
「ジャパン・グレートビア・アワーズ2022」入賞一覧
出品者 醸造所名 醸造責任者 所在 ブランド名 ビール名 部門 ビアスタイル 結果

株式会社ホップジャパン ホップガーデンブルワリー 武石翔平 福島 ホップガーデンビール HopJapan White ボトル・缶 1-C.酵⺟入りライトアメリカン・ウィートビール 銀
株式会社ダイヤモンドブルーイング Diamond Brewing 連川 裕隆 熊本 Diamond Brewing ネリチャギ ボトル・缶 2.フルーツビール ⾦
株式会社JouZo JouZo BEER BASE 住友正伯 徳島 JouZo 柚香 Hazy IPA ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
ジャパーナプランニング株式会社 にきや醸造所 大木直都 北海道 NIKIYA BREWERY りんごとホップ ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
美作ビアワークス 美作ビアワークス 三浦弘嗣 岡山 美作ビアワークス 花と葡萄のエール ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
南信州ビール株式会社 駒ヶ岳醸造所 伊藤　陽洸 ⻑野 南信州ビール Apple Hop ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
株式会社Ｔファクトリー 半田銀山Brewery 鈴木翔之 福島 SOLDER CRAFT 王林ペールエール ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
⻨宿　伝　 Guest House Brew ⻨宿　伝　Guest House Brew 木和田　伝 愛媛 SMASH TOBY WHITE ALE ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
株式会社YMサービス YameBrewery 佐野　史香 福岡 Yamebrewery ブルーベリーエール ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
エルオーエル株式会社 むぎのくら谷津醸造所 今井貴大 千葉 むぎのいえ あまなつのわ〜る ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
株式会社　花安新発田斎場 TSUKIOKA　BREWERY 新保　典司 新潟 月岡 月岡エメラルドエール ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
Aomori Brew Pub Aomori Brew Pub Ben Ellard　・　大宮豊孝 ⻘森 Aomori Brew Pub Mikan　Shake　IPA ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
那須高原ビール株式会社 那須高原ビール株式会社 野田良平 栃木 那須高原ビール いちごエール ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
株式会社　南都 南都酒造所 糸数幸紀／津波古貢 沖縄 OKINAWA　SANGO　BEER PASSION FRUIT ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
株式会社JouZo JouZo BEER BASE 住友正伯 徳島 JouZo とびしまビール　れもん Hazy IPA ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
有限会社堀口アールエム HopGear Brewing 堀口聡一 埼玉 HopGearBrewing BEER×STRAWBERRY ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
尾道ビール株式会社 尾道ブルワリー 佐々木　真人 広島 尾道ビール ショーキーレッドエール ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 ⻑友正孝 宮崎 雲海⻨酒醸造所 日向夏発泡酒 ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
株式会社YMサービス YameBrewery 佐野　史香 福岡 Yamebrewery トマトエール ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
エルオーエル株式会社 むぎのくら谷津醸造所 今井貴大 千葉 むぎのいえ 甘夏ヘイジー ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works きみのわかなのわなかもね ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ゆずヴァイツェン ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
株式会社ホップジャパン ホップガーデンブルワリー 武石翔平 福島 ホップガーデンビール 柚子香るWhite ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
A&R株式会社 EBINA BEER REHAK TOMAS 神奈川 EBINA BEER YUZU PILSNER ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
株式会社アーチブルワリー アーチブルワリー 柳　昌宏 山口 MUTSUKO ボトル・缶 3.柚子ビール 銅
株式会社ペルソナブルワリー ペルソナブルワリー 高橋　添 山梨 ペルソナブルワリー ゆずベイビー ボトル・缶 3.柚子ビール 銅
NPO法人HEROES ⻄陣⻨酒 林田貴志・中大路修平　 京都 ⻄陣⻨酒 柚子無碍 ボトル・缶 3.柚子ビール 銅
三菱⾷品株式会社 J-CRAFT 東京 J-CRAFT HOPPING ゆずふわIPA ボトル・缶 3.柚子ビール 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー Daydream ボトル・缶 3.柚子ビール 銅
株式会社JouZo JouZo BEER BASE 住友正伯 徳島 JouZo APPLE Cinnamon Ale ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール ⾦
宮古島マイクロブルワリー 宮古島マイクロブルワリー 髙橋　正規 沖縄 FRUIT FLAVOR　たんかんヴァイツェン ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール ⾦
三菱⾷品株式会社 J-CRAFT 東京 J-CRAFT HOPPING ももふわIPA ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール ⾦
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー JAZZBERRY ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール ⾦
宮古島マイクロブルワリー 宮古島マイクロブルワリー 髙橋　正規 沖縄 FRUIT FLAVOR　シークヮーサーヴァイツェン ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銀
合同会社大根島研究所 大根島醸造所 松本拓 島根 大根島醸造所 いちじくヴァイツェン ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銅
有限会社弥生商店　弥彦ブリューイング 弥彦ブリューイング 羽生　久美子 新潟 伊彌彦エール 弥彦ぶどうエール ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銅
株式会社ハートピア クラフトハート・ブルワリー 濱岡康太郎 広島 クラフトハート 瀬⼾内レモンエイル ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銅
有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 下山一宇、丹羽岳悠 千葉 柏⻨酒 Anco シークワサー ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銅
株式会社Ｈ．Ｍ．Ｗｏｒｋｓ 函館⻨酒醸造所 石垣　充清 北海道 ozigi brewing 白すだち ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銅
株式会社　NI-WA Hinosato brewery ⾺込　賢太郎 福岡 さとのBEER 甘夏ベルジャンホワイト／AMANATSU　BELGIAN　WHITE ボトル・缶 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀
ウッドミルブルワリー・京都 ウッドミルブルワリー・京都 辻本 大和 京都 ウッドミルブルワリー・京都 はっさくホワイト ボトル・缶 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing 苺セゾン ボトル・缶 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀
社会福祉法人あづみの森 尾道あづみ⻨酒醸造所 田上誠 広島 尾道あづみブルワリー 尾道ハニーレモン ボトル・缶 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銅
尾道ビール株式会社 尾道ブルワリー 佐々木　真人 広島 尾道ビール キューカンバーセゾン ボトル・缶 7.フィールドビール ⾦
