
「ジャパン・グレートビア・アワーズ2023」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

Be Easy Brewing Be Easy Brewing 中林・松村・残間 ⻘森 Aomori  Ale ボトル・缶 1-A.酵⺟なしライトアメリカン・ウィートビール 銀
NPO法人 わっぱの会 BREWPUB OZONE 松本 有紀 愛知 大曽根ビール きしめんだもんで 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 銅
八海醸造株式会社 猿倉山ビール醸造所 星裕也 新潟 RYDEENBEER RYDEENBEER WEIZEN 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 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 SWA̲P144(仮) 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 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 シルクエール＜白＞ 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 銅
高山村農業醸造技研株式会社 TAMTAMブリューイング ⽥村進一 ⻑野 スパークリングエール G(ゲベルツトラミナル) ボトル・缶 2.フルーツビール ⾦
高山村農業醸造技研株式会社 TAMTAMブリューイング ⽥村進一 ⻑野 スパークリングエール 梅 ボトル・缶 2.フルーツビール ⾦
山⾥菜有限会社 蔵王ブルワリー 蔵王ブルワリー 坂本陽介 山形 蔵王 YAMAGATA さくらんぼALE ボトル・缶 2.フルーツビール ⾦
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 396 ボトル・缶 2.フルーツビール ⾦
南信州ビール株式会社 南信州ビール 駒ヶ岳醸造所 伊藤陽洸 ⻑野 Ogna YAMASO HOP ボトル・缶 2.フルーツビール ⾦
株式会社Ｈ．Ｍ．Ｗｏｒｋｓ 函館⻨酒醸造所 石垣 充清 北海道 Ozigi Brewing BlackBerry Porter ボトル・缶 2.フルーツビール ⾦
有限会社 福島路ビール 有限会社 福島路ビール 吉⽥ 真二 福島 みちのく福島路ビール 桃のラガー ボトル・缶 2.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 丹⽻岳悠, 濱本恭佑、下山一宇 千葉 ANCOシークワサー2022 ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
奥大和ビール 奥大和BREWING 米⽥ 義則 奈良 奥大和ビール パステルフラワー ボトル・缶 2.フルーツビール 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 銀
株式会社三空ナチュラルライフ 南アルプスビール 堀内祐介 山梨 ビアシャン ビアシャン 山梨の桃 ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
株式会社 南都 南都酒造所 糸数幸紀・津波古貢 沖縄 OKINAWA SANGO BEER ITOMAN/S Akamachi ボトル・缶 2.フルーツビール 銀
B.Y.Cブリューイング株式会社 Brewstars Yacht Club Hayama Brewing 菊池文武 神奈川 葉山クラフトビール 470タック＆タック グアバIPA ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
有限会社 福島路ビール 有限会社 福島路ビール 吉⽥ 真二 福島 みちのく福島路ビール 林檎のラガー ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
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
高山村農業醸造技研株式会社 TAMTAMブリューイング ⽥村進一 ⻑野 ドラゴンフライ ブラン ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
盛⽥⾦しゃちビール株式会社 盛⽥⾦しゃちビール株式会社 山口 司/杉山 元志 愛知 ⾦しゃちビール ⾦しゃちビール フルーツドラフト カシス＆ブラッドオレンジ ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
TRANS BREWING TRANS BREWING 岡本 拓也 北海道 TRANS BREWING TRANS LEMON ALE ボトル・缶 2.フルーツビール 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 暁 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 ITOMAN/S Taman ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
株式会社道明寺⻨酒 道明寺天満宮門前醸造所 森⽥剛浩 大阪 道明寺⻨酒 てんさんエールかりん ボトル・缶 2.フルーツビール 銅
株式会社道明寺⻨酒 道明寺天満宮門前醸造所 森⽥剛浩 大阪 道明寺⻨酒 美陵ブラックベリー ボトル・缶 2.フルーツビール 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 Diamond Brewing on - Yuju Sour - ボトル・缶 3.柚子ビール 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 柚子香るWhite ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
HTW株式会社 Free Spirits Brewing 宮崎 隼人 兵庫 White Castle Ale White Castle Ale ボトル・缶 3.柚子ビール 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 ゆずフレッシュ ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
三和酒類株式会社 辛島 虚空乃蔵 渡邊 裕太、渡辺 覚 大分 KOKU NO CRAFT No.2 柚子エール ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
株式会社道明寺⻨酒 道明寺天満宮門前醸造所 森⽥剛浩 大阪 道明寺⻨酒 てんさんエール柚子 ボトル・缶 3.柚子ビール 銀
池⽥屋⻨酒株式会社 池⽥屋⻨酒株式会社 月居麻水 静岡 川根本町ゆずペールエール 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 ゆずピルスナー ボトル・缶 3.柚子ビール 銅
ALDEA YAMASHIRO BEERS やましろビール YUZY Pale Ale 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 Daydream ボトル・缶 3.柚子ビール 銅
美作ビアワークス 焼き林檎ヴァイツェン ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 Never Young Peach ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銀
南信州ビール株式会社 南信州ビール 駒ヶ岳醸造所 伊藤陽洸 ⻑野 Ogna APPLE HOP ボトル・缶 4.フルーツ・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 JAZZBERRY ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銀
株式会社花安新発⽥斎場 TSUKIOKA BREWERY 新保 典司 新潟 月岡 月岡ルレクチェヴァイツェン ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銅
株式会社JouZo JouZo BEER BASE 住友正伯 徳島 JouZo BEER BASE 雪みかん de 雪だるま ボトル・缶 4.フルーツ・ウィートビール 銅
株式会社CraftBank CRAFT BANK ⽻星大地 京都 CRAFT BANK BELGIAN BUNNY ボトル・缶 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 SUPERMARKET TAMADE FANTASIA 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NI-WA Nakatsu brewery 鈴⽊ 悟 大阪 Nakatsu brewery トマトエール ボトル・缶 6.フィールドビール 銅
合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹 広大 埼玉 秩⽗⻨酒 ヌルデジンジャーゴーゼ ボトル・缶 8.ハーブおよびスパイスビール 銀
有限会社秋元商店 籠屋ブルワリー 江上 裕士 東京 籠屋ブルワリー 和の彩 ボトル・缶 8.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 マサラブロッサム ボトル・缶 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
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 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
