
「ジャパン・グレートビア・アワーズ2020」入賞一覧
出品者 醸造所名 醸造責任者 所在 部門 ブランド名 ビール名 ビアスタイル 結果

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造 宮澤善裕 ⻑野

ボトル・缶

信州浪漫ビール ウィートエール 1-A.酵⺟なしライトアメリカン・ウィートビール 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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン ナツコ 2-A.酵⺟⼊りライトアメリカン・ウィートビール 銅

合同会社奄美はなはなエール 奄美はなはなエール 泰山祐一 ⿅児島

ボトル・缶

AMAMIGARDEN たんかんペールエール 3.フルーツビール 銀

宮下酒造株式会社 宮下酒造株式会社 伊藤泰信 岡山

ボトル・缶

独歩ビール ゆず独歩 3.フルーツビール 銀

Derailleur Brew Works Derailleur Brew Works 伊藤将広 大阪

ボトル・缶

　　　 新世界ニューロマンサー 3.フルーツビール 銅

広島北ビール株式会社 広島北ビール⻲⼭醸造所 平本祐也 広島

ボトル・缶

HIROSHIMA NORTH BEER はっさくビール 3.フルーツビール 銀

有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 下山一宇 千葉

ボトル・缶

こまいぬ⻨酒 Anco シークワサー 3.フルーツビール 銅

ザ・テラスホテルズ株式会社 Chatan Harbor Brewery 眞境名しのぶ 沖縄

ボトル・缶

北⾕ビール イチゴエール 3.フルーツビール 銀

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ボトル・缶

サンクトガーレン WinterFruitTartAle 3.フルーツビール 銀

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ボトル・缶

サンクトガーレン アップルシナモンエール 3.フルーツビール 銀

株式会社岩田屋 東海道ＢＥＥＲ川崎宿工場 田上達史 神奈川

ボトル・缶

東海道ＢＥＥＲ 薄紅の口実 3.フルーツビール 銅

合同会社奄美はなはなエール 奄美はなはなエール 泰山祐一 ⿅児島

ボトル・缶

AMAMIGARDEN パッションウィートエール 4.フルーツ・ウィートビール 銅

三菱⾷品株式会社 ＤＨＣビール 　　　 東京

ボトル・缶

J-CRAFT J-CRAFT  柚子ホワイト 4.フルーツ・ウィートビール 銀

Derailleur Brew Works Derailleur Brew Works 伊藤将広 大阪

ボトル・缶

　　　 Colored Peach CloverZ 4.フルーツ・ウィートビール 銅

合同会社Session's Brewery Session's Brewery 吉松憲一 広島

ボトル・缶

　　　　　　 広島レモンエール 4.フルーツ・ウィートビール 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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン ゆずセゾン 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀

株式会社ルーチェ 田沢湖ビール 佐々木　純一 東京

ボトル・缶

田沢湖ビール 秋田枝豆ビール 7.フィールドビール 銀

有限会社弥生商店 弥彦ブリューイング 羽生久美子 新潟

ボトル・缶

伊彌彦エール 伊彌彦エール 7.フィールドビール 銀

有限会社弥生商店 弥彦ブリューイング 羽生久美子 新潟

ボトル・缶

伊彌彦エール 弥彦菊エール 7.フィールドビール 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

ボトル・缶

Diamond Brewing 暗⿊⾯ ep2 8.チリビール 銅

有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 下山一宇 千葉

ボトル・缶

こまいぬ⻨酒 Colombo Brown 9.ハーブおよびスパイスビール 銅

ザ・テラスホテルズ株式会社 Chatan Harbor Brewery 眞境名しのぶ 沖縄

ボトル・缶

北⾕ビール ブセナゴールド 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

ボトル・缶

東海道ＢＥＥＲ ⿊い弛緩 9.ハーブおよびスパイスビール 銅

有限会社アイエヌインターナショナル 六甲ビール醸造所 ⼤渕拓也 兵庫

ボトル・缶

六甲ビール 山椒エール 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

合同会社高知カンパーニュブルワリー 合同会社高知カンパーニュブルワリー 瀬⼾⼝信弥 高知

ボトル・缶

TOSACO ゆずペールエール 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 下山一宇 千葉

ボトル・缶

こまいぬ⻨酒 Bean to Beer 10.チョコレートビール 銀

合同会社奄美はなはなエール 奄美はなはなエール 泰山祐一 ⿅児島

ボトル・缶

AMAMIGARDEN ⿊糖スタウト 13.スペシャルティ・ビール 銅

株式会社ヤッホーブルーイング 株式会社ヤッホーブルーイング 製造チーム ⻑野

ボトル・缶

軽井沢高原ビール 軽井沢⾼原ビール　2020年限定 17.セッション・インディア・ペールエール 銀

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ボトル・缶

サンクトガーレン IPA2020 19-A.エクスペリメンタル・ビール 銀

合同会社高知カンパーニュブルワリー 合同会社高知カンパーニュブルワリー 瀬⼾⼝信弥 高知

ボトル・缶

TOSACO ヤマモモこうぼエール 19-A.エクスペリメンタル・ビール 銀

株式会社ヤッホーブルーイング 佐久醸造所 製造チーム ⻑野

ボトル・缶

ヤッホーブルーイング 僕ビール君ビール 23-A.ペール・アメリカン-ベルゴスタイル・エール ⾦

株式会社ダイヤモンドブルーイング Diamond Brewing 連川 裕隆 熊本

ボトル・缶

Diamond Brewing La Ville Rose 24-B.フルーツ入りアメリカンスタイル・サワーエール 銀

合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広⼤ 埼玉

ボトル・缶

秩⽗⻨酒 レッドエール紅熊 27-A.木片および木樽熟成ペールないしアンバービール 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

