
「ジャパン・グレートビア・アワーズ2019」入賞一覧（速報版）
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

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 CHATAN　BEER ブセナ　ゴールド

1-A.酵⺟なしライトアメリカン・ウィートビール

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

ボトル・缶

みちのく福島路ビール 桃のラガー

3.フルーツビール

⾦

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 柚子ララ

4.フルーツ・ウィートビール

⾦

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 林檎ララ

4.フルーツ・ウィートビール

銀

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

瀬⼾内みかんエイル

5.ベルジャンスタイル・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 CHATAN　BEER ゴールデン　ウィート

5.ベルジャンスタイル・フルーツビール

銅

合同会社高知カンパーニュブルワリー 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 こめホワイトエール

9.ハーブおよびスパイスビール

銀

トウショ酒販株式会社

⽇向⻨酒 宮川文子

東京

ボトル・缶 Hyuga brewery

Angie

9.ハーブおよびスパイスビール

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 LUCKY CAT

9.ハーブおよびスパイスビール

銅

株式会社ダイヤモンドブルーイング Diamond Brewing inc. 鍛島 勇作 熊本 ボトル・缶 Diamond Brewing Cacao Stout KUMA

10.チョコレートビール

銀

きょなん株式会社 鋸南⻨酒 岡村拓寛 千葉 ボトル・缶 鋸南ビール トーキョーベイポーター

12.コーヒースタウトまたはコーヒーポーター

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 抹茶⻨味

19-A.エクスペリメンタル・ビール

⾦

盛⽥⾦しゃちビール株式会社 盛⽥⾦しゃちビール 山口　司/杉山　元志 愛知 ボトル・缶 ⾦しゃちビール ⾦しゃちビール　名古屋⾚味噌ラガー

19-A.エクスペリメンタル・ビール

⾦

合同会社高知カンパーニュブルワリー 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 和醸エール

19-B.吟醸ビールまたは酒イーストビール

⾦

株式会社信州東御市振興公社 株式会社信州東御市振興公社 山越　卓 ⻑野

ボトル・缶

OH!LA!HO BEER キュベ・デューク

28.木片および木樽熟成ストロングビール

⾦

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール 有賀　祐弥子 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

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

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

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 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

所沢ビール株式会社 所沢ビール株式会社 緒方　聡 埼玉 ボトル・缶 所沢ビール ファラオ

34-E.スモークポーター

銀

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール 有賀　祐弥子 静岡 ボトル・缶 DHCビール DHC　ラガービール

37.その他のインターナショナルスタイル・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 エクストリームピルスナー

37.その他のインターナショナルスタイル・ラガー

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

ボトル・缶

月夜野クラフトビール 夕陽の月夜野ピルスナー

39.ジャーマンスタイル・ピルスナー

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 ボトル・缶 那須高原ビール 雪中熟成深山ピルスナー

39.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

ボトル・缶 富⼠桜⾼原⻨酒

ピルス

39.ジャーマンスタイル・ピルスナー

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

ボトル・缶

みちのく福島路ビール ピルスナー

39.ジャーマンスタイル・ピルスナー

銅

宮崎ひでじビール株式会社 宮崎ひでじビール 宮崎

ボトル・缶

宮崎ひでじビール 九州クラフト　九州ラガー

39.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 山口　司/杉山　元志 愛知 ボトル・缶 ⾦しゃちビール ⾦しゃちビール　⻘ラベル　ピルスナータイプ

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 ボトル・缶 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

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

銅

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 吉島徹 神奈川 ボトル・缶 箱根ビール 箱根ピルス

41.ミュンヒナースタイル・ヘレス

銀

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 ボトル・缶 奥入瀬ビール 奥入瀬ビール　アンバーラガー

44.ジャーマンスタイル・メルツェン

銅

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール 有賀　祐弥子 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

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

ボトル・缶 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

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

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 ボトル・缶 ⾶騨⾼⼭⻨酒 レッドボック

47-A.トラディショナル・ジャーマンスタイル・ボック

銅

ブリューインバー　銀座醸造所 ブリューインバー　銀座醸造所 榊弘太 東京 ボトル・缶 エクストラドライ・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