株式会社あぶらや燈千 YUDANAKA BREWERY COMPLEX U 玉井龍次 ⻑野 YUDANAKA BREWERY 白の森 ボトル・缶 8.ハーブおよびスパイスビール 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 クロモジダーク ボトル・缶 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 ぼくカルダえもん ボトル・缶 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 ロング・シーズン・ロンリー・プラネット ボトル・缶 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 中国⼥ ボトル・缶 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
ALDEA YAMASHIRO BEERS やましろビール HOJICHA Amber Ale ボトル・缶 9.緑茶ビール 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

B.Y.Cブリューイング株式会社 Brewstars Yacht Club Hayama Brewing 菊池文武 神奈川 葉山クラフトビール 太陽と森の楽園コーヒースタウト ボトル・缶 13.コーヒービール ⾦
尾道ビール株式会社 尾道ブルワリー 佐々⽊真人・佐々⽊真理 広島 尾道ビール ましろコーヒーポーター ボトル・缶 13.コーヒービール 銀
株式会社ジャパネットウォーター 富士⻨酒醸造所 榊弘太、太⽥実花 山梨 INASA COFFEE STOUT ボトル・缶 13.コーヒービール 銀
三和酒類株式会社 辛島 虚空乃蔵 渡邊 裕太、渡辺 覚 大分 KOKU NO CRAFT No.4 冬エール/コーヒースタウト ボトル・缶 13.コーヒービール 銅
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 14-A.ライビール 銀
株式会社いわない高原ホテル IWANAI BREWERY & HOTEL ⽥中 康太 北海道 IWANAI BREWERY & HOTEL エブリデイ ボトル・缶 14-A.ライビール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 THANK YOU FOR THE MUSIC ボトル・缶 15.ハニービール 銀
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール ハマクロ ボトル・缶 17.セッション・ビール 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 富士⾒ヴァイツェン ボトル・缶 17.セッション・ビール 銅
Far Yeast Brewing株式会社 Far Yeast Brewing 栁井拓哉 山梨 Far Yeast 東京BLONDE ボトル・缶 18.セッション・インディア・ペールエール ⾦
株式会社吉⽥ WAKAYAMABREWERY 吉⽥友之 和歌山 AGARA CRAFT IPA ボトル・缶 18.セッション・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 fujimi IPA ボトル・缶 18.セッション・インディア・ペールエール 銀
美作ビアワークス セッションIPA ボトル・缶 18.セッション・インディア・ペールエール 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 郡上八幡⻨酒 こぼこぼ セッションIPA ボトル・缶 18.セッション・インディア・ペールエール 銀
美作ビアワークス 真庭⾥海クラフト ボトル・缶 18.セッション・インディア・ペールエール 銅
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 セッションIPA ボトル・缶 18.セッション・インディア・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 松江ビアへるん おろち ボトル・缶 21.酒イーストビール ⾦
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 穂澄 ボトル・缶 23.フレッシュ・ホップ・ビール 銀
Far Yeast Brewing株式会社 Far Yeast Brewing 栁井拓哉 山梨 Far Yeast 東京IPA ボトル・缶 26.アメリカン-ベルゴスタイル・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 軽井沢高原ビールシーズナル2023 Fruity White Ale ボトル・缶 26.アメリカン-ベルゴスタイル・エール 銅
株式会社JouZo JouZo BEER BASE 住友正伯 徳島 JouZo BEER BASE おっきい梨、⾒つけた。 ボトル・缶 28.フルーツ入りアメリカンスタイル・サワーエール 銀
株式会社ダイヤモンドブルーイング Diamond Brewing 連川 裕隆 熊本 Diamond Brewing fragolon ボトル・缶 30.ミックスドカルチャー・ブレットビール 銀
合同会社 BEAR MEET BEER 秩⽗⻨酒醸造所 丹 広大 埼玉 秩⽗⻨酒 レッドエール紅熊Ｘ ボトル・缶 31-B.⽊片および⽊樽熟成ダークビール 銀
Tokyo Aleworks 墨ビール⽊味ビールBAインペリアルスタウト ボトル・缶 33.⽊片および⽊樽熟成ストロングスタウト 銀
株式会社 ディーエイチシー DHCビール静岡工場 DHCビール静岡工場製造課チーム 静岡 DHCビール DHC ゴールデンマイスター［無濾過］ ボトル・缶 36-B.ヨーロピアンスタイル・未濾過ラガー 銅
TRANS BREWING TRANS BREWING 岡本 拓也 北海道 TRANS BREWING Smoke on the HAPPOSHU ボトル・缶 37-B.バンベルクスタイル・ヘレス・ラオホビール 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 ボトル・缶 37-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 スモーク ボトル・缶 37-F.その他のスモークビール 銅
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 製造第二部 宮崎 雲海⻨酒醸造所 雲海ラガー ボトル・缶 38-E.インターナショナルスタイル・ピルスナー 銀
ニセコビール株式会社 ニセコビール醸造所(NISEKIO BREWING) 櫻井 繁 北海道 ニセコビール (NISEKO BEER) 山神(YAMATSUMI) ボトル・缶 38-E.インターナショナルスタイル・ピルスナー 銅
株式会社近鉄リテーリング 大和醸造 伊⽊孝司 奈良 大和醸造 PASSION 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
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 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 銅
宮崎ひでじビール株式会社 宮崎ひでじビール醸造所 片伯部智之 宮崎 宮崎ひでじビール 九州CRAFT Hideji九州ラガー ボトル・缶 40-A.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 original 496 ボトル・缶 40-A.インディア・ペールラガー 銅
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール 横浜ラガー ボトル・缶 40-B.その他のホッピーラガー 銅
山⾥菜有限会社 蔵王ブルワリー 蔵王ブルワリー 坂本陽介 山形 蔵王 ZAO LAGER ボトル・缶 42.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銀
八海醸造株式会社 猿倉山ビール醸造所 星裕也 新潟 RYDEENBEER RYDEENBEER PILSNER ボトル・缶 42.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銅
盛⽥⾦しゃちビール株式会社 盛⽥⾦しゃちビール株式会社 山口 司/杉山 元志 愛知 ミツボシビール ミツボシビール ピルスナー ボトル・缶 43.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銅
株式会社イクスピアリ 株式会社イクスピアリ 園⽥智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ピルスナー ボトル・缶 45-A.ドルトムンダー／ヨーロピアンスタイル・エクスポート ⾦
石川酒造株式会社 石川酒造株式会社 土屋朋樹 東京 多摩の恵 多摩の恵 デュンケル ボトル・缶 48-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル ⾦
宮下酒造株式会社 宮下酒造株式会社 伊藤泰信 岡山 独歩 デュンケル ボトル・缶 48-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル 銀
有限会社秋元商店 籠屋ブルワリー 江上 裕士 東京 籠屋ブルワリー NOT SO BLACK ボトル・缶 48-B.ヨーロピアンスタイル・ダークラガー 銅
株式会社いわない高原ホテル IWANAI BREWERY & HOTEL ⽥中 康太 北海道 IWANAI BREWERY & HOTEL クロポン ボトル・缶 49.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア ⾦
株式会社イクスピアリ 株式会社イクスピアリ 園⽥智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン シュバルツ ボトル・缶 49.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銀