ボトル・缶

　　　 小田倉ラガー 33-B.ジャーマンスタイル・未濾過ラガー 銀

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール DHCビール 醸造チーム 静岡

ボトル・缶

DHCビール DHC ゴールデンマイスター 33-B.ジャーマンスタイル・未濾過ラガー 銅

荒井アンドアソシエイツ株式会社 妙高高原ビール 嶋田研治 新潟

ボトル・缶

妙高高原ビール ダークラガー 33-B.ジャーマンスタイル・未濾過ラガー 銀

株式会社　越の磯 株式会社　越の磯 礒⾒邦博 福井

ボトル・缶

越前福井浪漫⻨酒 ピルスナー 33-B.ジャーマンスタイル・未濾過ラガー 銀

富士観光開発株式会社 富⼠桜⾼原⻨酒 宮下天通 ⼭梨

ボトル・缶

富⼠桜⾼原⻨酒 ラオホ 34-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール 銅

株式会社北アルプスブルワリー 株式会社北アルプスブルワリー 松浦　周平 ⻑野

ボトル・缶

氷河 氷河　LAGER 36.インターナショナルスタイル・ピルスナー 銀

酪農王国株式会社 酪農王国株式会社　地ビール⼯房 木村岳司 静岡

ボトル・缶

極上 箱根七湯ビール 極上 箱根七湯ビール ピルスナー 39.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銀

⻑島ビール園 ⻑島ビール園 岩崎　義仁 三重

ボトル・缶

⻑島地ビール ピルスナー 39.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

ボトル・缶

THE NIKKO MONKEYS

THE NIKKO MONKEYS

PREMIUM LAGER 40.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銀

荒井アンドアソシエイツ株式会社 妙高高原ビール 嶋田研治 新潟

ボトル・缶

妙高高原ビール ピルスナー 40.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銀

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール DHCビール 醸造チーム 静岡

ボトル・缶

DHCビール DHC ラガービール 41.ミュンヒナースタイル・ヘレス 銅



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

石垣島ビール工房株式会社 石垣島ビール工房 堀　修 沖縄

ボトル・缶

　　　 ピルスナー 41.ミュンヒナースタイル・ヘレス 銅

ウォルフブロイ合同会社 ウォルフブロイ ウォルフラム・オーピッツ 沖縄

ボトル・缶

ウォルフブロイ ヘレス 41.ミュンヒナースタイル・ヘレス 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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン ピルスナー 42-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

⻑島ビール園 ⻑島ビール園 岩崎　義仁 三重

ボトル・缶

⻑島地ビール デュンケル 45-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル 銀

宮下酒造株式会社 宮下酒造株式会社 伊藤泰信 岡山

ボトル・缶

独歩ビール デュンケル 45-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル 銀

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール DHCビール 醸造チーム 静岡

ボトル・缶

DHCビール DHC ブラックラガー 46-B.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン シュバルツ 46-B.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銅

宮下酒造株式会社 宮下酒造株式会社 伊藤泰信 岡山

ボトル・缶

独歩ビール シュバルツ 46-B.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銅

宇奈⽉ビール株式会社 宇奈⽉ビール 森下雅仁 富山

ボトル・缶

宇奈⽉ビール カモシカ 47-A.トラディショナル・ジャーマンスタイル・ボック 銀

那須高原ビール株式会社 那須高原ビール 野⽥良平 栃木

ボトル・缶

那須高原ビール 愛の花 47-B.ジャーマンスタイル・ヘラーボック／マイボック 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

ボトル・缶

スワンレイクビール 越乃米こしひかり仕込み 49-A.アメリカンスタイル・ラガー 銀

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

ボトル・缶

郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ こぼこぼ「クリームエール」 49-B.アメリカンスタイル・クリームエール 銅

合同会社Session's Brewery Session's Brewery 吉松憲一 広島

ボトル・缶

Bruno Bruno LAGER 50-A.アメリカンスタイル・アンバーラガー 銀

宮古島マイクロブルワリー 宮古島マイクロブルワリー 高橋正規 沖縄

ボトル・缶

宮古島マイクロブルワリー とぅりば　コーラルエール 51-B.インターナショナルスタイル・ペールエール 銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造 宮澤善裕 ⻑野

ボトル・缶

信州浪漫ビール しらかば 52.ケルンスタイル・ケルシュ 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

ボトル・缶

Diamond Brewing Mulberry Berliner Weisse 54.ベルリーナスタイル・ヴァイセ ⾦

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

ボトル・缶

クラフトハート 瀬⼾内レモン&ソルト 55-B.コンテンポラリー・ゴーゼ 銀

株式会社FAR EAST CARVAAN　BREWERY 木村　栄 埼玉

ボトル・缶

CARVAAN スペルト・ヴァイツェン 56.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

ボトル・缶

　　　 白河ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅

⻑島ビール園 ⻑島ビール園 岩崎　義仁 三重

ボトル・缶

⻑島地ビール ヴァイツェン 56.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

ボトル・缶

富⼠桜⾼原⻨酒 ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ボトル・缶

　　　 ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅

ウォルフブロイ合同会社 ウォルフブロイ ウォルフラム・オーピッツ 沖縄

ボトル・缶

ウォルフブロイ ヘーフェヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀

A&R株式会社 EBINA BEER レハク　トーマス 神奈川

ボトル・缶

EBINA BEER ヘーフェヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅

株式会社箕面ビール エイ・ジェイ・アイ ビア株式会社 勝⾒健⼆ 大阪

ボトル・缶

MINOH BEER MINOH BEER WEIZEN 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン ⾦