有限会社弥生商店　弥彦ブリューイング 弥彦ブリューイング 羽生　久美子 新潟 伊彌彦エール もとまちきゅうりきゅうり ボトル・缶 7.フィールドビール 銅
株式会社　南都 南都酒造所 糸数幸紀／津波古貢 沖縄 OKINAWA　SANGO　BEER HOT IPA ボトル・缶 8.チリビール ⾦
NPO法人HEROES ⻄陣⻨酒 中大路修平 京都 ⻄陣⻨酒 Sweet Ginger Ale ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール ⾦
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部　淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE Lavender & Chamomile ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部　淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE Heart of Holunder ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部　淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE Wu-Xiang Red Ale ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works THANK YOU FOR THE MUSIC ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社　 田 和歌山ブルワリー 田　友之 和歌山 AGARACRAFT AGARACRAFT 　山椒エール ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社JouZo JouZo BEER BASE 住友正伯 徳島 JouZo GINGER IPA ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社NI-WA Nakatsu brewery 鈴木　悟 大阪 Nakatsu brewery テンリュウAle ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
奥大和ビール 奥大和BREWING ⽶田　義則 奈良 奥大和ビール メディックビター ボトル・缶 9.ハーブおよびスパイスビール 銅
合同会社大根島研究所 大根島醸造所 松本拓 島根 大根島醸造所 CACAO BEER ボトル・缶 10.チョコレートビール ⾦



出品者 醸造所名 醸造責任者 所在 ブランド名 ビール名 部門 ビアスタイル 結果

Be Easy Brewing Be Easy Brewing 中林　將浩 ⻘森 Be Easy Brewing Romance ボトル・缶 10.チョコレートビール 銀
福山⿊酢株式会社 ⿊酢の郷　桷志田 竹下　義隆 ⿅児島 桷志田ブルワリー チョコレートハニースタウト ボトル・缶 10.チョコレートビール 銀
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing なまチョコバナナスタウト ボトル・缶 10.チョコレートビール 銅
有限会社堀口アールエム HopGear Brewing 堀口聡一 埼玉 HopGearBrewing BEER×COFFEE ボトル・缶 11.コーヒービール 銀
東向島珈琲店 鋸南⻨酒 ⻲谷　結 千葉 iles COFFEE PORTER iles COFFEE PORTER ボトル・缶 12.コーヒースタウトまたはコーヒーポーター ⾦
ゴールデンラビットビール ゴールデンラビットビール 市橋健 奈良 ゴールデンラビットビール ちはやふる ボトル・缶 13-A.ライビール ⾦
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 夢幻 ボトル・缶 13-B.ジャーマンスタイル・ライエール 銀
ヒダノオクブルワリー ヒダノオクブルワリー 霜出　悦生 岐阜 ヒダオクエール S-IPA ボトル・缶 17.セッション・インディア・ペールエール 銀
株式会社リキッド 富士⾒⻨酒醸造所 平本友⾥ 埼玉 富士⾒⻨酒 富士⾒IPA ボトル・缶 17.セッション・インディア・ペールエール 銀
那須高原ビール株式会社 那須高原ビール株式会社 野田良平 栃木 那須高原ビール 那須風神IPA ボトル・缶 17.セッション・インディア・ペールエール 銅
郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ 郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ 松本徹哉 岐阜 郡上⼋幡⻨酒 こぼこぼ　セッションIPA ボトル・缶 17.セッション・インディア・ペールエール 銅
有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 下山一宇、丹羽岳悠 千葉 柏⻨酒 ブラゴット ボトル・缶 18-A.その他のストロングビール ⾦
Be Easy Brewing Be Easy Brewing 中林　將浩 ⻘森 Be Easy Brewing Houhai Aomori Ale ボトル・缶 19.酒イーストビール ⾦
島根ビール株式会社 松江ビアへるん醸造所 谷　勲・友田太郎 島根 松江ビアへるん おろち ボトル・缶 19.酒イーストビール ⾦
社会福祉法人あづみの森 尾道あづみ⻨酒醸造所 田上誠 広島 尾道あづみブルワリー 橙セゾン ボトル・缶 19.酒イーストビール 銅
株式会社 石⾒⻨酒 温泉リゾート風の国醸造所 山口 厳雄 島根 石⾒⻨酒 ラカンセアサワー L52 ボトル・缶 20.ワイルドビール ⾦
株式会社ホップジャパン ホップガーデンブルワリー 武石翔平 福島 ホップガーデンビール Abukuma GREEN あぶくまver. ボトル・缶 21.フレッシュ・ホップ・ビール 銅
南信州ビール株式会社 駒ヶ岳醸造所 伊藤　陽洸 ⻑野 南信州ビール Cask Stout ボトル・缶 31.木片および木樽熟成ストロングスタウト 銀
ハイランドポート　ブルワリー ハイランドポート　ブルワリー 大谷　⾠夫 福島 ハイランドポート 小田倉ラガー ボトル・缶 35-B.ヨーロピアンスタイル・未濾過ラガー 銅
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ラオホ ボトル・缶 36-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール ⾦
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing なまちゃんのラオホ ボトル・缶 36-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール 銅
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 ⻑友正孝 宮崎 雲海⻨酒醸造所 雲海ラガー ボトル・缶 38.インターナショナルスタイル・ピルスナー 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 豊潤＜496＞ ボトル・缶 39.その他のインターナショナルスタイル・ラガー 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 496 ボトル・缶 39.その他のインターナショナルスタイル・ラガー 銀
株式会社 HUGE NUMBER NINE BREWERY ⻫藤　健吾 神奈川 NUMBER NINE BREWERY QUAYS Pilsner ボトル・缶 39.その他のインターナショナルスタイル・ラガー 銅
A&R株式会社 EBINA BEER REHAK TOMAS 神奈川 EBINA BEER EBINA LAGER ボトル・缶 39.その他のインターナショナルスタイル・ラガー 銅
新潟ビール醸造株式会社 胎内高原ビール 本間 慎一 新潟 胎内高原ビール 胎内高原ビール ピルスナー ボトル・缶 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー ⾦
知多⻨酒株式会社 ビアシティ南知多 磯部健太郎 愛知 知多マリンビール ピルスナー ボトル・缶 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ピルス ボトル・缶 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅
那須高原ビール株式会社 那須高原ビール株式会社 野田良平 栃木 那須高原ビール 雪中熟成深山ピルスナー ボトル・缶 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅
鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール醸造株式会社 澤田　直人 神奈川 鎌倉ビール kamakura Pils ボトル・缶 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅
⼋海醸造株式会社 猿倉山ビール醸造所 上村太一 新潟 RYDEENBEER RYDEENBEER  PILSNER ボトル・缶 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅
ウォルフブロイ合同会社 ウォルフブロイ Wolfram Opitz 沖縄 ウォルフブロイ ウォルフブロイ・ジャーマンピルスナー ボトル・缶 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅
株式会社三本松茶屋 NikkoBrewing 細田　央 栃木 THE NIKKO MONKEYS THE NIKKO MONKEYS PREMIUM LAGER ボトル・缶 42.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銅
株式会社　ディーエイチシー DHCビール　静岡工場 DHCビール　醸造チーム 静岡 DHCビール DHC　ラガービール ボトル・缶 43.ミュンヒナースタイル・ヘレス 銀
株式会社　ディーエイチシー DHCビール　静岡工場 DHCビール　醸造チーム 静岡 DHCビール DHC　ゴールデンマイスター ボトル・缶 43.ミュンヒナースタイル・ヘレス 銅
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ピルスナー ボトル・缶 44-A.ドルトムンダー／ヨーロピアンスタイル・エクスポート 銅
株式会社　時之栖富士 フジスパークB.B. 冨川　宏一 静岡 フジスパークB.B. レイヴンレッド ボトル・缶 47-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル ⾦
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン シュバルツ ボトル・缶 48.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銀
有限会社農業法人⾶騨高山⻨酒 ⾶騨高山⻨酒 髙橋　有人 岐阜 ⾶騨高山⻨酒 レッドボック ボトル・缶 50-A.ジャーマンスタイル・ドッペルボック 銀
株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍⼆　渡辺康一 新潟 スワンレイクビール 越乃⽶こしひかり仕込み ボトル・缶 51-A.アメリカンスタイル・ラガー 銀
Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京 Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks Junior's Cream Ale ボトル・缶 51-B.アメリカンスタイル・クリームエール ⾦
株式会社ONE's ONE's BREWERY 鈴木遼太 大阪 AMB ボトル・缶 53-B.カリフォルニア・コモンビール 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 496 ボトル・缶 54.インディア・ペールラガー 銅
鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール醸造株式会社 澤田　直人 神奈川 鎌倉ビール 葉山 ボトル・缶 55-B.オーストラリアンスタイル・ペールエール 銅
⻨宿　伝　 Guest House Brew ⻨宿　伝　Guest House Brew 木和田　伝 愛媛 SMASH SMASH ボトル・缶 56.インターナショナルスタイル・ペールエール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 伊藤 将広、中村 託也、栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works TIGER ATE BUNNY HOP ボトル・缶 56.インターナショナルスタイル・ペールエール 銅
鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール醸造株式会社 澤田　直人 神奈川 鎌倉ビール 星 ボトル・缶 56.インターナショナルスタイル・ペールエール 銅
Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京 Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ライヒトビール　ケルシュ ボトル・缶 57.ケルンスタイル・ケルシュ 銀
宇奈月ビール株式会社 宇奈月ビール 森下雅仁 富山 宇奈月ビール 十字峡 ボトル・缶 57.ケルンスタイル・ケルシュ 銅
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 ⻑友正孝 宮崎 雲海⻨酒醸造所 ケルシュ ボトル・缶 57.ケルンスタイル・ケルシュ 銅
鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール醸造株式会社 澤田　直人 神奈川 鎌倉ビール 月 ボトル・缶 58.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銅
⼋海醸造株式会社 猿倉山ビール醸造所 上村太一 新潟 RYDEENBEER RYDEENBEER  ALT ボトル・缶 58.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銅
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 ⻑友正孝 宮崎 雲海⻨酒醸造所 アルト ボトル・缶 58.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銅
株式会社　花安新発田斎場 TSUKIOKA　BREWERY 新保　典司 新潟 月岡 月岡ヴァイツェンナチュラル ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀
株式会社　ディーエイチシー DHCビール　静岡工場 DHCビール　醸造チーム 静岡 DHCビール DHC　ヴァイツェン　小⻨のビール ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング 製造チーム ⻑野 銀河高原ビール 銀河高原ビール小⻨のビール ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀
島根ビール株式会社 松江ビアへるん醸造所 谷　勲・友田太郎 島根 松江ビアへるん ヴァイツェン ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀



出品者 醸造所名 醸造責任者 所在 ブランド名 ビール名 部門 ビアスタイル 結果

ウォルフブロイ合同会社 ウォルフブロイ Wolfram Opitz 沖縄 ウォルフブロイ ウォルフブロイ・ヘーフェヴァイツェン ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀
株式会社丹後王国ブルワリー 「丹後王国」⾷のみやこ内　地ビール製造所 山口　道生 京都 TANGO KINGDOM Beer ヴァイツェン ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅
ハイランドポート　ブルワリー ハイランドポート　ブルワリー 大谷　⾠夫 福島 ハイランドポート 白河ヴァイツェン ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ヴァイツェン ボトル・缶 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅
株式会社三本松茶屋 NikkoBrewing 細田　央 栃木 Nikko Belgian Beer Nikko Belgian Beer Deux - ベルジャンホワイト - ボトル・缶 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銅
株式会社信州東御市振興公社 オラホビール オラホブルーイングチーム ⻑野 OH!LA!HO BEER オラホビール　ヌーベル・セゾン ボトル・缶 66.クラシック・セゾン 銀
合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広大 埼玉 秩⽗⻨酒 ウィートセゾン雪熊 ボトル・缶 66.クラシック・セゾン 銅
Aomori Brew Pub Aomori Brew Pub Ben Ellard　・　大宮豊孝 ⻘森 Aomori Brew Pub Saison ボトル・缶 66.クラシック・セゾン 銅
株式会社Y.craft SHIKI BEER ⽮野　利治 埼玉 SHIKI BEER JUNOS ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銀
NPO法人HEROES ⻄陣⻨酒 林田貴志 京都 ⻄陣⻨酒 室町セゾン ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銀
スカイホップブルーイング株式会社 スカイホップブルーイング 大空　和央 山口 SAVEER セゾン ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 中村 託也 大阪 Derailleur Brew Works MAGIC MUSHROOM EMPIRE ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銅
有限会社弥生商店　弥彦ブリューイング 弥彦ブリューイング 羽生　久美子 新潟 伊彌彦エール 伊彌彦エール ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銅
合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広大 埼玉 秩⽗⻨酒 熊之縁 ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銅
宇佐美⻨酒製造株式会社 宇佐美⻨酒製造 鰐川　崇 静岡 宇佐美⻨酒製造 USAMI Saison ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銅
株式会社Y.craft SHIKI BEER ⽮野　利治 埼玉 SHIKI BEER PEARL ボトル・缶 69-B.ベルジャンスタイル・ブロンドエール 銀