宮下酒造株式会社 宮下酒造株式会社 伊藤泰信 岡山 独歩 シュバルツ ボトル・缶 49.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 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 愛の花 ボトル・缶 50-B.ジャーマンスタイル・ヘラーボック／マイボック 銅
有限会社農業法人⾶騨高山⻨酒 有限会社農業法人⾶騨高山⻨酒 髙橋有人 岐阜 ⾶騨高山⻨酒 レッドボック ボトル・缶 51-A.ジャーマンスタイル・ドッペルボック 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 スワンレイクビール 越乃米こしひかり仕込み ボトル・缶 52.アメリカンスタイル・ラガー 銀
株式会社美深白樺ブルワリー 美深白樺ブルワリー 鶴間琴音 北海道 Wild Sheep Chase ボトル・缶 53.アメリカンスタイル・クリームエール 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 郡上八幡⻨酒 こぼこぼ クリームエール ボトル・缶 53.アメリカンスタイル・クリームエール 銅
株式会社ONE's ONE's BREWERY 鈴⽊遼太 大阪 AMB ボトル・缶 55-B.カリフォルニア・コモンビール 銀
株式会社ONE's ONE's BREWERY 鈴⽊遼太 大阪 KLS ボトル・缶 58.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 製造第二部 宮崎 雲海⻨酒醸造所 アルト ボトル・缶 59.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銀
合同会社久福 久福ブルーイング本島 久保⽥宏平 香川 久福ブルーイング本島 瀬⼾内Gose ボトル・缶 62.コンテンポラリー・ゴーゼ ⾦
株式会社ハートピア クラフトハート・ブルワリー 大中樹⾥ 広島 クラフトハート 瀬⼾内ソルティフルーツビア・レモンゴーゼ ボトル・缶 62.コンテンポラリー・ゴーゼ ⾦
株式会社花安新発⽥斎場 TSUKIOKA BREWERY 新保 典司 新潟 月岡 月と海 ボトル・缶 62.コンテンポラリー・ゴーゼ 銀
株式会社花安新発⽥斎場 TSUKIOKA BREWERY 新保 典司 新潟 月岡 月と海 ボトル・缶 62.コンテンポラリー・ゴーゼ 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

Grande Limite株式会社 泉佐野ブルーイング 許 校沿 大阪 KIX BEER KIX BEER ヴァイツェン ボトル・缶 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 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 銀河高原ビール⼩⻨のビール ボトル・缶 63.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 富士桜高原⻨酒 ヴァイツェン ボトル・缶 63.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 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銀
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 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅
有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 丹⽻岳悠, 濱本恭佑、下山一宇 千葉 白樺バイツェン ボトル・缶 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 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 松江ビアへるん ヴァイツェン ボトル・缶 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 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 Fujimi Light Weizen ボトル・缶 64-B.ジャーマンスタイル・ライヒテス・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 シュヴァルツヴァイツェン ボトル・缶 64-D.南ドイツスタイル・デュンケルヴァイツェン 銀
有限会社堀口アールエム HopGear Brewing 堀口聡一 埼玉 HopGear  Belgian Wit ボトル・缶 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 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 ホワイトウルフ ボトル・缶 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 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 平和クラフト 平和クラフト WHITE ALE 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 ディーエイチシー DHCビール静岡工場 DHCビール静岡工場製造課チーム 静岡 DHCビール DHC 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
EVER BREW株式会社 RIO BREWING & CO. 柴⽥ 旭 千葉 UTOPIA ボトル・缶 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銅
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール つなぐセゾン ボトル・缶 66.クラシック・セゾン 銅
EVER BREW株式会社 RIO BREWING & CO. 柴⽥ 旭 千葉 DYSTOPIA ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン ⾦
株式会社KIRI HOJO Brewing & Stays 岩⾒圭二 愛媛 Japanese Pepper Saison ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銀
株式会社⿂⾦ ⿂⾦醸造 若松節 東京 ⿂⾦醸造 After Golf ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銀
株式会社ジャパネットウォーター 富士⻨酒醸造所 榊弘太、太⽥実花 山梨 Cleyera ~Bottle Condition Edition~ ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 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 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
有限会社弥生商店 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 67.スペシャルティ・セゾン 銅
三島ファーム FARMER'S BREWERY HONAMI 安達豊 島根 FARMER'S BREWERY 穂波 HONAMI ICHIGO ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 UMINEKO WHEN THEY CRY ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 P-0Nz ボトル・缶 67.スペシャルティ・セゾン 銅
合同会社久福 久福ブルーイング本島 久保⽥宏平 香川 久福ブルーイング本島 ハマゴウPaleAle ボトル・缶 69-A.ベルジャンスタイル・ペールエール 銀
株式会社Y.craft SHIKI BEER ⽮野 利治 埼玉 SHIKI BEER BLOND 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FAR EAST CARVAAN BREWERY ⽊村 栄 埼玉 CARVAAN CARVAAN・トリペル ボトル・缶 73-E.ベルジャンスタイル・ストロング・ダークエール 銅
Miyata Beer Miyata Beer ~Brewery Cidery Distillery〜 宮⽥昭彦 東京 Miyata Beer Miyata Beer  Amber Ale 2211 ボトル・缶 76-B.スペシャルビターまたはベストビター 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 ⻄成ライオットエール ボトル・缶 77-A.イングリッシュスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銀
Miyata Beer Miyata Beer ~Brewery Cidery Distillery〜 宮⽥昭彦 東京 Miyata Beer Miyata Beer  Amber Ale 2212 ボトル・缶 77-A.イングリッシュスタイル・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ビール静岡工場製造課チーム 静岡 DHCビール DHC プレミアムリッチエール ボトル・缶 77-B.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 月岡湯上がりペールエール ボトル・缶 79.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 株式会社イクスピアリ 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 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銀