銀

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

ケルシュ

52.ケルンスタイル・ケルシュ

⾦

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　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

銀

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

十字峡

52.ケルンスタイル・ケルシュ

銅

株式会社　南都 南都酒造所 糸数幸紀/津波古貢 沖縄 ボトル・缶 OKINAWA SANGO BEER ケルシュ

52.ケルンスタイル・ケルシュ

銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　宮澤善裕 ⻑野

ボトル・缶

信州浪漫ビール りんどう

53.デュッセルドルフスタイル・アルトビア

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 飛騨ビール・アルト

53.デュッセルドルフスタイル・アルトビア

銅

株式会社　南都 南都酒造所 糸数幸紀/津波古貢 沖縄 ボトル・缶 OKINAWA SANGO BEER アルト

53.デュッセルドルフスタイル・アルトビア

銅

島根ビール株式会社 松江地ビールビアへるん醸造元 ⾕　勲・友⽥太郎 島根 ボトル・缶 松江地ビールビアへるん 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

⾦

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 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

⾦

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 ボトル・缶 ⾶騨⾼⼭⻨酒 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

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

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール 有賀　祐弥子 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

⾦

株式会社Y.craft Y.craft ⽮野　利治 埼玉

ボトル・缶

SHIKI BEER DOUBLE WHITE

59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール

銅

有限会社　⼆軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋⻨酒　下野⼯場 出口　善一 三重 ボトル・缶 伊勢角屋⻨酒 ヒメホワイト

59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール

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

株式会社Y.craft Y.craft ⽮野　利治 埼玉

ボトル・缶

SHIKI BEER SAISON

60.クラシック・セゾン

銀

株式会社　松本ブルワリー 株式会社　松本ブルワリー 勝⼭　拓海 ⻑野 ボトル・缶 MATSUMOTO Traditional Bitter MATSUMOTO Traditional Bitter

73-B.スペシャルビターまたはベストビター

銅

株式会社　DHCビール 株式会社　DHCビール 有賀　祐弥子 静岡 ボトル・缶 DHCビール DHC Premium RICH ALE

75-A.アメリカンスタイル・エクストラ・スペシャルビター

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 ボトル・缶 那須高原ビール スコティッシュエール

77-C.スコティッシュスタイル・エクスポートエール

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

ボトル・缶 月夜野クラフトビール

水と緑のエール

78.イングリッシュスタイル・ブラウンエール

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

ポーター

80.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柏⻨酒 下⼭⼀宇、丹⽻岳悠 千葉

ボトル・缶

柏⻨酒 手賀沼ポーター

80.ロブスト・ポーター

銅

株式会社ヤッホーブルーイング

YO-HO BREWING 醸造チーム

⻑野

ボトル・缶

軽井沢ビール クラフトザウルス ヴィンテージエール

86-B.ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール

⾦

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　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

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 ボトル・缶 那須高原ビール 那須ロイヤルスタウト

89.エクスポート・スタウト

銀

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 吉島徹 神奈川 ボトル・缶 箱根ビール 風祭スタウト

89.エクスポート・スタウト

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 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

⾦

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　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

銀

株式会社信州東御市振興公社 株式会社信州東御市振興公社 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

銀

有限会社　⼆軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋⻨酒　下野⼯場 出口　善一 三重 ボトル・缶 伊勢角屋⻨酒 ペールエール　Type-1

91.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

YO-HO BREWING 醸造チーム

⻑野

ボトル・缶

軽井沢ビール クラフトザウルス ペールエール

91.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 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