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール DHCビール 醸造チーム 静岡

ボトル・缶

DHCビール DHC ベルジャンホワイト 59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銀

平和酒造株式会社 平和酒造株式会社 ⾼⽊　加奈⼦ 和歌山

ボトル・缶

平和クラフト 平和クラフト　WHITE ALE 59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銀

奈良醸造株式会社 奈良醸造株式会社 浪岡　安則 奈良

ボトル・缶

奈良醸造 FLEMING 60.クラシック・セゾン 銅

OKD KOMINKA BREWING OKD KOMINKA BREWING 新美　泰樹 愛知

ボトル・缶

OKD KOMINKA BREWING PLUM UME SAISON 60.クラシック・セゾン 銅

広島北ビール株式会社 広島北ビール⻲⼭醸造所 平本祐也 広島

ボトル・缶

HIROSHIMA NORTH BEER 郷乃⽶⻨酒 61.スペシャルティ・セゾン 銅

ニセコビール株式会社 ニセコブルワリー 中島正晴 北海道

ボトル・缶

ニセコビール 向日葵 63-B.ベルジャンスタイル・ブロンドエール 銀

穀町ビール 穀町ビール 今野　高広 宮城

ボトル・缶

穀町エール 穀町エール⑫ 64-D.その他のベルジャンスタイル・サワーエール ⾦

備後福山ブルーイングカレッジ 備後福山ブルーイングカレッジ 小畑昌司 広島

ボトル・缶

　　　 O.D.A 66-A.ベルジャンスタイル・デュッベル 銅

株式会社Y.craft SHIKI BEER ⽮野　利治 埼玉

ボトル・缶

SHIKI BEER BLOND 68.ベルジャンスタイル・ペール・ストロングエール 銀

株式会社　越の磯 株式会社　越の磯 礒⾒邦博 福井

ボトル・缶

越前福井浪漫⻨酒 アンバーエール 71-A.イングリッシュスタイル・ペール・マイルドエール 銀

備後福山ブルーイングカレッジ 備後福山ブルーイングカレッジ 小畑昌司 広島

ボトル・缶

　　　 OldDays MildAle 71-B.イングリッシュスタイル・ダーク・マイルドエール 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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン ペールエール 74.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　DHCビール 株式会社　DHCビール DHCビール 醸造チーム 静岡

ボトル・缶

DHCビール DHC プレミアムリッチエール 75-A.アメリカンスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銅

三菱⾷品株式会社 ベアードブルーイング 　　　 東京

ボトル・缶

J-CRAFT J-CRAFT 毬花ペールエール 76.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銅

荒井アンドアソシエイツ株式会社 妙高高原ビール 嶋田研治 新潟

ボトル・缶

妙高高原ビール ハネウマIPA 76.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銅

株式会社　越の磯 株式会社　越の磯 礒⾒邦博 福井

ボトル・缶

越前福井浪漫⻨酒 ダークエール 78.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銅

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ボトル・缶

サンクトガーレン ブラウンポーター 79.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

ボトル・缶

スワンレイクビール ポーター 80.ロブスト・ポーター ⾦

宮崎フェニックスブルーイング 宮崎フェニックスブルーイング ⾜⽴和俊 宮崎

ボトル・缶

宮崎フェニックスブルーイング ジョニーポーター 80.ロブスト・ポーター 銅

株式会社松本ブルワリー 松本ブルワリー 勝⼭拓海 ⻑野

ボトル・缶

　　　

MATSUMOTO Traditional

Scotch Ale 83-A.トラディショナル・スコッチエール 銅

Derailleur Brew Works Derailleur Brew Works 伊藤将広 大阪

ボトル・缶

　　　 けものみち IN THE WOODS 85-B.ストロングエール 銅



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

有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 下山一宇 千葉

ボトル・缶

こまいぬ⻨酒 将門火群 86-A.アメリカンスタイル・バーレイワイン・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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン バーリーワイン 86-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 Monkey Mountain Monkey Mountain エーバーグ　ダレン 大分

ボトル・缶

Monkey Mountain Barley Wine 86-B.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール 銀

宮古島マイクロブルワリー 宮古島マイクロブルワリー 高橋正規 沖縄

ボトル・缶

宮古島マイクロブルワリー バーレイワイン 86-B.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール 銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造 宮澤善裕 ⻑野

ボトル・缶

信州浪漫ビール くろゆり 88.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト 銅

株式会社箕面ビール エイ・ジェイ・アイ ビア株式会社 勝⾒健⼆ 大阪

ボトル・缶

MINOH BEER MINOH BEER STOUT 88.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト 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

ボトル・缶

　　　 赤面山スタウト 89.エクスポート・スタウト 銅

株式会社松本ブルワリー 松本ブルワリー 勝⼭拓海 ⻑野

ボトル・缶

　　　 MATSUMOTO Castle Stout 89.エクスポート・スタウト ⾦

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

ボトル・缶

スワンレイクビール ゴールデンスワンレイクエール 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造 宮澤善裕 ⻑野

ボトル・缶

信州浪漫ビール オリジナルエール 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銅

いわて蔵ビール いわて蔵ビール 後藤　孝紀 岩手

ボトル・缶

EAGLES BEER　GOLDEN ALE EAGLES BEER GOLDEN ALE 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銀

荒井アンドアソシエイツ株式会社 妙高高原ビール 嶋田研治 新潟

ボトル・缶

妙高高原ビール ゴールデンエール 90.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 網走ビール株式会社 條　将之 北海道

ボトル・缶

網走ビール 網走ゴールデンエール 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銅

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ボトル・缶

サンクトガーレン ゴールデンエール 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銅

株式会社三本松茶屋 NikkoBrewing 細田　央 栃木

ボトル・缶

THE NIKKO MONKEYS

THE NIKKO MONKEYS PALE

ALE 91.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 株式会社ヤッホーブルーイング 製造チーム ⻑野