ヘリオス酒造株式会社 ヘリオス酒造株式会社 沢内醸造所 松⽥あすか 岩手 ヘリオス酒造 ザ・マタギ ボトル・缶 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銀
石川酒造株式会社 石川酒造株式会社 土屋朋樹 東京 多摩の恵 多摩の恵 ペールエール ボトル・缶 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銅
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 ペールエール ボトル・缶 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銅
GARCIABREWING株式会社 GARCIA BREWING SAAVEDRA GARCIA FREDY OMAR 静岡 GARCIA BREWING BUENAVISTA日本平 ボトル・缶 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銅
⾦秀ホールディングス株式会社 KANEHIDE CRAFT BREWERY 仲程 學 沖縄 KANEHIDE CRAFT IPA ボトル・缶 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール ⾦
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 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 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 IPA ボトル・缶 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銀
NPO法人 わっぱの会 BREWPUB OZONE 松本 有紀 愛知 大曽根ビール KENZO IPA ボトル・缶 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銅
クッチーナ クッチーナ ⻑岡 幸市 新潟 Sado Land Beer ONDEKO ボトル・缶 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銅
TRANS BREWING TRANS BREWING 岡本 拓也 北海道 TRANS BREWING Twist and Shout ボトル・缶 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 Transporter Initial D ボトル・缶 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銅
Grande Limite株式会社 泉佐野ブルーイング 許 校沿 大阪 KIX BEER KIX BEER アンバーエール ボトル・缶 81.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銀
TRANS BREWING TRANS BREWING 岡本 拓也 北海道 TRANS BREWING チャリーブラウン ボトル・缶 81.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銅
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 製造第二部 宮崎 雲海⻨酒醸造所 ⿊ ボトル・缶 82.ブラウン・ポーター 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 ポーター ボトル・缶 83.ロブスト・ポーター 銀
株式会社カネク醸造 株式会社カネク醸造 坂本健太 ⻘森 八⼾⻨酒 カネクポーター ボトル・缶 83.ロブスト・ポーター 銀
有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー 丹⽻岳悠, 濱本恭佑、下山一宇 千葉 手賀沼ポーター ボトル・缶 83.ロブスト・ポーター 銀
山⾥菜有限会社 蔵王ブルワリー 蔵王ブルワリー 坂本陽介 山形 蔵王 ZAO BLACK ボトル・缶 83.ロブスト・ポーター 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・雷電冬仕込み ポーター ボトル・缶 83.ロブスト・ポーター 銀
株式会社ハローグッバイ ハローブルワリー 河野 功 福岡 糸島ハロークラフト スタウト ボトル・缶 84.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト 銀
⻑野みなみ風ビール ⻑野みなみ風ビール 堀内睦⺒ ⻑野 ⻑野みなみ風ビール YaYa(六夜) ボトル・缶 84.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト 銅
株式会社なちゅbio HIROSHIMA NOH BREWERY 岡⽥アントニールイス 広島 HIROSHIMA NOH BEER Caramel Honey Stout ボトル・缶 85.オートミール・スタウト 銀
⾦秀ホールディングス株式会社 KANEHIDE CRAFT BREWERY 仲程 學 沖縄 KANEHIDE CRAFT スタウト ボトル・缶 85.オートミール・スタウト 銀
Tokyo Aleworks ⿊重之九 Imperial Stout ボトル・缶 86.ブリティッシュスタイル・インペリアル・スタウト 銀
雲海酒造株式会社 雲海酒造株式会社綾蔵 製造第二部 宮崎 雲海⻨酒醸造所 ストロングエール10 ボトル・缶 87-B.ストロングエール 銀
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NPO法人 わっぱの会 BREWPUB OZONE 松本 有紀 愛知 大曽根ビール 魔⼥のマシマシ ボトル・缶 88-A.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール ⾦
Izumo Brewing株式会社 Izumo Brewing Co. 安⾷ 建 島根 Izumo Brewing IZUMO BARLEY ボトル・缶 88-A.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール ⾦
コトブキテクレックス株式会社 佐賀アームストロング醸造所 伊藤謙二 佐賀 ARMSTRONG BREWING Sagan Salute ストロングバーレー ボトル・缶 88-A.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール 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 平和クラフト 平和クラフト RED ALE ボトル・缶 89.アイリッシュスタイル・レッドエール 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 ハイランドポート ⿊川スタウト ボトル・缶 90.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト 銅
AQUWA brew works AQUWA brew works 高山祐輔 埼玉 AQUWA brew works 柿⿊ ボトル・缶 91.エクスポート・スタウト 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 94.ゴールデンまたはブロンドエール 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 Golden Ale ボトル・缶 94.ゴールデンまたはブロンドエール 銀
南信州ビール株式会社 南信州ビール 駒ヶ岳醸造所 伊藤陽洸 ⻑野 Ogna GOLDEN ALE ボトル・缶 94.ゴールデンまたはブロンドエール 銀
株式会社カネク醸造 株式会社カネク醸造 坂本健太 ⻘森 八⼾⻨酒 Golden Lite Ale ボトル・缶 94.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
三和酒類株式会社 辛島 虚空乃蔵 渡邊 裕太、渡辺 覚 大分 KOKU NO CRAFT No.1 ニシノホシエール ボトル・缶 94.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 94.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
株式会社ふたこ⻨⻨公社 ふたこビール瀬⽥醸造所 市原尚子 東京 ふたこビール フタコエール ボトル・缶 95.アメリカンスタイル・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ペールエール ボトル・缶 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
有限会社堀口アールエム HopGear Brewing 堀口聡一 埼玉 HopGear Pale Ale ボトル・缶 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
株式会社ローカルダイニング みぞのくち醸造所 天野陽市 神奈川 ノクチビアーズ Pale Ale ボトル・缶 95.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 95.アメリカンスタイル・ペールエール 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 森⾕秀司 三堀絢也 千葉 ならしのクラフトビール むぎのいえ SozoRo #12 ボトル・缶 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
倉敷ブルーイングカンパニー 倉敷ブルーイングカンパニー 平尾慎太郎 岡山 OKAYAMA JIMOTO BEER 086 #2 OKAYAMA PALE ALE ボトル・缶 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