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 CHATAN　BEER IPA

92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール

⾦

株式会社信州東御市振興公社

株式会社信州東御市振興公社 山越　卓

⻑野

ボトル・缶 OH!LA!HO BEER

ビエール・ド・雷電　極め仕込み　プランナイン・フロム・メソッドセブン

92.アメリカンスタイル・ストロングペールエール

銀

株式会社ヤッホーブルーイング

YO-HO BREWING 醸造チーム

⻑野

ボトル・缶

インドの⻘⻤

93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール

⾦

有限会社　⼆軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋⻨酒　下野⼯場 出口　善一 三重 ボトル・缶 伊勢角屋⻨酒 Pirate King IPA

93.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

仙酔ドラフトIPA

93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール

銅

株式会社信州東御市振興公社 株式会社信州東御市振興公社 山越　卓 ⻑野

ボトル・缶

OH!LA!HO BEER 雷電　カンヌキ（閂）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

銅

有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー柏⻨酒 下⼭⼀宇、丹⽻岳悠 千葉

ボトル・缶

柏⻨酒 柏はじめＩＰＡ

96.ダブル・レッドエール

⾦

有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー柏⻨酒 下⼭⼀宇、丹⽻岳悠 千葉

ボトル・缶

柏⻨酒 MasakadoHomura 將門火群

97.インペリアル・レッドエール

銅

有限会社こまいぬ こまいぬブルワリー柏⻨酒 下⼭⼀宇、丹⽻岳悠 千葉

ボトル・缶

柏⻨酒 Masakado 將門

99.アメリカンスタイル・ブラックエール

銀

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

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

ボトル・缶 月夜野クラフトビール

ファーストキッス

104.フリースタイル・ライトエール

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

カステロ福山ロゼ

104.フリースタイル・ライトエール

銀

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

銀

合同会社高知カンパーニュブルワリー 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 こめホワイトエール

104.フリースタイル・ライトエール

銀

シンキチ醸造所 シンキチ醸造所

堀澤宏之

群馬

ボトル・缶 シンキチ醸造所

柚子のばかたれ

104.フリースタイル・ライトエール

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 BAY ALE

104.フリースタイル・ライトエール

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 ゴールデンエール

104.フリースタイル・ライトエール

銅

ブリューインバー　銀座醸造所 ブリューインバー　銀座醸造所 榊弘太 東京 ボトル・缶 ハードクラム・スタウト

105.フリースタイル・ダークエール

銀

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 下呂⻨酒

105.フリースタイル・ダークエール

銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　宮澤善裕 ⻑野 ケグ 信州浪漫ビール ウィートビール

1-A.酵⺟なしライトアメリカン・ウィートビール

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 ケグ CHROA TABOO GUILTY WHITE

2-A.酵⺟⼊りライトアメリカン・ウィートビール

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 瀬⾕の⼩⻨ビール

2-A.酵⺟⼊りライトアメリカン・ウィートビール

銀

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 吉島徹 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

Derailleur Brew Works. Derailleur Brew Works. 大阪 ケグ SUPERMARKET TAMADE FANTASIA

3.フルーツビール

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 柚子ヴァイツェン

4.フルーツ・ウィートビール

銅

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 ケグ ウッドミルブルワリー・京都 はっさくホワイト

5.ベルジャンスタイル・フルーツビール

銀

Derailleur Brew Works. Derailleur Brew Works. 大阪 ケグ SUPERMARKET TAMADE FANTASIA

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

⾦

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 ジャパニーズジンジャービア

7.フィールドビール

銀

合同会社高知カンパーニュブルワリー 高知カンパーニュブルワリー 瀬⼾⼝信弥 高知 ケグ TOSACO こめホワイトエール

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

Kyoto Beer Lab Kyoto Beer Lab Thomas Ainsworth 京都 ケグ Kyoto Beer Lab バリバリポーター Bari Bali Coconut Porter

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

一乗寺ビール

一乗寺コーヒースタウト

12.コーヒースタウトまたはコーヒーポーター

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 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

⾦

Derailleur Brew Works. Derailleur Brew Works. 大阪 ケグ NIGHT RIDER ROUTE26

17.セッション・インディア・ペールエール

⾦



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

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 ケグ 郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ こぼこぼ「セッションIPA」

17.セッション・インディア・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 ケグ ウッドミルブルワリー・京都 和らぎIPA