株式会社三本松茶屋 NikkoBrewing 細田　央 栃木 Nikko Belgian Beer Nikko Belgian Beer Un - ベルジャンブロンド - ボトル・缶 69-B.ベルジャンスタイル・ブロンドエール 銅
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール YOHO Belgian ボトル・缶 69-B.ベルジャンスタイル・ブロンドエール 銅
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY 木村　栄 埼玉 CARVAAN CARVAAN・トリペル ボトル・缶 75-A.ベルジャンスタイル・ダーク・ストロングエール ⾦
ハイランドポート　ブルワリー ハイランドポート　ブルワリー 大谷　⾠夫 福島 ハイランドポート ⿊川スタウト ボトル・缶 77-B.イングリッシュスタイル・ダーク・マイルドエール 銀
南信州ビール株式会社 駒ヶ岳醸造所 伊藤　陽洸 ⻑野 南信州ビール Spring Session ボトル・缶 78.イングリッシュスタイル・サマーエール 銀
丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 綿貫卓人 静岡 TRAD ボトル・缶 79-B.スペシャルビターまたはベストビター 銀
スカイホップブルーイング株式会社 スカイホップブルーイング 大空　和央 山口 SAVEER セッションIPA ボトル・缶 79-B.スペシャルビターまたはベストビター 銀
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ペールエール ボトル・缶 80.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銀
ウッドミルブルワリー・京都 ウッドミルブルワリー・京都 辻本 大和 京都 ウッドミルブルワリー・京都 ペールエール ボトル・缶 80.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銅
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール 軽井沢高原ビールシーズナル2022ESB ボトル・缶 81-A.アメリカンスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銀
株式会社　ディーエイチシー DHCビール　静岡工場 DHCビール　醸造チーム 静岡 DHCビール DHC　プレミアムリッチエール ボトル・缶 81-A.アメリカンスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銅
株式会社　花安新発田斎場 TSUKIOKA　BREWERY 新保　典司 新潟 月岡 月岡IPA ボトル・缶 82.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銀
ニセコビール株式会社 ニセコ　ブルワリー 櫻井　繁 北海道 ニセコビール（NISEKO BEER) 深雪 ボトル・缶 82.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銅
郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ 郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ 松本徹哉 岐阜 郡上⼋幡⻨酒 こぼこぼ　ブラウンエール ボトル・缶 84.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銀
株式会社 彦根⻨酒 彦根⻨酒 荒神山醸造所 小島なぎさ 滋賀 ポーター ボトル・缶 85.ブラウン・ポーター ⾦
株式会社NI-WA Nakatsu brewery 鈴木　悟 大阪 Nakatsu brewery Brown Porter ボトル・缶 85.ブラウン・ポーター 銀
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 ⻑友正孝 宮崎 雲海⻨酒醸造所 ⿊ ボトル・缶 85.ブラウン・ポーター 銅
株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍⼆　渡辺康一 新潟 スワンレイクビール ポーター ボトル・缶 86.ロブスト・ポーター 銀
エルオーエル株式会社 むぎのくら谷津醸造所 今井貴大 千葉 むぎのいえ むぎのくら ボトル・缶 91-A.オールドエール 銅
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 ⻑友正孝 宮崎 雲海⻨酒醸造所 ストロングエール10 ボトル・缶 91-B.ストロングエール 銀
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール ハレの日仙人2021 ボトル・缶 92-B.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール ⾦
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール ハレの日仙人2020 ボトル・缶 92-B.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール 銀
株式会社YMサービス YameBrewery 佐野　史香 福岡 Yamebrewery BLACK ボトル・缶 94.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト ⾦
Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京 Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks Blasda Dhu Dry Stout ボトル・缶 94.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト 銅
美作ビアワークス 美作ビアワークス 三浦弘嗣 岡山 美作ビアワークス ストロングスタウト ボトル・缶 95.エクスポート・スタウト ⾦
宇佐美⻨酒製造株式会社 宇佐美⻨酒製造 鰐川　崇 静岡 宇佐美⻨酒製造 USAMI Golden Ale ボトル・缶 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銀
株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍⼆　渡辺康一 新潟 スワンレイクビール ゴールデンスワンレイクエール ボトル・缶 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
尾道ビール株式会社 尾道ブルワリー 佐々木　真人 広島 尾道ビール しまなみゴールデンエール ボトル・缶 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
網走ビール株式会社 網走ビール 條将之 北海道 網走ビール ABASHIRI Golden Ale ボトル・缶 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 下山一宇、丹羽岳悠 千葉 柏⻨酒 こまいぬエール ボトル・缶 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
株式会社信州東御市振興公社 オラホビール オラホブルーイングチーム ⻑野 OH!LA!HO BEER オラホビール　ゴールデンエール ボトル・缶 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
ハートビートブリューイング株式会社 365+1BEER ⻑門醸造所 有賀彩香 山口 365+1BEER サンロクロクペールエール ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール ⾦
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール 軽井沢ビールクラフトザウルスペールエール ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
株式会社信州東御市振興公社 オラホビール オラホブルーイングチーム ⻑野 OH!LA!HO BEER キャプテンクロウ・エクストラペールエール ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
株式会社カネク醸造 カネク醸造 山形琢一 ⻘森 ⼋⼾⻨酒 ヴァンラーレ　フユエール ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
霧島酒造株式会社 霧の蔵ブルワリー 牧　一博 宮崎 KIRISHIMA BEER KIRISHIMA BEER PALE ALE ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
ヒダノオクブルワリー ヒダノオクブルワリー 霜出　悦生 岐阜 ヒダオクエール ペールエール ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
ジャパーナプランニング株式会社 にきや醸造所 大木直都 北海道 NIKIYA BREWERY Futaba ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ 郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ 松本徹哉 岐阜 郡上⼋幡⻨酒 こぼこぼ　ペールエール ボトル・缶 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
株式会社 HUGE NUMBER NINE BREWERY ⻫藤　健吾 神奈川 NUMBER NINE BREWERY #9 Hazy ボトル・缶 98.ジューシーまたはヘイジー・ペールエール ⾦