吉乃川株式会社 吉乃川株式会社 中川正義 新潟 摂⽥屋クラフト 摂⽥屋クラフト ペールエール ボトル・缶 95.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 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
株式会社CraftBank CRAFT BANK ⽻星大地 京都 CRAFT BANK BANK IPA ボトル・缶 97.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 高⽊ 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 97.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅
株式会社安井商店 さかい河岸ブルワリー 安井 健 茨城 さかい河岸ブルワリー North to South ボトル・缶 98.ジューシーまたはヘイジー・ストロング・ペールエール 銀
株式会社トリプルアール REVO BREWING 水沼 泰樹 神奈川 REVO BREWING ONE ボトル・缶 99.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 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
Tokyo Aleworks Center Gai IPA ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銀
株式会社近鉄リテーリング 大和醸造 伊⽊孝司 奈良 大和醸造 はじまりの音IPA ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・インディア・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 新潟 摂⽥屋クラフト 摂⽥屋クラフト ＩＰＡ ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 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 ハイランドポート 三本槍岳IPA ボトル・缶 99.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 福島路ビール 有限会社 福島路ビール 吉⽥ 真二 福島 みちのく福島路ビール AMERICAN IPA ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
八海醸造株式会社 猿倉山ビール醸造所 星裕也 新潟 RYDEENBEER RYDEENBEER IPA ボトル・缶 99.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 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
GARCIABREWING株式会社 GARCIA BREWING SAAVEDRA GARCIA FREDY OMAR 静岡 GARCIA BREWING インカ帝国IPA ボトル・缶 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
合同会社レッツブリュー レッツビアワークス ⼩野 保 東京 レッツビアワークス 二゛ャ ボトル・缶 99.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 ジューシーIPA ボトル・缶 100.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール ⾦
Far Yeast Brewing株式会社 Far Yeast Brewing 栁井拓哉 山梨 Far Yeast Hop Frontier Juicy IPA ボトル・缶 100.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銅
株式会社いわない高原ホテル IWANAI BREWERY & HOTEL ⽥中 康太 北海道 IWANAI BREWERY & HOTEL ホップマシマシ ボトル・缶 101.エマージング・インディア・ペールエール 銀
株式会社スイベルアンドノット 26K Brewery 平槇 駿一 東京 シューティングスター 吉★祥★寺 ボトル・缶 101.エマージング・インディア・ペールエール 銀
株式会社石⾒⻨酒 石⾒⻨酒 山口 厳雄 島根 石⾒⻨酒 WHEY WHITE ボトル・缶 101.エマージング・インディア・ペールエール 銅
Tokyo Aleworks 7 Comets over Mt. Fuji ボトル・缶 102.インペリアル・インディア・ペールエール ⾦
NPO法人 わっぱの会 BREWPUB OZONE 松本 有紀 愛知 大曽根ビール TRIGGER ボトル・缶 102.インペリアル・インディア・ペールエール 銀
Tokyo Aleworks 南無阿弥陀Brew IIPA ボトル・缶 102.インペリアル・インディア・ペールエール 銀
NPO法人 わっぱの会 BREWPUB OZONE 松本 有紀 愛知 大曽根ビール オレのネコ ボトル・缶 104.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 104.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 株式会社イクスピアリ 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 106.アメリカンスタイル・ブラウンエール 銅
NPO法人 わっぱの会 BREWPUB OZONE 松本 有紀 愛知 大曽根ビール アッチャモイ ボトル・缶 107-B.アメリカンスタイル・スタウト 銅
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部 淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE Pyotr Ⅰ ボトル・缶 108.アメリカンスタイル・インペリアル・スタウト 銅
盛⽥⾦しゃちビール株式会社 盛⽥⾦しゃちビール株式会社 山口 司/杉山 元志 愛知 ⾦しゃちビール ⾦しゃちビール 名古屋⾚味噌ラガー ボトル・缶 110.フリースタイル・ダークラガー 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 Afterdark ボトル・缶 110.フリースタイル・ダークラガー 銀
合同会社 安曇野ブルワリー 安曇野ブルワリー 三浦 季久 ⻑野 安曇野ブルワリー 爽風セゾン ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール ⾦
エルオーエル株式会社 むぎのくら⾕津醸造所 今井貴大 森⾕秀司 三堀絢也 千葉 ならしのクラフトビール むぎのいえ ⾕津遊路 #5 ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール ⾦
合同会社久福 久福ブルーイング本島 久保⽥宏平 香川 久福ブルーイング本島 瀬⼾内Gose ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール 銀
奥野奏 Vector Brewing ⽊水朋也 東京 BEEER SALTED CARAMEL AMBER ALE ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール 銀
八海醸造株式会社 猿倉山ビール醸造所 星裕也 新潟 RYDEENBEER RYDEENCRAFT 麹BELGIANWHITE ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール 銀
有限会社秋元商店 籠屋ブルワリー 江上 裕士 東京 籠屋ブルワリー 國平米 ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール 銀
尾道ビール株式会社 尾道ブルワリー 佐々⽊真人・佐々⽊真理 広島 尾道ビール 尾道エール ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール 銅
EVER BREW株式会社 RIO BREWING & CO. 柴⽥ 旭 千葉 TOKYO BAYCOAST IPA ボトル・缶 111.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 シルクエール＜白＞ ボトル・缶 111.フリースタイル・ライトエール 銅
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エルオーエル株式会社 むぎのくら⾕津醸造所 今井貴大 森⾕秀司 三堀絢也 千葉 ならしのクラフトビール むぎのいえ 芳治茶ぶらっく #1 ボトル・缶 112.フリースタイル・ダークエール ⾦
ニセコビール株式会社 ニセコビール醸造所(NISEKIO BREWING) 櫻井 繁 北海道 ニセコビール (NISEKO BEER) 蝦夷 (EZO) ボトル・缶 112.フリースタイル・ダークエール ⾦
エルオーエル株式会社 むぎのくら⾕津醸造所 今井貴大 森⾕秀司 三堀絢也 千葉 ならしのクラフトビール むぎのいえ KOHAKU #11 ボトル・缶 112.フリースタイル・ダークエール 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 ADELE ボトル・缶 116.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール ⾦
エルオーエル株式会社 むぎのくら⾕津醸造所 今井貴大 森⾕秀司 三堀絢也 千葉 ならしのクラフトビール むぎのいえ 紫薫~shikun~ #4 ボトル・缶 116.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール ⾦
