
             審査委員⻑ ⽥村 功

カテゴリー 結果 製造会社 製造責任者 ブランド名 ビール名 ビアスタイル 所在地

〔Ａ〕ライトエール ⾦賞 （株）ブロイハウス⼤沼 ⼭崎隆 ⼤沼ビール ⼤沼ビール インディア・ペールエール 53.イングリッシュ・インディア・ペールエール 北海道

〔Ａ〕ライトエール 銀賞 (株)信州東御市振興公社 ⼭越卓 オラホビール オラホ ゴールデンエール 79.ゴールデンorブロンドエール ⻑野

〔Ａ〕ライトエール 銅賞 Highland Brewing Co. Ltd - Swannay Brewery Orkney Blast 55.ベストビター or スペシャルビター スコットランド

〔Ｂ〕ダークエール ⾦賞 （有）農業法⼈⾶騨⾼⼭⻨酒 髙橋有⼈ ⾶騨⾼⼭⻨酒 ダークエール 59.イングリッシュ・ブラウンエール 岐⾩

〔Ｂ〕ダークエール 銀賞 （株）マルカツ興産 髙橋尚弘 はこだてビール 社⻑のよく飲むビール 67.ストロング・エール 北海道

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

〔Ｃ〕ジャーマンエール ⾦賞 （株）エイワ穂⾼ブルワリー 河⻄喜義 - 穂⾼地ビール アルト 70.ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール ⻑野

〔Ｃ〕ジャーマンエール 銀賞 (株)わらび座 ⼩松勝久 ⻄宮由有 佐々⽊純⼀ ⽥沢湖ビール アルト 70.ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 秋⽥

〔Ｃ〕ジャーマンエール 銅賞 （株）ブロイハウス⼤沼 ⼭崎隆 ⼤沼ビール ⼤沼ビール ケルシュ 69.ジャーマン・ケルシュ/ケルン・ケルシュ 北海道

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

〔Ｄ〕ライトラガー 銀賞 (株)わらび座 ⼩松勝久 ⻄宮由有 佐々⽊純⼀ ⽥沢湖ビール ピルスナー 26-A．ドルトムンダー/ヨーロピアン・エクスポート 秋⽥

〔Ｄ〕ライトラガー 銅賞 梅錦⼭川(株) 佐伯政博 梅錦ビール ピルスナー 22.ヨーロピアン・ローアルコールラガー or ジャーマン・ライトビール 愛媛

〔Ｅ〕ダークラガー ⾦賞 御殿場⾼原ビール（株） ⾨倉栄 御殿場⾼原ビール シュバルツ 30.ジャーマン・シュヴァルツビール 静岡

〔Ｅ〕ダークラガー 銀賞 宮崎ひでじビール（株） ⽚伯部智之・梶川悟史 宮崎ひでじビール ⽉のダークラガー 30.ジャーマン・シュヴァルツビール 宮崎

〔Ｅ〕ダークラガー 銅賞 富⼠観光開発(株) 宮下天通 富⼠桜⾼原⻨酒 さくらボック 33-A.ジャーマン・ドッペルボック ⼭梨

〔Ｆ〕ヴァイスビール ⾦賞 (株)銀河⾼原ビール 管野清⼈、柴⽥信⼀ 銀河⾼原ビール ⼩⻨のビール 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 岩⼿

〔Ｆ〕ヴァイスビール 銀賞 ヘリオス酒造（株） 照喜名重智 ヘリオスクラフトビール ⻘い空と海のビール 73-B.ジャーマン・ライヒト・ヴァイツェン 沖縄

〔Ｆ〕ヴァイスビール 銅賞 ⾨司港レトロビール（株） 峯松幸之助・福永直也 ⾨司港地ビール⼯房 ヴァイツェン 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 福岡

〔Ｇ〕アメリカンアドバンスドビール ⾦賞 (株)信州東御市振興公社 ⼭越卓 オラホビール オラホ ペールエール 80.アメリカン・ペールエール ⻑野

〔Ｇ〕アメリカンアドバンスドビール 銀賞 (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本⽥⿓⼆、渡辺康⼀ スワンレイクビール アンバースワンエール 84.アメリカン・アンバー/レッドエール 新潟

〔Ｇ〕アメリカンアドバンスドビール 銅賞 サンクトガーレン(有) 岩本伸久、野⽥将⼈ サンクトガーレン サンクトガーレン“ペールエール” 80.アメリカン・ペールエール 神奈川

〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール ⾦賞 盛⽥⾦しゃちビール ⼭⼝司、杉⼭元志 ⾦しゃち  ⾦しゃち プラチナエール 13.トラディショナリー・ブルード・ビール 愛知

〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール 銀賞 御殿場⾼原ビール（株） ⾨倉栄 御殿場⾼原ビール ピルス 13.トラディショナリー・ブルード・ビール 静岡

〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール 銅賞 宮崎ひでじビール（株） ⽚伯部智之・梶川悟史 宮崎ひでじビール 太陽のラガー 20-A.ジャーマン未濾過ラガー 宮崎

〔Ｉ〕フレーバービール ⾦賞 サンクトガーレン(有) 岩本伸久、野⽥将⼈ サンクトガーレン サンクトガーレン“スイートバニラスタウト” 06-A.ハーブ＆スパイスビール 神奈川

〔Ｉ〕フレーバービール 銀賞 ⽶久(株)森のビール⼯場 有賀祐弥⼦ アップルラガー アップルラガー 05-A.フルーツビール 静岡

〔Ｉ〕フレーバービール 銅賞 霧島酒造(株) 牧⼀博 霧島ビール 霧島ビール ⽇向夏 05-A.フルーツビール 宮崎

〔Ｊ〕トラディショナル・プレミアムビール ⾦賞 富⼠観光開発(株) 宮下天通 富⼠桜⾼原⻨酒 ラオホ 21-A.バンベルク・ラオホビール ⼭梨

〔Ｋ〕ベルジャンビール ⾦賞 梅錦⼭川(株) 佐伯政博 梅錦ビール アロマティックエール 48.ベルジャンペール・ストロング・エール 愛媛

〔Ｋ〕ベルジャンビール 銀賞 (株)⽻⽣の⾥ 市岡慎司 こぶし花ビール ベルギーホワイト 41.ベルジャン・ホワイト（ヴィットビール） 埼⽟

〔Ｋ〕ベルジャンビール 銅賞 ⼩⻄酒造(株) 辻巌 KONISHIビール Snow Blanche 41.ベルジャン・ホワイト（ヴィットビール） 兵庫

〔Ｌ〕フリースタイル ⾦賞 ⽊内酒造(資) 宮⽥輝彦 常陸野ネストビール Nipponia 91.フリー・ライトラガー 茨城

〔Ｌ〕フリースタイル 銀賞 霧島酒造(株) 牧⼀博 霧島ビール 霧島ビール スタウト 92.フリー・ダークラガー 宮崎

〔Ｌ〕フリースタイル 銅賞 富⼠観光開発(株) 宮下天通 富⼠桜⾼原⻨酒 チョコレートウィート 94.フリー・ダークエール ⼭梨
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カテゴリー 結果 製造会社 製造責任者 ブランド名 ビール名 ビアスタイル 所在

〔Ａ〕ライトエール ⾦賞 (有)アイエヌインターナショナル 井上修⼀ 六甲ビール 六甲IPA 53.イングリッシュ・インディア・ペールエール 兵庫

〔Ａ〕ライトエール 銀賞 ティー・ワイ・エクスプレス(株) 阿部和永 ティー・ワイ・ハーバーブルワリー ライトペールエール 90-B.インターナショナル・ペールエール 東京

〔Ａ〕ライトエール 銅賞 (株)夢⻨酒太⽥ 星野広 呑⿓夢⻨酒 ぺールエール 52.クラシック・イングリッシュ・ペールエール 群⾺

〔Ｂ〕ダークエール ⾦賞 (株)銀河⾼原ビール 管野清⼈、柴⽥信⼀ 銀河⾼原ビール スタウト 78.フォーリン・スタウト 岩⼿

〔Ｂ〕ダークエール 銀賞 呉ビール（株） 佐々⽊雅治・増⽥裕幸 海軍さんの⻨酒 バーレーワイン 68-A.イングリッシュ・バーレイワイン・エール 広島

〔Ｂ〕ダークエール 銅賞 (有)アイエヌインターナショナル 井上修⼀ 六甲ビール 六甲ポーター 60.ブラウン・ポーター 兵庫

〔Ｃ〕ジャーマンエール 銀賞 呉ビール（株） 佐々⽊雅治・増⽥裕幸 海軍さんの⻨酒 アルト 70.ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール 広島