ボトル・缶

軽井沢ビール クラフトザウルス

軽井沢ビール クラフトザウルス　PALE

ALE 91.アメリカンスタイル・ペールエール 銀

株式会社安井商店　さかい河岸ブルワリー さかい河岸ブルワリー ⾦⼦　努 茨城

ボトル・缶

さかい河岸ブルワリー　ペールエール 91.アメリカンスタイル・ペールエール ⾦

合同会社Session's Brewery Session's Brewery 吉松憲一 広島

ボトル・缶

Bruno Bruno SMaSH 91.アメリカンスタイル・ペールエール ⾦

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

ボトル・缶

郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ こぼこぼ「ペールエール」 91.アメリカンスタイル・ペールエール ⾦

株式会社信州東御市振興公社 オラホビール 山越　卓 ⻑野

ボトル・缶

OH!LA!HO BEER

キャプテンクロウ・エクストラペールエー

ル 91.アメリカンスタイル・ペールエール 銅

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

ボトル・缶

松江ビアへるん ペールエール 91.アメリカンスタイル・ペールエール ⾦

宮崎フェニックスブルーイング 宮崎フェニックスブルーイング ⾜⽴和俊 宮崎

ボトル・缶

宮崎フェニックスブルーイング フェニックスIPA 92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅

平和酒造株式会社 平和酒造株式会社 ⾼⽊　加奈⼦ 和歌山

ボトル・缶

平和クラフト 平和クラフト　IPA 92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール ⾦

株式会社ヤッホーブルーイング 佐久醸造所 製造チーム ⻑野

ボトル・缶

ヤッホーブルーイング インドの⻘⻤ 92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ボトル・缶

　　　 バニーホップ 92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銀

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造 宮澤善裕 ⻑野

ボトル・缶

信州浪漫ビール 6HOP　IPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅

⻩桜株式会社 ⻩桜　ビール⼯場 宮部　芳男 京都

ボトル・缶

京都⻨酒 京都IPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀

三菱⾷品株式会社 ベアードブルーイング 　　　 東京

ボトル・缶

J-CRAFT ⻩⾦IPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀

美作ビアワークス 美作ビアワークス 三浦弘嗣 岡山

ボトル・缶

Mimasaka Beer Works ホップウイルスIPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ボトル・缶

　　　 ブレークアウェイIPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール ⾦

広島北ビール株式会社 広島北ビール⻲⼭醸造所 平本祐也 広島

ボトル・缶

HIROSHIMA NORTH BEER マグナムIPA 93.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Session's Brewery Session's Brewery 吉松憲一 広島

ボトル・缶

Bruno Bruno IPA 93.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 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

ボトル・缶

スワンレイクビール アンバースワンエール 95.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銀

株式会社信州東御市振興公社 オラホビール 山越　卓 ⻑野

ボトル・缶

OH!LA!HO BEER プロトアンバー 95.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銅

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ボトル・缶

サンクトガーレン アンバーエール 95.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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン ブラウンエール 98.アメリカンスタイル・ブラウンエール ⾦

株式会社ヤッホーブルーイング 株式会社ヤッホーブルーイング 製造チーム ⻑野

ボトル・缶

軽井沢ビール クラフトザウルス

軽井沢ビール クラフトザウルス

BLACK IPA 99.アメリカンスタイル・ブラックエール 銅

合同会社Session's Brewery Session's Brewery 吉松憲一 広島

ボトル・缶

OYSTER CITY BEER OYSTER CITY BEER STOUT 100.アメリカンスタイル・スタウト 銀

網走ビール株式会社 網走ビール株式会社 條　将之 北海道

ボトル・缶

網走ビール 監極の⿊ 100.アメリカンスタイル・スタウト 銅

株式会社　地ビール飛騨 株式会社　地ビール飛騨 牛丸　貴之 岐阜

ボトル・缶

飛騨ビール 飛騨ブラックビール 103.フリースタイル・ダークラガー 銅

株式会社京都・一乗寺ブリュワリー 京都・一乗寺ブリュワリー 林晋吾・横⽥林太郎 京都

ボトル・缶

　　　　　　 城州白・梅エール 104.フリースタイル・ライトエール 銅

株式会社　地ビール飛騨 株式会社　地ビール飛騨 牛丸　貴之 岐阜

ボトル・缶

飛騨ビール 飛騨ホワイトビール 104.フリースタイル・ライトエール 銅

合同会社萩志会クラフトマン ⻑井ブルワリークラフトマン 村上滋郎 山形

ボトル・缶

　　　 山椒ホワイトエール 104.フリースタイル・ライトエール 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

ボトル・缶

クラフトハート カステロ福山ロゼ 104.フリースタイル・ライトエール 銀

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ボトル・缶

　　　 1st Quarter IPA 104.フリースタイル・ライトエール 銀

有限会社アイエヌインターナショナル 六甲ビール醸造所 ⼤渕拓也 兵庫

ボトル・缶

六甲ビール BAY ALE 104.フリースタイル・ライトエール 銀



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

ニセコビール株式会社 ニセコブルワリー 中島正晴 北海道

ボトル・缶

ニセコビール 蝦夷 105.フリースタイル・ダークエール 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

ボトル・缶

ハーヴェスト・ムーン インペリアルピルスナー 106.フリースタイル・ハイアルコール・ライトラガー 銀

宮古島マイクロブルワリー 宮古島マイクロブルワリー 高橋正規 沖縄

ボトル・缶

宮古島マイクロブルワリー とぅりば　コーラルダーク 109.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール 銅