宮崎ひでじビール株式会社 宮崎ひでじビール醸造所 片伯部智之 宮崎 宮崎ひでじビール 栗⿊ ボトル・缶 116.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール ⾦
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 けものみち IN THE WOODS ボトル・缶 116.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 レゾナンス ウィート ケグ 1-C.酵⺟入りライトアメリカン・ウィートビール 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 シルクエール＜白＞ ケグ 1-C.酵⺟入りライトアメリカン・ウィートビール 銅
株式会社riot beer riot beer ⼩澤奈菜 東京 riot beer summer time blues ケグ 2.フルーツビール 銀
岩瀬まちづくり株式会社 KOBO Brew Pub醸造所 コティネック ジリ 富山 KOBO Brew Pub 馬場ヴァイツェン ケグ 2.フルーツビール 銀
株式会社 ワールドインテック 堺･緑のミュージアム ハーベストの丘 地ビール工房 根岸 圭太郎 大阪 堺収穫⻨酒 泉北レモンビール ケグ 2.フルーツビール 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 ゆずのかほり ケグ 3.柚子ビール 銀
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 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
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 Daydream ケグ 3.柚子ビール 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 こゆず 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、高、⼾澤、佐藤 東京 NAMACHAんBewing 冬のなまホワイト ケグ 3.柚子ビール 銅
岩瀬まちづくり株式会社 KOBO Brew Pub醸造所 コティネック ジリ 富山 KOBO Brew Pub ゆずビター ケグ 3.柚子ビール 銅
ラフ・インターナショナル有限会社 家守酒造 白樹勇気 京都 家守酒造 Chakabuki ケグ 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 JAZZBERRY 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 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 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 SUPERMARKET TAMADE FANTASIA ケグ 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 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 Beyond the Border ケグ 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀
株式会社ジャパネットウォーター 富士⻨酒醸造所 榊弘太、太⽥実花 山梨 ヴィビール ケグ 5.ベルジャンスタイル・フルーツビール 銀
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部 淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE Lavender ＆Chamomile ケグ 8.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 8.ハーブおよびスパイスビール ⾦
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 おうじゃのしるし ケグ 8.ハーブおよびスパイスビール ⾦
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 ロング・シーズン・ロンリー・プラネット ケグ 8.ハーブおよびスパイスビール ⾦
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 8.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 HORSEMAN UPRISNG CODE://BLUE ケグ 8.ハーブおよびスパイスビール 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 シルクミントエール ケグ 8.ハーブおよびスパイスビール 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 20時、さくら公園で ケグ 8.ハーブおよびスパイスビール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 中国⼥ ケグ 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
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 8.ハーブおよびスパイスビール 銅
株式会社スモークビアファクトリー NAMACHAんBrewing 米澤、高、⼾澤、佐藤 東京 NAMACHAんBewing なまちゃんのほうじ茶エール ケグ 10.その他のティービール ⾦
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 体の芯からHOT! HOT! IPA ケグ 11.チリビール ⾦
株式会社riot beer riot beer ⼩澤奈菜 東京 riot beer stray cats ケグ 13.コーヒービール ⾦
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 THANK YOU FOR THE MUSIC ケグ 15.ハニービール 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 Citrus Session Bitter ケグ 17.セッション・ビール 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 fujimi IPA ケグ 18.セッション・インディア・ペールエール 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 ANONYMOUS BREWHOLIC FOUNDATION ケグ 21.酒イーストビール 銅
株式会社⻨風堂 南横浜ビール研究所 荒井昭一 神奈川 南横浜ビール研究所 日大産生ホップペールエール ケグ 23.フレッシュ・ホップ・ビール 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2023 Fruity White Ale ケグ 26.アメリカン-ベルゴスタイル・エール ⾦
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール 夢⾒るグレフルサワー ケグ 28.フルーツ入りアメリカンスタイル・サワーエール 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 月夜野クラフトビール 夕陽の月夜野ピルスナー ケグ 36-B.ヨーロピアンスタイル・未濾過ラガー 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 揮八郎ビール 揮八郎ピルスナー ケグ 36-B.ヨーロピアンスタイル・未濾過ラガー 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 SMOKE ケグ 37-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、高、⼾澤、佐藤 東京 NAMACHAんBewing なまちゃんのラオホ ケグ 37-C.バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール 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 37-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 三⽥屋 株式会社三⽥屋 本社地ビール工場 中村 宏明 兵庫 揮八郎ビール 揮八郎スモーク ケグ 37-F.その他のスモークビール 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 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 ⾦
國澤⻨酒株式会社 國澤⻨酒 國澤良祐 東京 Kunisawa Brewing Co. 新橋クラシックラガー ケグ 39.その他のインターナショナルスタイル・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 original 496 ケグ 40-A.インディア・ペールラガー ⾦
株式会社 HUGE NUMBER NINE BREWERY ⻫藤 健吾 神奈川 NUMBER NINE BREWERY Hoppy Pilsner ケグ 40-B.その他のホッピーラガー 銀
ラフ・インターナショナル有限会社 家守酒造 白樹勇気 京都 家守酒造 Piacere! ケグ 40-B.その他のホッピーラガー 銀
⻑島観光開発株式会社 ⻑島ビール園 伊藤 哲雄 三重 ⻑島地ビール ピルスナー ケグ 42.ジャーマンスタイル・ピルスナー 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 ピルス ケグ 42.ジャーマンスタイル・ピルスナー 銀