〔Ｃ〕ジャーマンエール 銅賞 (株)銀河⾼原ビール 管野清⼈、柴⽥信⼀ 銀河⾼原ビール Gケルシュ 69.ジャーマン・ケルシュ/ケルン・ケルシュ 岩⼿

〔Ｄ〕ライトラガー ⾦賞 呉ビール（株） 佐々⽊雅治・増⽥裕幸 海軍さんの⻨酒 ピルスナー 23.ジャーマン・ピルスナー 広島

〔Ｄ〕ライトラガー 銀賞 横浜ビール(株) 五條芳範 横浜ビール 横浜ラガー 39－C.他のインターナショナル・ラガー 神奈川

〔Ｄ〕ライトラガー 銅賞 横浜ビール(株) 五條芳範 横浜ビール ピルスナー 24.ボヘミア・ピルスナー 神奈川

〔Ｅ〕ダークラガー ⾦賞 (株)イクスピアリ 櫻井正時、園⽥智⼦ ＨＡＲＶＥＳＴＭＯＯＮ シュバルツ 30.ジャーマン・シュヴァルツビール 千葉

〔Ｅ〕ダークラガー 銀賞 富⼠観光開発(株) 宮下天通 富⼠桜⾼原⻨酒 さくらボック 33-A.ジャーマン・ドッペルボック ⼭梨

〔Ｆ〕ヴァイスビール ⾦賞 横浜ビール(株) 五條芳範 横浜ビール ヴァイツェン 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン 神奈川

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

〔Ｆ〕ヴァイスビール 銅賞 富⼠観光開発(株) 宮下天通 富⼠桜⾼原⻨酒 ヴァイツェン 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン ⼭梨

〔Ｇ〕アメリカンアドバンスドビール ⾦賞 (株)あくら ⻑⾕川信 あくらビール キィウィIPA 82.アメリカン・インディア・ペールエール 秋⽥

〔Ｇ〕アメリカンアドバンスドビール 銀賞 熊澤酒造(株) 筒井貴史 湘南ビール IPA Cascade 81.アメリカン・ストロングペールエール 神奈川

〔Ｇ〕アメリカンアドバンスドビール 銅賞 ティー・ワイ・エクスプレス(株) 阿部和永 ティー・ワイ・ハーバーブルワリー アンバーエール 86.アメリカン・ブラウンエール 東京

〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール ⾦賞 城⼭ブルワリー 倉掛智之・川添智⼦ 城⼭ブルワリー ロンドンエール 09.スペシャルティ・ハニービール ⿅児島

〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール 銀賞 (株)あくら ⻑⾕川信 あくらビール さくら酵⺟ウィート 03-A.酵⺟⼊りライトアメリカン・ウィートエールorラガー 秋⽥

〔Ｈ〕ニュージェネレーションビール 銅賞 那須⾼原ビール(株) 野⽥良平 那須⾼原ビール ナインテイルドフォックス ʼ02 12-A.エクスペリメンタル・ビール 栃⽊

〔Ｉ〕フレーバービール ⾦賞 (株)⼩⽥原鈴廣  廣⽥覚、吉島徹 箱根ビール チョコっといちご 05-A.フルーツビール 神奈川

〔Ｉ〕フレーバービール 銀賞 霧島酒造(株) 牧⼀博 霧島ビール 霧島ビール ⽇向夏 05-A.フルーツビール 宮崎

〔Ｉ〕フレーバービール 銅賞 合同酒精(株)シャトーカミヤ ⾓井智⾏、佐野理恵、平出由貴⼦ ⽜久シャトービール 桜満開ラガー 06-A.ハーブ＆スパイスビール 茨城

〔Ｊ〕トラディショナル・プレミアムビール ⾦賞 富⼠観光開発(株) 宮下天通 富⼠桜⾼原⻨酒 ラオホ 21-A.バンベルク・ラオホビール ⼭梨

〔Ｌ〕フリースタイル ⾦賞 霧島酒造(株) 牧⼀博 霧島ビール 霧島ビール スタウト 92.フリー・ダークラガー 宮崎

〔Ｌ〕フリースタイル 銀賞 寿酒造（株） 富⽥祐介 國乃⻑ビール 貴醸GOLD 93.フリー・ライトエール ⼤阪

〔Ｌ〕フリースタイル 銅賞 世嬉の⼀酒造(株) 佐藤航 いわて蔵ビール 牡蠣のスタウト 94.フリー・ダークエール 岩⼿

【ケグ/ドラフトビール 部⾨】