平和酒造株式会社 平和酒造株式会社 髙木 加奈子 和歌山 平和クラフト 平和クラフト　HAZY IPA ボトル・缶 98.ジューシーまたはヘイジー・ペールエール 銀
ライナ株式会社 VectorBrewing 木水朋也 東京 VectorBrewing TOMCAT HAZY IPA ボトル・缶 98.ジューシーまたはヘイジー・ペールエール 銀
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丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 静岡 G・FARM THE PIG'S PEARL ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・ストロングペールエール ⾦
丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 静岡 ブレークアウェイIPA ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銀
平和酒造株式会社 平和酒造株式会社 髙木 加奈子 和歌山 平和クラフト 平和クラフト I.P.A. ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅
NPO法人HEROES ⻄陣⻨酒 中大路修平 京都 ⻄陣⻨酒 MASAMI ALE ボトル・缶 100.ジューシーまたはヘイジー・ストロング・ペールエール 銀
吉乃川株式会社 吉乃川株式会社 中川 正義,登山 匡章 新潟 摂田屋クラフト 摂田屋クラフト IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール ⾦
平和酒造株式会社 平和酒造株式会社 髙木 加奈子 和歌山 平和クラフト 平和クラフト　DOUBLE IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京 Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks Center Gai IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
新潟ビール醸造株式会社 胎内高原ビール 本間 慎一 新潟 胎内高原ビール 吟籠IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
株式会社YMサービス YameBrewery 佐野　史香 福岡 Yamebrewery Fukamushi IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
⼋海醸造株式会社 猿倉山ビール醸造所 上村太一 新潟 RYDEENBEER RYDEENBEER  IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社Ｔファクトリー 半田銀山Brewery 鈴木翔之 福島 SOLDER CRAFT 半田銀山IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社リキッド 富士⾒⻨酒醸造所 平本友⾥ 埼玉 富士⾒⻨酒 鶴瀬⻄口IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing なまちゃんのIPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
三菱⾷品株式会社 J-CRAFT 東京 J-CRAFT HOPPING ガツんとIPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社Ｈ．Ｍ．Ｗｏｒｋｓ 函館⻨酒醸造所 石垣　充清 北海道 ozigi brewing IPA ボトル・缶 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
有限会社たのし屋本舗 横須賀ビール 鈴木啓弘 神奈川 横須賀ビール NEW YOKOSUKA IPA ボトル・缶 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銀
株式会社信州東御市振興公社 オラホビール オラホブルーイングチーム ⻑野 OH!LA!HO BEER ビエール・ド・雷電極め仕込み　ヘイジ―IPA ボトル・缶 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銀
ライナ株式会社 VectorBrewing 木水朋也 東京 VectorBrewing India Pink Ale ボトル・缶 103.エマージング・インディア・ペールエール 銀
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール 軽井沢ビールクラフトザウルスブリュットIPA ボトル・缶 103.エマージング・インディア・ペールエール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 伊藤 将広、中村 託也、栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works TRIBE CALLED INCOGNITO ボトル・缶 104.インペリアル・インディア・ペールエール 銅
霧島酒造株式会社 霧の蔵ブルワリー 牧　一博 宮崎 KIRISHIMA BEER KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉Red Ale ボトル・缶 106.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銅
株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 株式会社天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍⼆　渡辺康一 新潟 スワンレイクビール アンバースワンエール ボトル・缶 106.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銅
株式会社信州東御市振興公社 オラホビール オラホブルーイングチーム ⻑野 OH!LA!HO BEER オラホビール　アンバーエール ボトル・缶 106.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銅
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ブラウンエール ボトル・缶 109.アメリカンスタイル・ブラウンエール 銀
スカイホップブルーイング株式会社 スカイホップブルーイング 大空　和央 山口 SAVEER ブラックIPA ボトル・缶 110.アメリカンスタイル・ブラックエール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works THE GIRL OF PLANET PISTACHIO 999 ボトル・缶 112.アメリカンスタイル・インペリアル・スタウト 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 インペリアルピルスナー ボトル・缶 113.フリースタイル・ライトラガー 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー Afterdark ボトル・缶 114.フリースタイル・ダークラガー ⾦
株式会社　地ビール⾶騨 地ビール⾶騨 牛丸　貴之 岐阜 ⾶騨ビール ⾶騨ブラックビール ボトル・缶 114.フリースタイル・ダークラガー 銀
ブリューパブスタンダード株式会社 ブリューパブセンターポイント 松尾弘寿 大阪 酒粕エール ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール ⾦
丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 綿貫卓人 静岡 BRIGHT ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 冬のおわり ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銀
ライナ株式会社 VectorBrewing 木水朋也 東京 VectorBrewing Banana shake ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銀
那須ボルダー計画株式会社 那須ガーデンブルワリー　なすですな 川上　敏洋 栃木 なすですな なすですな　レモンビール ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銀
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール 山の上ニューイ ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銀
株式会社 HUGE NUMBER NINE BREWERY ⻫藤　健吾 神奈川 NUMBER NINE BREWERY Hammer Head Ale ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銅
尾道ビール株式会社 尾道ブルワリー 佐々木　真人 広島 尾道ビール しまなみゴールデンエール ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー on the cloud ボトル・缶 115.フリースタイル・ライトエール 銅
株式会社ダイヤモンドブルーイング Diamond Brewing 連川 裕隆 熊本 Diamond Brewing ADELE ボトル・缶 120.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール ⾦
