー Raymond DUYCK フランス

58．ベルシャンスタイル・ブロンドエールまたはペールエール (株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 銀賞 秋⻨ 櫻井正時、園⽥智⼦ 千葉
65．その他のベルジャンスタイル・エール ⼩⻄酒造(株) KONISHIビール 銀賞 ガーネット・ルージュ 辻巌 兵庫
67．クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール (株)夢⻨酒太⽥ 呑⿓夢⻨酒 銅賞 ぺールエール 星野広 群⾺
79．ブリティッシュスタイル・インペリアル・スタウト ティー・ワイ・エクスプレス(株) ティー・ワイ・ハーバーブルワリー 銀賞 インペリアルスタウト 阿部和永 東京

呉ビール(株) 海軍さんの⻨酒 ⾦賞 バーレーワイン 佐々⽊雅治、増⽥裕幸 広島
(株)イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 銀賞 ʼ13 バーリーワイン 櫻井正時、園⽥智⼦ 千葉
合同酒精(株)シャトーカミヤ ⽜久シャトービール 銅賞 バーレイワイン ⾓井智⾏ 茨城

86．アメリカンスタイル・ペールエール (株)横浜ビール 横浜ビール 銀賞 ペールエール 五條芳範 神奈川
(株)ヤッホーブルーイング 銀賞 インドの⻘⻤ 醸造チーム ⻑野
合同酒精(株)シャトーカミヤ ⽜久シャトービール 銅賞 IPA ⾓井智⾏ 茨城

90．アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール (株)ヤッホーブルーイング 銀賞 軽井沢⾼原2013ビールシーズナル アンバーエール 醸造チーム ⻑野
97．フリースタイル・ダークラガー 霧島酒造(株) 霧島ビール 銅賞 霧島ビール スタウト 牧、佐藤、⾼橋 宮崎

(株)⼩⽥原鈴廣 箱根ビール ⾦賞 バレンシアオレンジ 廣⽥覚、吉島徹 神奈川
⼩⻄酒造(株) KONISHIビール 銀賞 穂和⾹ 辻巌 兵庫

99．フリースタイル・ダークエール 濵⽥酒造(株)  焼酎蔵薩洲濵⽥屋伝兵衛 伝兵衛地ビール 銀賞 伝兵衛⿊ビール ⽯神豪記 ⿅児島
103．フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール ⻩桜(株) 京都⻨酒 銅賞 ルビーナイル 宮部芳男 京都

88．アメリカンスタイル・インディア・ペールエール

98．フリースタイル・ライトエール

03．フルーツビール

14．エクスペリメンタル・ビール

31．ジャーマンスタイル・ピルスナー

【ケグ/ドラフトビール 部⾨】 

51．南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツエン／へーフェヴァイスビア

57．ベルジャンおよびフレンチスタイル・エール

81．バーレイワイン・スタイル・エール

49．ジャーマンスタイル・ブラウンエール／デュッセルドルフスタイル・アルトビール