株式会社箕面ビール エイ・ジェイ・アイ ビア株式会社 勝⾒健⼆ 大阪

ボトル・缶

MINOH BEER

MINOH BEER IMPERIAL

STOUT 109.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール 銅

Brewlab.108 Brewlab.108 加藤克明 山形

ボトル・缶

　　　 #008 Date ~Yeast of Eden~ 111.その他のビール風味アルコール飲料 銀

NPO法人HEROES ⻄陣⻨酒 林⽥貴志 京都

ケグ

⻄陣⻨酒 白夜にレモンエール 2-A.酵⺟⼊りライトアメリカン・ウィートビール 銅

株式会社伊賀の⾥モクモク⼿づくりファーム モクモクブルワリー 服部義春　森下由美香 三重

ケグ

モクモクビール 春うらら 2-A.酵⺟⼊りライトアメリカン・ウィートビール 銀

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ケグ

　　　 ジューシーフルーツ 3.フルーツビール 銀

株式会社北アルプスブルワリー 株式会社北アルプスブルワリー 松浦　周平 ⻑野

ケグ

氷河 氷河　Apple 3.フルーツビール 銀

合同会社　⻨⾹ BACCAブルーイング 深沢賢二 ⻑野

ケグ

BACCA アップルエール 3.フルーツビール 銀

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 廣田　覚 神奈川

ケグ

箱根ビール ゆずのかほり 3.フルーツビール ⾦

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ケグ

サンクトガーレン WinterFruitTartAle 3.フルーツビール 銀

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ケグ

サンクトガーレン アップルシナモンエール 3.フルーツビール 銀

平和酒造株式会社 平和酒造株式会社 ⾼⽊　加奈⼦ 和歌山

ケグ

平和クラフト 平和クラフト　Berry collage ALE 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀

有限会社たのし屋本舗 横須賀ビール 鈴⽊啓弘 神奈川

ケグ

横須賀ビール KAMARIYA　SHIITAKE　ALE 7.フィールドビール 銀

DEPAAS DEPAAS 川本祐嗣 大阪

ケグ

DEPAAS キューカンビア 7.フィールドビール 銀

株式会社FAR EAST CARVAAN　BREWERY 木村　栄 埼玉 ケグ CARVAAN アラビアンライム・エール 9.ハーブおよびスパイスビール 銅

いわて蔵ビール いわて蔵ビール 後藤　孝紀 岩手

ケグ

いわて蔵ビール ジャパニーズハーブエール山椒 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

加和太建設株式会社 Mt.Fuji Brewing 会森隆介 静岡

ケグ

　　　 ⻩蘗富⼠ 9.ハーブおよびスパイスビール ⾦

NPO法人HEROES ⻄陣⻨酒 中⼤路修平 京都

ケグ

⻄陣⻨酒 Sweet Ginger Ale 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

有限会社たのし屋本舗 横須賀ビール 鈴⽊啓弘 神奈川

ケグ

横須賀ビール YOKOSUKA　FOREST　GINGER 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

福⼭⿊酢株式会社 ⿊酢の郷　桷志⽥ 竹下義隆 ⿅児島

ケグ

桷志田ブルワリー ゆずサワー 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ケグ

　　　 ジャスミンエール 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

プレミアムトレジャース株式会社 江⼾東京ビール 高　浩嗣 東京

ケグ

江⼾東京ビール ボタニカルファームハウスエール 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 Brewing Lab 阿部　淳哉 大阪

ケグ

CRAFT BEER BASE gruit 005 9.ハーブおよびスパイスビール 銀

株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 神奈川

ケグ

横浜ビール 横浜元町カカオエール 10.チョコレートビール ⾦

株式会社北アルプスブルワリー 株式会社北アルプスブルワリー 松浦　周平 ⻑野

ケグ

氷河 Coffee Punch 11.コーヒービール 銀

株式会社トリプルアール REVO BREWING ⾦丸 敦 神奈川

ケグ

　　　 TERA Stout 12.コーヒースタウトまたはコーヒーポーター ⾦

株式会社⽻⽣の⾥ キヤッセ羽生 羽生ブルワリー 市岡 慎司 埼玉

ケグ

こぶし花ビール ⿊の憩 12.コーヒースタウトまたはコーヒーポーター 銀

Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京

ケグ

Tokyo Aleworks The Hop Samu-rye 14-A.ライビール 銀

富士観光開発株式会社 富⼠桜⾼原⻨酒 宮下天通 ⼭梨

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 夢幻 14-B.ジャーマンスタイル・ライエール ⾦

株式会社 KICHIRI Anchor Point Brewery 清水隼 東京

ケグ

Anchor Point Beer セッションIPA 17.セッション・インディア・ペールエール 銀

米沢ジャックスブルワリー 米沢ジャックスブルワリー 槙山 秀都 山形

ケグ

　　　 セッションIPA 17.セッション・インディア・ペールエール 銅

奈良醸造株式会社 奈良醸造株式会社 浪岡　安則 奈良 ケグ 奈良醸造 QUO VADIS 19-A.エクスペリメンタル・ビール ⾦

いわて蔵ビール いわて蔵ビール 後藤　孝紀 岩手

ケグ

いわて蔵ビール 三陸牡蠣のスタウト 19-A.エクスペリメンタル・ビール 銀

フジネゴシアン株式会社 江⼾東京ビール 中村　託也 東京

ケグ

　　　 狸穴 19-A.エクスペリメンタル・ビール 銅

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ケグ

サンクトガーレン IPA2020 19-A.エクスペリメンタル・ビール 銀

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

ケグ

しろたへ しろたへ 21-H.ブレスラウスタイル・ペール・シェプス 銅

EVER BREW株式会社 RIO BREWING & CO. 東京醸造所 菅原亮平 東京

ケグ

　　　 RISON SOUR DRYHOPPED 24-A.アメリカンスタイル・サワーエール 銀

和泉ブルワリー合同会社 和泉ブルワリー 和泉俊介 東京

ケグ

　　　 Comeback 24-A.アメリカンスタイル・サワーエール 銅

合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広⼤ 埼玉

ケグ

秩⽗⻨酒 北の樽熊 28.木片および木樽熟成ストロングビール ⾦

合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広⼤ 埼玉

ケグ

秩⽗⻨酒 コニャック樽に浸かるくま 28.木片および木樽熟成ストロングビール 銅

株式会社　三田屋 株式会社三田屋　本社地ビール工場 中村　宏明 兵庫

ケグ

揮⼋郎ビール 揮⼋郎ピルスナー 33-B.ジャーマンスタイル・未濾過ラガー ⾦

月夜野クラフトビール株式会社 月夜野クラフトビール 齋藤季之 群馬

ケグ

月夜野クラフトビール 夕陽の月夜野ピルスナー 33-B.ジャーマンスタイル・未濾過ラガー 銀

富士観光開発株式会社 富⼠桜⾼原⻨酒 宮下天通 ⼭梨

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 ラオホ 34-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール 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