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing マシュマロモンスター ボトル・缶 120.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール 銀
エルオーエル株式会社 むぎのくら谷津醸造所 今井貴大 千葉 むぎのいえ 紫薫 Shikun ボトル・缶 120.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール 銅
⻨宿　伝　 Guest House Brew ⻨宿　伝　Guest House Brew 木和田　伝 愛媛 SMASH AMBER ALE ボトル・缶 122.その他のビール風味アルコール飲料 銀
⻨宿　伝　 Guest House Brew ⻨宿　伝　Guest House Brew 木和田　伝 愛媛 SMASH 野菜エール ボトル・缶 122.その他のビール風味アルコール飲料 銅
株式会社　夢⻨酒太田 株式会社　夢⻨酒太田 森田　智之 群⾺ CHROA TRAVOLTA ケグ 1-C.酵⺟入りライトアメリカン・ウィートビール ⾦
TOYOHASHI BREWING COMPANY 合同会社 TOYS BREWERY 小野圭太 愛知 TOYS BREWERY SESSION AMERICAN WHEAT ケグ 1-C.酵⺟入りライトアメリカン・ウィートビール 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー シルクエール ケグ 1-C.酵⺟入りライトアメリカン・ウィートビール 銅
Be Easy Brewing Be Easy Brewing 中林　將浩 ⻘森 Be Easy Brewing あおもりカシスエール ケグ 2.フルーツビール 銀
妻有ビール株式会社 妻有ビール 高木千歩 新潟 妻有ビール 繋ぐエール ケグ 2.フルーツビール 銀
株式会社FOODLINKS CRAFTMAN UMAMI Upsal Aaron 大阪 CRAFTMAN UMAMI ミックスジュースサワーIPA ケグ 2.フルーツビール 銅
株式会社⻨と葡萄 ⻨と葡萄　牛久醸造場 角井智⾏ 茨城 牛久醸造場 こゆず ケグ 3.柚子ビール ⾦
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works きみのわかなのわなかもね ケグ 3.柚子ビール 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ゆずヴァイツェン ケグ 3.柚子ビール 銀
木内酒造株式会社 常陸野ネストビール額田醸造所 醸造課 茨城 常陸野ネストビール 常陸野ネストビール　ゆずラガー ケグ 3.柚子ビール 銀
鈴廣かまぼこ株式会社 箱根ビール醸造所 廣田　覚 神奈川 箱根ビール ゆずのかほり ケグ 3.柚子ビール 銀
株式会社横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田優 神奈川 横浜ビール 道志村柚子ヴァイツェン ケグ 3.柚子ビール 銀
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing シトラスハーモニー ケグ 3.柚子ビール 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー ⼋朔ビター ケグ 4.フルーツ・ウィートビール ⾦
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 磯崎さんちの小田原みかん ケグ 4.フルーツ・ウィートビール 銀
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株式会社ありがとうサービス 今治街中⻨酒 中島俊一 愛媛 今治街中⻨酒 神の島レモンエール ケグ 4.フルーツ・ウィートビール 銅
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing ルレクチェセゾン ケグ 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール ⾦
世嬉の一酒造株式会社 世嬉の一酒造株式会社 後藤　孝紀 岩手 いわて蔵ビール トマトエール ケグ 7.フィールドビール 銀
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部　淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE Lavender & Chamomile ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール ⾦
株式会社ジウ OUR CRAFT COMMISSARY 下田　和幸 東京 ２杯目のビール。 チャイみたい ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール ⾦
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部　淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE Wu-Xiang Red Ale ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works THANK YOU FOR THE MUSIC ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社カルテットブルーイング カルテットブルーイング 椎名　将 ⻑野 カルテットブルーイング エルダーフラワー エール ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社SAKE-YA JAPAN ビール工房ゼロラボ 藤川貴之 東京 BEER　KOBO FLOWER GIRL ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社岩田屋 東海道ＢＥＥＲ川崎宿工場 田上　達史 神奈川 東海道ＢＥＥＲ ⿊い弛緩 ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社岩田屋 東海道ＢＥＥＲ川崎宿工場 田上　達史 神奈川 東海道ＢＥＥＲ ⻨の出会い ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社岩田屋 東海道ＢＥＥＲ川崎宿工場 田上　達史 神奈川 東海道ＢＥＥＲ FRO AGARI YELL ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY 木村　栄 埼玉 CARVAAN アラビアンライム・エール ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 伊藤 将広、中村 託也、栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works SUPER DUPER QQL ケグ 9.ハーブおよびスパイスビール 銅
株式会社横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田優 神奈川 横浜ビール 横濱元町カカオビール ケグ 10.チョコレートビール 銅
株式会社岩田屋 東海道ＢＥＥＲ川崎宿工場 田上　達史 神奈川 東海道ＢＥＥＲ ⿊に浮かぶ ケグ 12.コーヒースタウトまたはコーヒーポーター 銀
木内酒造株式会社 常陸野ネストビール額田醸造所 醸造課 茨城 常陸野ネストビール 常陸野ネストビール　エスプレッソスタウト ケグ 12.コーヒースタウトまたはコーヒーポーター 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 夢幻 ケグ 13-B.ジャーマンスタイル・ライエール 銅
株式会社リキッド 富士⾒⻨酒醸造所 平本友⾥ 埼玉 富士⾒⻨酒 鶴瀬⻄口ヴァイツェン ケグ 16.セッション・ビール 銅
株式会社横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田優 神奈川 横浜ビール ハマクロ ケグ 16.セッション・ビール 銅
合同会社Yell&Ale Yell&Ale Brewery 阿部康三 大分 GOBUSATA IPA ケグ 17.セッション・インディア・ペールエール 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー グラン・クリュ　〜４９６　特別醸造〜 ケグ 18-A.その他のストロングビール ⾦
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 伊藤 将広、中村 託也、栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works ANONYMOUS BREWHOLIC FOUNDATION ケグ 19.酒イーストビール ⾦
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー YOSANO Juicy Hop ケグ 21.フレッシュ・ホップ・ビール 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 京都 YOSANO IPA ケグ 21.フレッシュ・ホップ・ビール 銅
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY 木村　栄 埼玉 CARVAAN CARVAAN・サハティ ケグ 22-E.フィンランドスタイル・サハティ 銅
株式会社グランブルー カンパイ︕ブルーイング 荒井祥郎 東京 カンパイ︕ブルーイング 鳥尾坂 Fruits Sour ケグ 26.フルーツ入りアメリカンスタイル・サワーエール ⾦
鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール醸造株式会社 澤田　直人 神奈川 鎌倉ビール おばあちゃんちの梅サワー ケグ 26.フルーツ入りアメリカンスタイル・サワーエール 銀
株式会社⻨と葡萄 ⻨と葡萄　牛久醸造場 角井智⾏ 茨城 牛久醸造場 Whole New World ケグ 29-A.木片および木樽熟成ペールないしアンバービール 銀
合同会社⻨香 BACCAブルーイング 深沢賢⼆ ⻑野 BACCA アップルエール ケグ 29-A.木片および木樽熟成ペールないしアンバービール 銅
有限会社ヴィルゴビール 有限会社ヴィルゴビール深川工場 高橋美咲 東京 ヴィルゴビール Albero di mele(アルベロ　ディ　メーレ) ケグ 29-B.木片および木樽熟成ダークビール 銀
合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広大 埼玉 秩⽗⻨酒 ベリーベアーブルーベリー　バーボンバレル熟成 ケグ 33.フルーツ入り木片および木樽熟成サワービール 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ラオホ ケグ 36-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール 銀
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing なまちゃんのラオホ ケグ 36-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール 銅
株式会社近鉄リテーリング 大和醸造 伊木孝司 奈良 はじまりの音 パッションラガー ケグ 38.インターナショナルスタイル・ピルスナー 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 豊潤＜496＞ ケグ 39.その他のインターナショナルスタイル・ラガー 銅
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ピルス ケグ 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銀
浜地酒造株式会社 浜地酒造株式会社 杉能舎ビール 浜地真太朗 福岡 杉能舎ビール 杉能舎ピルゼン ケグ 41.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅
株式会社横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田優 神奈川 横浜ビール ピルスナー ケグ 42.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銀
株式会社EFM FUKUOKA CRAFT ビクター　デビッド 福岡 泰明ラガー ケグ 43.ミュンヒナースタイル・ヘレス 銅
鈴廣かまぼこ株式会社 箱根ビール醸造所 廣田　覚 神奈川 箱根ビール 箱根ピルス ケグ 43.ミュンヒナースタイル・ヘレス 銅
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ピルスナー ケグ 44-A.ドルトムンダー／ヨーロピアンスタイル・エクスポート 銀
TOYODABEERプロジェクト実⾏委員会 石川酒造株式会社 土屋 朋樹 東京 TOYODABEER TOYODABEER ケグ 46-A.ジャーマンスタイル・メルツェン 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 豊潤＜496＞ ケグ 46-A.ジャーマンスタイル・メルツェン 銅
株式会社 ⽴⾶ホスピタリティマネジメント ⽴⾶⻨酒醸造所 清水 秀晃 東京 ⽴⾶ビール TACHIHI DUNKEL ケグ 47-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル 銅
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン シュバルツ ケグ 48.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銀
TRANS BREWING TRANS BREWING 岡本　拓也 北海道 TRANS BREWING 平岸LAGER ケグ 51-A.アメリカンスタイル・ラガー 銅
KOBO Brewery合同会社 KOBO Brewery コティネック　ジリ 富山 KOBO Brewery 3Aラガー ケグ 53-A.アメリカンスタイル・アンバーラガー 銀
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAん Brewing ⽶澤　美⾥ 東京 NAMACHAん Brewing サンシャインラガー ケグ 54.インディア・ペールラガー 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー 代官山セッションエール ケグ 55-B.オーストラリアンスタイル・ペールエール ⾦
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー JAPAN HOP 〜最優秀圃場IBUKI〜 ケグ 56.インターナショナルスタイル・ペールエール 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー JAPAN HOP 〜ペールエールタイプ〜 ケグ 56.インターナショナルスタイル・ペールエール 銅
株式会社横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田優 神奈川 横浜ビール 道志の湧水仕込 ケグ 57.ケルンスタイル・ケルシュ 銀
株式会社横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田優 神奈川 横浜ビール アルト ケグ 58.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銅
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY 木村　栄 埼玉 CARVAAN スペルト・ヴァイツェン ケグ 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン ⾦
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 ヴァイツェン ケグ 62.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン ⾦
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ベルジャンスタイルウィート ケグ 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銀
株式会社近鉄リテーリング 大和醸造 伊木孝司 奈良 はじまりの音 はじまりの音　セゾン ケグ 66.クラシック・セゾン 銀



出品者 醸造所名 醸造責任者 所在 ブランド名 ビール名 部門 ビアスタイル 結果

株式会社SAKE-YA JAPAN ビール工房ゼロラボ 藤川貴之 東京 BEER　KOBO French saison ケグ 66.クラシック・セゾン 銅
株式会社⻨と葡萄 ⻨と葡萄　牛久醸造場 角井智⾏ 茨城 牛久醸造場 笑う門には福来る ケグ 67.スペシャルティ・セゾン 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 伊藤 将広、中村 託也、栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works Bière de Garde　(仮) ケグ 68-A.フレンチスタイル・ビエールドギャルド ⾦
株式会社ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング佐久醸造所 製造チーム ⻑野 よなよなエール YOHO Belgian ケグ 69-B.ベルジャンスタイル・ブロンドエール 銀
株式会社　夢⻨酒太田 株式会社　夢⻨酒太田 森田　智之 群⾺ CHROA VIVIANN ケグ 73.ベルジャンスタイル・トリペル 銀
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY 木村　栄 埼玉 CARVAAN CARVAAN・トリペル ケグ 75-A.ベルジャンスタイル・ダーク・ストロングエール 銀
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ブリュット・バーリーワイン ケグ 75-B.ベルジャンスタイル・クァドルペル 銀
妻有ビール株式会社 妻有ビール 高木千歩 新潟 妻有ビール 豪雪ペールエール ケグ 80.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銀
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ペールエール ケグ 80.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銅
⻑浜浪漫ビール株式会社 ⻑濱浪漫ビール 奥村　太 滋賀 ⻑濱浪漫ビール ⻑浜エール ケグ 81-A.アメリカンスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銅
株式会社　地ビール⾶騨 地ビール⾶騨 牛丸　貴之 岐阜 ⾶騨ビール ⾶騨ブラウンエール ケグ 84.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銅
鈴廣かまぼこ株式会社 箱根ビール醸造所 廣田　覚 神奈川 箱根ビール 小田原エール ケグ 84.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銅