17.セッション・インディア・ペールエール

銅

⻑浜浪漫ビール株式会社 ⻑浜浪漫ビール 奥村　太 滋賀 ケグ ⻑浜浪漫ビール ⻑浜エール

18-A.その他のストロングビール

銀

呉ビール株式会社 呉ビール株式会社 増田裕幸 広島 ケグ 海軍さんの⻨酒 呉吟醸ビール

19-B.吟醸ビールまたは酒イーストビール

銀

Kyoto Beer Lab Kyoto Beer Lab Thomas Ainsworth 京都 ケグ Kyoto Beer Lab 不意打ちサワー Suckerpunch

24-A.アメリカンスタイル・サワーエール

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 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

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 ラオホボック2017

34-D.バンベルクスタイル・ボック・ラオホビール

銀

和泉ブルワリー 和泉ブルワリー 和泉俊介 東京 ケグ 和泉ブルワリー B.C.S. Lager

36.インターナショナルスタイル・ピルスナー

銀

株式会社丹後王国 丹後王国「⾷のみやこ」 山口道生 京都 ケグ 京都丹後クラフトビール マイスター

36.インターナショナルスタイル・ピルスナー

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 ピルス

39.ジャーマンスタイル・ピルスナー

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 ピルスナー

40.ボヘミアスタイル・ピルスナー

⾦

株式会社丹後王国 丹後王国「⾷のみやこ」 山口道生 京都 ケグ 京都丹後クラフトビール ピルスナー

40.ボヘミアスタイル・ピルスナー

銀

⻑浜浪漫ビール株式会社 ⻑浜浪漫ビール 奥村　太 滋賀 ケグ ⻑浜浪漫ビール 淡海ピルスナー

40.ボヘミアスタイル・ピルスナー

銀

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 吉島徹 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

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 マイボック

47-B.ジャーマンスタイル・ヘラーボック／マイボック

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 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

ライナ株式会社 クラフトビールカンパニー 木水朋也 東京 ケグ VectorBrewing（べくたーぶるーいんぐ） ベクターペールエール

51-B.インターナショナルスタイル・ペールエール

⾦

株式会社アクシス ARMADILLO BREWERY 岡田大典 岡山 ケグ ARMADILLO BEER PALE ALE

51-B.インターナショナルスタイル・ペールエール

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 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

銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　宮澤善裕 ⻑野 ケグ 信州浪漫ビール ケルシュ

52.ケルンスタイル・ケルシュ

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 道志の湧水仕込

52.ケルンスタイル・ケルシュ

銅

呉ビール株式会社 呉ビール株式会社 増田裕幸 広島 ケグ 海軍さんの⻨酒 アルト

53.デュッセルドルフスタイル・アルトビア

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 アルト

53.デュッセルドルフスタイル・アルトビア

銀

Kyoto Beer Lab Kyoto Beer Lab Thomas Ainsworth 京都 ケグ Kyoto Beer Lab ワサビ塩ゴーゼ Wasabi Salt Gose

55-B.コンテンポラリー・ゴーゼ

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 HASSE　MITSUMUGI　WHEAT

56.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 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

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

株式会社丹後王国 丹後王国「⾷のみやこ」 山口道生 京都 ケグ 京都丹後クラフトビール 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

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

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

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

銀

有限会社　⼆軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋⻨酒　下野⼯場 出口　善一 三重 ケグ 伊勢角屋⻨酒 ヒメホワイト