ケグ

　　　 ラオホ 34-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール 銀



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

株式会社　三田屋 株式会社三田屋　本社地ビール工場 中村　宏明 兵庫

ケグ

揮⼋郎ビール 揮⼋郎スモーク 34-F.その他のスモークビール 銅

株式会社伊賀の⾥モクモク⼿づくりファーム モクモクブルワリー 服部義春　森下由美香 三重

ケグ

モクモクビール 春のピルスナー 39.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅

一般財団法人　十和田湖ふるさと活性化公社 OIRASE Brewery 鈴⽊　洋 ⻘森

ケグ

奥入瀬ビール 奥入瀬ビール　ピルスナー 40.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銅

株式会社⽻⽣の⾥ キヤッセ羽生 羽生ブルワリー 市岡 慎司 埼玉

ケグ

こぶし花ビール ピルスナー 40.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銅

石川酒造株式会社 石川酒造株式会社 土屋朋樹 東京

ケグ

多摩の恵 ピルスナー 40.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銅

株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 神奈川

ケグ

横浜ビール ピルスナー 40.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銅

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 廣田　覚 神奈川

ケグ

箱根ビール 箱根ピルス 41.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

ケグ

ハーヴェスト・ムーン ピルスナー 42-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

TOYODA　BEER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 ケグ TOYODA　BEER TOYODA　BEER 43.ウインナスタイル・ラガー 銀

石川酒造株式会社 石川酒造株式会社 土屋朋樹 東京

ケグ

多摩の恵 デュンケル 45-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル 銅

一般財団法人　十和田湖ふるさと活性化公社 OIRASE Brewery 鈴⽊　洋 ⻘森

ケグ

奥入瀬ビール 奥入瀬ビール　ダークラガー 45-B.ヨーロピアンスタイル・ダークラガー 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

ケグ

ハーヴェスト・ムーン シュバルツ 46-B.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銀

月夜野クラフトビール株式会社 月夜野クラフトビール 齋藤季之 群馬

ケグ

月夜野クラフトビール ホタルの⾥の⿊ビール 46-B.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銅

株式会社⽻⽣の⾥ キヤッセ羽生 羽生ブルワリー 市岡 慎司 埼玉

ケグ

こぶし花ビール マイボック／ゴールデンラガー 47-B.ジャーマンスタイル・ヘラーボック／マイボック 銅

富士観光開発株式会社 富⼠桜⾼原⻨酒 宮下天通 ⼭梨

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 さくらボック 48-A.ジャーマンスタイル・ドッペルボック ⾦

Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京

ケグ

Tokyo Aleworks ジュニアーズ・クリームエール 49-B.アメリカンスタイル・クリームエール 銅

一般財団法人　十和田湖ふるさと活性化公社 OIRASE Brewery 鈴⽊　洋 ⻘森

ケグ

奥入瀬ビール 奥入瀬ビール　アンバーラガー 50-A.アメリカンスタイル・アンバーラガー 銅

株式会社伊賀の⾥モクモク⼿づくりファーム モクモクブルワリー 服部義春　森下由美香 三重

ケグ

モクモクビール セブンホップラガー 50-A.アメリカンスタイル・アンバーラガー 銀

米沢ジャックスブルワリー 米沢ジャックスブルワリー 槙山 秀都 山形

ケグ

　　　 ゴールデンエール 51-A.オーストラリアンスタイル・ペールエール 銅

Kyoto Beer Lab Kyoto Beer Lab Thomas Ainsworth 京都

ケグ

Kyoto Beer Lab KBLペールエール 51-A.オーストラリアンスタイル・ペールエール ⾦

妻有ビール株式会社 妻有ビール株式会社 高木千歩 新潟

ケグ

妻有ビール 豪雪ペールエール 51-B.インターナショナルスタイル・ペールエール 銀

株式会社ONE's ONE's BREWERY 鈴⽊遼太 大阪

ケグ

　　　 KLS-05 52.ケルンスタイル・ケルシュ ⾦

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

ケグ

カンパイ︕ブルーイング のぞき坂ケルシュ 52.ケルンスタイル・ケルシュ 銅

株式会社浜松アクトビールコーポレーション はままつ地ビール工房マインシュロス 杉本大樹 静岡

ケグ

はままつビール Alt 53.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銅

株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 神奈川

ケグ

横浜ビール アルト 53.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銀

奈良醸造株式会社 奈良醸造株式会社 浪岡　安則 奈良 ケグ 奈良醸造 LIME GOSE BY 55-B.コンテンポラリー・ゴーゼ 銅

株式会社FAR EAST CARVAAN　BREWERY 木村　栄 埼玉 ケグ CARVAAN スペルト・ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅

一般財団法人　十和田湖ふるさと活性化公社 OIRASE Brewery 鈴⽊　洋 ⻘森

ケグ

奥入瀬ビール 奥入瀬ビール　ヴァイツェン 56.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

ケグ

ＴＡＮＧＯ　ＫＩＮＧＤＯＭ　Ｂｅｅｒ ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅

有限会社たのし屋本舗 横須賀ビール 鈴⽊啓弘 神奈川

ケグ

横須賀ビール HASSE　MITSUMUGI　WHEAT 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀

富士観光開発株式会社 富⼠桜⾼原⻨酒 宮下天通 ⼭梨

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ケグ

　　　 ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀

株式会社浜松アクトビールコーポレーション はままつ地ビール工房マインシュロス 杉本大樹 静岡

ケグ

はままつビール Weizen 56.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

ケグ

松江ビアへるん ヴァイツェン 56.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀

株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 神奈川

ケグ

横浜ビール ヴァイツェン 56.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

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 ヴァイツェンボック 58.南ドイツスタイル・ヴァイツェンボック 銅

株式会社FAR EAST CARVAAN　BREWERY 木村　栄 埼玉 ケグ CARVAAN CARVAAN ベルジャンホワイト 59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール ⾦

有限会社秋元商店 籠屋ブルワリー 江上　裕士 東京

ケグ

　　　 遙風（はるかぜ） 59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銀

株式会社⽻⽣の⾥ キヤッセ羽生 羽生ブルワリー 市岡 慎司 埼玉

ケグ

こぶし花ビール ベルギーホワイト 59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール ⾦

NPO法人HEROES ⻄陣⻨酒 林⽥貴志 京都

ケグ

⻄陣⻨酒 室町セゾン 61.スペシャルティ・セゾン 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 ケグ CHROA VIVIANN 67.ベルジャンスタイル・トリペル 銀

EVER BREW株式会社 RIO BREWING & CO. 東京醸造所 菅原亮平 東京

ケグ

　　　 RIO TRIPLE MATERIAL 67.ベルジャンスタイル・トリペル ⾦

株式会社⽻⽣の⾥ キヤッセ羽生 羽生ブルワリー 市岡 慎司 埼玉

ケグ

こぶし花ビール グランクリュ 67.ベルジャンスタイル・トリペル 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 ケグ CHROA BLACK PARADE 69.ベルジャンスタイル・ダーク・ストロングエール 銅

イサナブルーイング イサナブルーイング 千田　恭弘 東京

ケグ

　　　 猪突猛進 70-B.その他のベルジャンスタイル・ストロング・スペシャルティ・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

ケグ

ハーヴェスト・ムーン ペールエール 74.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銅



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

Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京

ケグ

Tokyo Aleworks フラゴン・フィラー ESB 75-B.イングリッシュスタイル・エクストラ・スペシャルビター ⾦

株式会社吉田 和歌山ブルワリー 築井啓 和歌山

ケグ

AGARA CRAFT ポーター 79.ブラウン・ポーター 銀

サンクトガーレン有限会社 サンクトガーレン 岩本伸久 神奈川

ケグ

サンクトガーレン ブラウンポーター 79.ブラウン・ポーター 銅

妻有ビール株式会社 妻有ビール株式会社 高木千歩 新潟

ケグ

妻有ビール 玄武ポーター 80.ロブスト・ポーター 銀

合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広⼤ 埼玉

ケグ

秩⽗⻨酒 ⿊熊のスタウト 82.オートミール・スタウト 銀

福⼭⿊酢株式会社 ⿊酢の郷　桷志⽥ 竹下義隆 ⿅児島

ケグ

桷志田ブルワリー 桷志田スタウト 84.ブリティッシュスタイル・インペリアル・スタウト 銀

合同会社　⻨⾹ BACCAブルーイング 深沢賢二 ⻑野

ケグ

BACCA バーレーワイン 86-B.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール 銀

いわて蔵ビール いわて蔵ビール 後藤　孝紀 岩手

ケグ

いわて蔵ビール みちのくレッドエール 87.アイリッシュスタイル・レッドエール 銀

Tokyo Aleworks Tokyo Aleworks ストックウェル　ロバート 東京

ケグ

Tokyo Aleworks Back to Basics:The Irish Red 87.アイリッシュスタイル・レッドエール ⾦

株式会社京都・一乗寺ブリュワリー 京都・一乗寺ブリュワリー 林晋吾・横⽥林太郎 京都 ケグ 　　　　　　 一乗寺スタウト 88.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト 銅

株式会社北アルプスブルワリー 株式会社北アルプスブルワリー 松浦　周平 ⻑野

ケグ

氷河 氷河　STOUT 88.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト ⾦

株式会社ホンダ産業　プレストンエールブルワリー プレストンエールブルワリー 小野崎広明 栃木

ケグ

プレストンエール アイリッシュエール 89.エクスポート・スタウト 銅

⽻後⻨酒 株式会社　⽻後⻨酒 鈴⽊　隆弘 秋田 ケグ ⽻後⻨酒 GA001　ゴールデンエール 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銀

いわて蔵ビール いわて蔵ビール 後藤　孝紀 岩手

ケグ

いわて蔵ビール ゴールデンエール 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銀

いわて蔵ビール いわて蔵ビール 後藤　孝紀 岩手

ケグ

EAGLES BEER　GOLDEN ALE EAGLES BEER GOLDEN ALE 90.ゴールデンまたはブロンドエール 銅

妻有ビール株式会社 妻有ビール株式会社 高木千歩 新潟

ケグ

妻有ビール めでたしゴールデンエール 90.ゴールデンまたはブロンドエール ⾦

株式会社⻨酒企画 ビール工房新宿 藤川貴之 東京 ケグ サニーゴールド サニーゴールド 91.アメリカンスタイル・ペールエール ⾦

⽻後⻨酒 株式会社　⽻後⻨酒 鈴⽊　隆弘 秋田 ケグ ⽻後⻨酒 PA001　ペールエール 91.アメリカンスタイル・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