妻有ビール株式会社 妻有ビール 高木千歩 新潟 妻有ビール 十日町そばエール ケグ 84.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銅
浜地酒造株式会社 浜地酒造株式会社 杉能舎ビール 浜地真太朗 福岡 杉能舎ビール 杉能舎スタウト ケグ 86.ロブスト・ポーター 銀
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY 木村　栄 埼玉 CARVAAN アンデスカカオ・スタウト ケグ 87.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト 銀
株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン ブルワリー 園田智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン スタウト ケグ 87.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト 銀
株式会社近鉄リテーリング 大和醸造 伊木孝司 奈良 はじまりの音 ミルクスタウト ケグ 87.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト 銀
株式会社カルテットブルーイング カルテットブルーイング 椎名　将 ⻑野 カルテットブルーイング ノクターナル スタウト ケグ 87.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー Tokyo Brewer's Challenge 〜Barleywine Style〜 ケグ 92-A.アメリカンスタイル・バーレイワイン・エール ⾦
株式会社 箕面ビール 株式会社 箕面ビール 勝⾒健⼆ 大阪 MINOH BEER MINOH BEER STOUT ケグ 94.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト 銀
鈴廣かまぼこ株式会社 箱根ビール醸造所 廣田　覚 神奈川 箱根ビール 風祭スタウト ケグ 95.エクスポート・スタウト 銅
株式会社 ⽴⾶ホスピタリティマネジメント ⽴⾶⻨酒醸造所 清水 秀晃 東京 ⽴⾶ビール TACHIH GOLDEN ALE ケグ 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銀
妻有ビール株式会社 妻有ビール 高木千歩 新潟 妻有ビール めでたしゴールデンエール ケグ 96.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
KOBO Brewery合同会社 KOBO Brewery コティネック　ジリ 富山 KOBO Brewery PALE ALE ケグ 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
株式会社ジウ OUR CRAFT COMMISSARY 下田　和幸 東京 ２杯目のビール。 Pale ケグ 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
株式会社ありがとうサービス 今治街中⻨酒 中島俊一 愛媛 今治街中⻨酒 ペールエール ケグ 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
世嬉の一酒造株式会社 世嬉の一酒造株式会社 後藤　孝紀 岩手 いわて蔵ビール こビール ケグ 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
株式会社 箕面ビール 株式会社 箕面ビール 勝⾒健⼆ 大阪 MINOH BEER MINOH BEER PALE ALE ケグ 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
合同会社⻨香 BACCAブルーイング 深沢賢⼆ ⻑野 BACCA BACCAペールエール ケグ 97.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 静岡 Island Brewing マンゴーIPA ケグ 99.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー Juicy Strong Ale ケグ 100.ジューシーまたはヘイジー・ストロング・ペールエール 銀
合同会社ブルークラシック BREW CLASSIC 藤木龍夫 石川 BREW CLASSIC ハリコマチ　フリーダム ケグ 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール ⾦
株式会社リキッド 富士⾒⻨酒醸造所 平本友⾥ 埼玉 富士⾒⻨酒 鶴瀬⻄口IPA ケグ 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
株式会社⻨風堂 南横浜ビール研究所 荒井昭一 神奈川 IPA ケグ 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
株式会社横浜ビール醸造所 横浜ビール 深田優 神奈川 横浜ビール ヨコビブルワーズIPA ケグ 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
合同会社JK工房 ⻲⼾ビア ヒリヤードジョン 東京 ⻲⼾ビア 天神IPA ケグ 101.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
合同会社Yell&Ale Yell&Ale Brewery 阿部康三 大分 スピカ☆ピカ ケグ 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銀
有限会社たのし屋本舗 横須賀ビール 鈴木啓弘 神奈川 横須賀ビール NEW YOKOSUKA IPA ケグ 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銀
合同会社⻨香 BACCAブルーイング 深沢賢⼆ ⻑野 BACCA Yari's DDH ケグ 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銀
妻有ビール株式会社 妻有ビール 高木千歩 新潟 妻有ビール 妻有の霞 ケグ 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銀
大雪地ビール株式会社 大雪地ビール 高木ドルフ　⾥樹 北海道 Heavy Snow Brewing Bread crz IPA ケグ 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銅
株式会社⻨風堂 南横浜ビール研究所 荒井昭一 神奈川 ニューイングランドIPA ケグ 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銅
株式会社SAKE-YA JAPAN ビール工房ゼロラボ 藤川貴之 東京 BEER　KOBO Neo Grassy IPA ケグ 102.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銅
網走ビール株式会社 網走ビール 條将之 北海道 網走ビール ABASHIRI ARTISAN ALE ケグ 103.エマージング・インディア・ペールエール 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー DAIKANYAMA IPA ケグ 103.エマージング・インディア・ペールエール 銀
霧島酒造株式会社 霧の蔵ブルワリー 牧　一博 宮崎 KIRISHIMA BEER KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉Red Ale ケグ 106.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銀
合同会社Yell&Ale Yell&Ale Brewery 阿部康三 大分 三匹の腹⿊ IPA ケグ 110.アメリカンスタイル・ブラックエール ⾦
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 栁 漠 大阪 Derailleur Brew Works THE GIRL OF PLANET PISTACHIO 999 ケグ 112.アメリカンスタイル・インペリアル・スタウト 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 インペリアルピルスナー ケグ 113.フリースタイル・ライトラガー 銅
ブリューパブスタンダード株式会社 ブリューパブテタールヴァレ 松尾弘寿 大阪 マラソンエール ケグ 115.フリースタイル・ライトエール ⾦
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー Kyoto 2021 ケグ 115.フリースタイル・ライトエール ⾦
株式会社ジウ OUR CRAFT COMMISSARY 下田　和幸 東京 ２杯目のビール。 Dry Hopped Cream Ale （仮） ケグ 115.フリースタイル・ライトエール 銀
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー シルクエール ケグ 115.フリースタイル・ライトエール 銀
富士観光開発株式会社 富士桜高原⻨酒 宮下天通 山梨 富士桜高原⻨酒 冬のおわり ケグ 115.フリースタイル・ライトエール 銅
スプリングバレーブルワリー株式会社 スプリングバレーブルワリー 田山智広・古川淳一・辻峻太郎 東京 スプリングバレーブルワリー グラン・クリュ　〜京都・ゴールデンエールスタイル〜 ケグ 119.フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール ⾦