KOBO Brewery合同会社 KOBO Brewery醸造所 コティネック・ジリ 富山 KOBO Brewery プレミアントピルスナー ケグ 43.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銀
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール ピルスナー ケグ 43.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銀
株式会社A-WORLD OIRASE Brewery 鈴⽊ 洋 ⻘森 奥入瀬ビール 奥入瀬ビール ピルスナー ケグ 43.ボヘミアスタイル・ピルスナー 銀
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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 44.ミュンヒナースタイル・ヘレス 銀
株式会社イクスピアリ 株式会社イクスピアリ 園⽥智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ピルスナー ケグ 45-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
株式会社A-WORLD OIRASE Brewery 鈴⽊ 洋 ⻘森 奥入瀬ビール 奥入瀬ビール アンバーラガー ケグ 46.ウインナスタイル・ラガー 銀
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 TOYODA BEER TOYODA BEER ケグ 47-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 豊潤＜496＞ ケグ 47-A.ジャーマンスタイル・メルツェン 銅
⻑島観光開発株式会社 ⻑島ビール園 伊藤 哲雄 三重 ⻑島地ビール デュンケル ケグ 48-A.ミュンヒナースタイル・デュンケル 銅
KOBO Brewery合同会社 KOBO Brewery醸造所 コティネック・ジリ 富山 KOBO Brewery ダークラガー ケグ 48-B.ヨーロピアンスタイル・ダークラガー 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 月夜野クラフトビール ホタルの⾥の⿊ビール ケグ 49.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銀
株式会社イクスピアリ 株式会社イクスピアリ 園⽥智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン シュバルツ ケグ 49.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銀
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 揮八郎ビール 揮八郎ブラック ケグ 49.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銀
加和太建設株式会社 Mt.Fuji Brewing 會森隆介 静岡 Mt.Fuji Brewing ⿊檀富士 ケグ 49.ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア 銅
⻑島観光開発株式会社 ⻑島ビール園 伊藤 哲雄 三重 ⻑島地ビール ボック ケグ 50-A.トラディショナル・ジャーマンスタイル・ボック 銀
KOBO Brewery合同会社 KOBO Brewery醸造所 コティネック・ジリ 富山 KOBO Brewery 3Aラガー ケグ 55-A.アメリカンスタイル・アンバーラガー 銀
ホテルオークラ福岡 ホテルオークラ福岡 庄子孝平 福岡 博多ドラフト アルス ケグ 58.ケルンスタイル・ケルシュ 銀
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール アルト ケグ 59.デュッセルドルフスタイル・アルトビア 銀
ホテルオークラ福岡 ホテルオークラ福岡 庄子孝平 福岡 博多ドラフト シェーンアルト ケグ 59.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 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール ヴァイツェン ケグ 63.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 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン ⾦
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 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 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 月夜野クラフトビール ロマンの⾥のヴァイツェン ケグ 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅
⻑島観光開発株式会社 ⻑島ビール園 伊藤 哲雄 三重 ⻑島地ビール ヴァイツェン ケグ 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 銅
ホテルオークラ福岡 ホテルオークラ福岡 庄子孝平 福岡 博多ドラフト ヴァイツェン ケグ 63.南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン 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 Fujimi Light Weizen ケグ 64-B.ジャーマンスタイル・ライヒテス・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 シュヴァルツヴァイツェン ケグ 64-D.南ドイツスタイル・デュンケルヴァイツェン 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 BERGIAN WHITE ケグ 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銅
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY ⽊村 栄 埼玉 CARVAAN CARVAAN・ベルジャンホワイト ケグ 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銅
加和太建設株式会社 Mt.Fuji Brewing 會森隆介 静岡 Mt.Fuji Brewing 琥珀富士 ケグ 65.ベルジャンスタイル・ヴィットビール 銅
株式会社アライ 臥龍醸造 GARYU BREWING ⽥中 滉己 愛媛 臥龍ビール 臥龍セゾン ケグ 66.クラシック・セゾン 銅
株式会社ジャパネットウォーター 富士⻨酒醸造所 榊弘太、太⽥実花 山梨 Cleyera ~Sparkling Beer~ ケグ 67.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 CHROA VIVIANN ケグ 73-B.ベルジャンスタイル・トリペル ⾦
株式会社イクスピアリ 株式会社イクスピアリ 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 73-C.ベルジャンスタイル・クァドルペル 銅
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY ⽊村 栄 埼玉 CARVAAN CARVAAN・トリペル ケグ 73-E.ベルジャンスタイル・ストロング・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、高、⼾澤、佐藤 東京 NAMACHAんBewing とりあえずなまオーディナリービター ケグ 76-A.オーディナリービター 銀
株式会社 スペック Rise & Win Brewing Co. 引⽥ 佑介 川合 崇浩 徳島 KAMIKATZ KAMIKATZ PALE ALE ケグ 77-A.イングリッシュスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銅
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 ⻄成ライオットエール ケグ 77-A.イングリッシュスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銅
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 アンダンテ ESB ケグ 77-A.イングリッシュスタイル・エクストラ・スペシャルビター 銅
コトブキテクレックス株式会社 佐賀アームストロング醸造所 伊藤謙二 佐賀 ARMSTRONG BREWING Armstrong ペールエール ケグ 79.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 株式会社イクスピアリ 園⽥智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ペールエール ケグ 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銀
株式会社アライ 臥龍醸造 GARYU BREWING ⽥中 滉己 愛媛 臥龍ビール 臥龍ペールエール ケグ 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銀
本庄銀座ブルワリー 本庄銀座ブルワリー 中⽥翔 埼玉 本庄銀座ブルワリー English Pale Ale ケグ 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銀