ケグ

　　　 看板ペールエール 91.アメリカンスタイル・ペールエール ⾦

合同会社　⻨⾹ BACCAブルーイング 深沢賢二 ⻑野

ケグ

BACCA BACCAペールエール 91.アメリカンスタイル・ペールエール 銅

石川酒造株式会社 石川酒造株式会社 土屋朋樹 東京

ケグ

多摩の恵 ペールーエール 91.アメリカンスタイル・ペールエール 銅

オリエンタルブルーイング株式会社 オリエンタルブルーイング 片山　圭 石川

ケグ

オリエンタルブルーイング シングルホップシトラ 91.アメリカンスタイル・ペールエール 銅

株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 神奈川

ケグ

横浜ビール ペールエール 91.アメリカンスタイル・ペールエール 銅

株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE Brewing Lab 阿部　淳哉 大阪

ケグ

CRAFT BEER BASE CPA006 91.アメリカンスタイル・ペールエール 銀

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ケグ

　　　 バニーホップ 92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅

DEPAAS DEPAAS 川本祐嗣 大阪

ケグ

DEPAAS 苦渋 92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造 宮澤善裕 ⻑野 ケグ 信州浪漫ビール 6HOP　IPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀

株式会社トリプルアール REVO BREWING ⾦丸 敦 神奈川

ケグ

　　　 I am "THE" President 93.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

ケグ

　　　 IPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅

株式会社あくら 秋田あくらビール ⻑⾕川　信 秋田

ケグ

秋田あくらビール のむどIPA 93.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

ケグ

横須賀ビール YOKOSUKA　IPA 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ケグ

　　　 ブレークアウェイIPA 93.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 横浜ビール 深田　優 神奈川

ケグ

横浜ビール DECO-BOCO  IPA 93.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 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹　広⼤ 埼玉

ケグ

秩⽗⻨酒 なみのりくま 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅

DEPAAS DEPAAS 川本祐嗣 大阪

ケグ

DEPAAS Juicy Goat 93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅

株式会社トリプルアール REVO BREWING ⾦丸 敦 神奈川

ケグ

　　　 Time Traveler 94.インペリアル・インディア・ペールエール 銀

株式会社松本ブルワリー 松本ブルワリー 勝⼭拓海 ⻑野

ケグ

　　　 Fundamental IPA 94.インペリアル・インディア・ペールエール 銅

福⼭⿊酢株式会社 ⿊酢の郷　桷志⽥ 竹下義隆 ⿅児島

ケグ

桷志田ブルワリー 桷志田レッドエール 95.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 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

ケグ

　　　 アメリカンレッドエール 95.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銅

Kyoto Beer Lab Kyoto Beer Lab Thomas Ainsworth 京都

ケグ

Kyoto Beer Lab 暴⾛ライダー 95.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール 銅

株式会社FAR EAST CARVAAN　BREWERY 木村　栄 埼玉 ケグ CARVAAN アンデスカカオ・スタウト 100.アメリカンスタイル・スタウト 銅

株式会社　三田屋 株式会社三田屋　本社地ビール工場 中村　宏明 兵庫

ケグ

揮⼋郎ビール 揮⼋郎ブラック 103.フリースタイル・ダークラガー 銀

⻩桜株式会社 ⻩桜　ビール⼯場 宮部　芳男 京都

ケグ

京都⻨酒 山田錦 104.フリースタイル・ライトエール 銅

株式会社⻨風堂 南横浜ビール研究所 荒井昭一 神奈川

ケグ

　　　 ビターレスIPA 104.フリースタイル・ライトエール 銀

加和太建設株式会社 Mt.Fuji Brewing 会森隆介 静岡

ケグ

　　　 柑子富士 104.フリースタイル・ライトエール 銅

株式会社 KICHIRI Anchor Point Brewery 清水隼 東京

ケグ

Anchor Point Beer スペシャリティヴァイツェン 104.フリースタイル・ライトエール 銀



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

宇奈⽉ビール株式会社 宇奈⽉ビール 森下雅仁 富山

ケグ

宇奈⽉ビール ⻨芽とお⽶のビール 104.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

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 ⼩⻨とホップの誘惑 104.フリースタイル・ライトエール 銀

EVER BREW株式会社 RIO BREWING & CO. 東京醸造所 菅原亮平 東京

ケグ

　　　 RIO EAST COAST IPA 104.フリースタイル・ライトエール ⾦

加和太建設株式会社 Mt.Fuji Brewing 会森隆介 静岡

ケグ

　　　 ⿊鳶富⼠ 105.フリースタイル・ダークエール 銀

有限会社たのし屋本舗 横須賀ビール 鈴⽊啓弘 神奈川

ケグ

横須賀ビール SUZAN　DARK 105.フリースタイル・ダークエール 銀

丸⼋不動産株式会社 Octagon Brewing 千葉恭広 静岡

ケグ

　　　 ペンタクルネロ 105.フリースタイル・ダークエール ⾦

オリエンタルブルーイング株式会社 オリエンタルブルーイング 片山　圭 石川

ケグ

オリエンタルブルーイング 加賀棒茶スタウト 105.フリースタイル・ダークエール 銀

妻有ビール株式会社 妻有ビール株式会社 高木千歩 新潟

ケグ

妻有ビール 十日町そばエール 105.フリースタイル・ダークエール 銅

富士観光開発株式会社 富⼠桜⾼原⻨酒 宮下天通 ⼭梨

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 インペリアルピルスナー 106.フリースタイル・ハイアルコール・ライトラガー 銅

富士観光開発株式会社 富⼠桜⾼原⻨酒 宮下天通 ⼭梨

ケグ

富⼠桜⾼原⻨酒 ドラゴンモザイク 108.フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール ⾦

株式会社 KICHIRI Anchor Point Brewery 清水隼 東京

ケグ

Anchor Point Beer バニラチョコレートスタウト 109.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール 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

ケグ

　　　 ダークファーザー 109.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール ⾦