山⾥菜有限会社 蔵王ブルワリー 蔵王ブルワリー 坂本陽介 山形 蔵王 MATSUNOMORI ALE ケグ 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 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 豪雪ペールエール ケグ 79.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール 銅
山⾥菜有限会社 蔵王ブルワリー 蔵王ブルワリー 坂本陽介 山形 蔵王 ZAO CLASSIC IPA ケグ 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール ⾦
コトブキテクレックス株式会社 佐賀アームストロング醸造所 伊藤謙二 佐賀 ARMSTRONG BREWING Armstrong IPA ケグ 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 Transporter Initial D ケグ 80.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール 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 ⼩⽥原エール ケグ 81.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 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 月夜野クラフトビール 水と緑のエール ケグ 81.イングリッシュスタイル・ブラウンエール 銀
浜地酒造株式会社 杉能舎 池⽥颯太 福岡 杉能舎ビール スタウト ケグ 83.ロブスト・ポーター 銀
株式会社⻨風堂 南横浜ビール研究所 荒井昭一 神奈川 南横浜ビール研究所 ポーター ケグ 83.ロブスト・ポーター 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 玄武ポーター ケグ 83.ロブスト・ポーター 銀
株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY ⽊村 栄 埼玉 CARVAAN メソポタミアン・インペリアルスタウト ケグ 86.ブリティッシュスタイル・インペリアル・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 91.エクスポート・スタウト 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 めでたしゴールデンエール ケグ 94.ゴールデンまたはブロンドエール 銅
KOBO Brewery合同会社 KOBO Brewery醸造所 コティネック・ジリ 富山 KOBO Brewery ペールエール ケグ 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銀
株式会社CRAFT BEER BASE CRAFT BEER BASE 阿部 淳哉 大阪 CRAFT BEER BASE CPA ケグ 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
月と太陽BREWING株式会社 月と太陽BREWING白石工場 佐々⽊啓大 北海道 月と太陽BREWING Pale Ale ケグ 95.アメリカンスタイル・ペールエール 銅
岩瀬まちづくり株式会社 KOBO Brew Pub醸造所 コティネック ジリ 富山 KOBO Brew Pub ドラゴンエール ケグ 95.アメリカンスタイル・ペールエール 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 Wandervogel Hazy IPA ケグ 96.ジューシーまたはヘイジー・ペールエール ⾦
株式会社 HUGE NUMBER NINE BREWERY ⻫藤 健吾 神奈川 NUMBER NINE BREWERY #9 Hazy ケグ 96.ジューシーまたはヘイジー・ペールエール 銀
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OUR BREWING OUR BREWING 中⻄⻯也 福井 OUR BREWING The 1st batch ver.DH ケグ 97.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銀
株式会社かぐら あおぞらブルワリー博多店屋町 渡邊雄介 福岡 TENYA TENYA IPA ケグ 97.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銀
株式会社 スペック Rise & Win Brewing Co. 引⽥ 佑介 川合 崇浩 徳島 KAMIKATZ KAMIKATZ IPA ケグ 97.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銀
株式会社 ワールドインテック 堺･緑のミュージアム ハーベストの丘 地ビール工房 根岸 圭太郎 大阪 堺収穫⻨酒 パワフルやさかい ストロングペールエール ケグ 97.アメリカンスタイル・ストロングペールエール 銅
株式会社 スペック Rise & Win Brewing Co. 引⽥ 佑介 川合 崇浩 徳島 KAMIKATZ Morning Summer ケグ 98.ジューシーまたはヘイジー・ストロング・ペールエール 銀
OUR BREWING OUR BREWING 中⻄⻯也 福井 OUR BREWING Journey ケグ 98.ジューシーまたはヘイジー・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 Juicy Hop ケグ 98.ジューシーまたはヘイジー・ストロング・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 ケグ 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社アライ 臥龍醸造 GARYU BREWING ⽥中 滉己 愛媛 臥龍ビール 臥龍IPA ケグ 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社⻨風堂 南横浜ビール研究所 荒井昭一 神奈川 南横浜ビール研究所 IPA ケグ 99.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール 銅
株式会社トルクスト BREWBEAST Brewery 高橋 亮 岩手 BREWBEAST IMPACT ケグ 100.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール ⾦
株式会社トルクスト BREWBEAST Brewery 高橋 亮 岩手 BREWBEAST circular saw ケグ 100.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銀
株式会社アライ 臥龍醸造 GARYU BREWING ⽥中 滉己 愛媛 臥龍ビール 臥龍ニューイングランドIPA ケグ 100.ジューシーまたはヘイジー・インディア・ペールエール 銅
ラフ・インターナショナル有限会社 家守酒造 白樹勇気 京都 家守酒造 伏⾒の⾚⻤ ケグ 101.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 沖吉 拳治 大阪 DANK DANK REVOLUTION ケグ 101.エマージング・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 DAIKANYAMA IPA ケグ 101.エマージング・インディア・ペールエール 銅
株式会社riot beer riot beer ⼩澤奈菜 東京 riot beer Madness ケグ 102.インペリアル・インディア・ペールエール 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 CHROA UMBRELLA ケグ 104.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 株式会社イクスピアリ 園⽥智子 千葉 ハーヴェスト・ムーン ブラウンエール ケグ 106.アメリカンスタイル・ブラウンエール 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 Afterdark ケグ 110.フリースタイル・ダークラガー 銀
株式会社 HUGE NUMBER NINE BREWERY ⻫藤 健吾 神奈川 NUMBER NINE BREWERY Hammer Head Ale ケグ 111.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 Kyoto2021 ケグ 111.フリースタイル・ライトエール 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 月夜野クラフトビール Princess March RONA ケグ 111.フリースタイル・ライトエール 銀
株式会社シクロ Derailleur Brew Works 沖吉 拳治 大阪 RUNNING TO HORIZON TILL MY DAWN ケグ 111.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 シルクエール＜白＞ ケグ 111.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 グラン・クリュ 〜京都・ゴールデンエールスタイル〜 ケグ 115.フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール ⾦
株式会社横浜ビール 株式会社横浜ビール醸造所 加藤和樹 井⽥章一 神奈川 横浜ビール マシュマロフリーク ケグ 116.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール ⾦