59.ベルジャンスタイル・ヴィットビール

銀

和泉ブルワリー 和泉ブルワリー 和泉俊介 東京 ケグ 和泉ブルワリー 3A Farmhouse Ale

60.クラシック・セゾン

銀

Derailleur Brew Works. Derailleur Brew Works. 大阪 ケグ FATBOYZ SLIM LEAGUE

60.クラシック・セゾン

銅

Derailleur Brew Works. Derailleur Brew Works. 大阪 ケグ FATBOYZ SLIM LEAGUE

61.スペシャルティ・セゾン

⾦

Derailleur Brew Works. Derailleur Brew Works. 大阪 ケグ ハギノチャヤ　アウトレイジ

62-A.フレンチスタイル・ビエールドギャルド

銅

ライナ株式会社 クラフトビールカンパニー 木水朋也 東京 ケグ CouCouCoquette（ここ・こけっと） グラン・クリュ

67.ベルジャンスタイル・トリペル

⾦

株式会社FAR EAST CARVAAN BREWERY 木村 栄 埼玉 ケグ CARVAAN CARVAAN トリペル

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　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

⾦

株式会社タイソンズアンドカンパニー ティー・ワイ・ハーバーブルワリー 阿部　和永 東京 ケグ アンバーエール

71-B.イングリッシュスタイル・ダーク・マイルドエール

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 ケグ 郡上⼋幡⻨酒こぼこぼ こぼこぼ「ビターエール」

73-A.オーディナリービター

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 ケグ いわて蔵ビール ゴールデンエール

74.クラシック・イングリッシュスタイル・ペールエール

銀

株式会社ホンダ産業 プレストンエールブルワリー

プレストンブルワリー 武石翔平

栃木 ケグ

プレストンエール

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

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 ケグ ウッドミルブルワリー・京都 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

株式会社ホンダ産業 プレストンエールブルワリー

プレストンブルワリー 武石翔平

栃木 ケグ

プレストンエール

IPA

76.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 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

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 ケグ いわて蔵ビール インディアペールエール

76.イングリッシュスタイル・インディア・ペールエール

銅

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 吉島徹 神奈川 ケグ 箱根ビール 小田原エール

78.イングリッシュスタイル・ブラウンエール

⾦

株式会社ホンダ産業 プレストンエールブルワリー

プレストンブルワリー 武石翔平

栃木 ケグ

プレストンエール

ブラウンエール

78.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 白瀬　正人 福岡 ケグ スタウト スタウト

80.ロブスト・ポーター

⾦

株式会社アクシス ARMADILLO BREWERY 岡田大典 岡山 ケグ ARMADILLO BEER Porter

80.ロブスト・ポーター

銀

Kyoto Beer Lab Kyoto Beer Lab Thomas Ainsworth 京都 ケグ Kyoto Beer Lab ほうじ茶スタウト Roasted Tea Stout

81.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト

⾦

株式会社ユウ・アンド・アソシエイツ Y.Y.G. Brewery 遠藤与志郎 東京 ケグ Y.Y.G. Brewery 下⾼井⼾オートミールスタウト

82.オートミール・スタウト

銀

ブリューパブスタンダード株式会社 ブリューパブスタンダード株式会社 松尾弘寿 大阪 ケグ ブリューパブセンターポイント ウィーヘビー

83-A.トラディショナル・スコッチエール

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

⻑浜浪漫ビール株式会社 ⻑浜浪漫ビール 奥村　太 滋賀 ケグ ⻑浜浪漫ビール スコッチエール

83-B.ピーテッド・スコッチエール

銀

株式会社タイソンズアンドカンパニー ティー・ワイ・ハーバーブルワリー 阿部　和永 東京 ケグ インペリアルスタウト

84.ブリティッシュスタイル・インペリアル・スタウト

銀

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

銅

Derailleur Brew Works. Derailleur Brew Works. 大阪 ケグ けものみち IN THE WOODS

85-B.ストロングエール

銅

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 ケグ いわて蔵ビール レッドエール

87.アイリッシュスタイル・レッドエール

⾦

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　宮澤善裕 ⻑野 ケグ 信州浪漫ビール 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

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 ケグ いわて蔵ビール スタウト

89.エクスポート・スタウト

銀

株式会社ホンダ産業 プレストンエールブルワリー

プレストンブルワリー 武石翔平

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

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 吉島徹 神奈川 ケグ 箱根ビール 風祭スタウト

89.エクスポート・スタウト

銅

麗⼈酒造株式会社 麗⼈酒造株式会社 藤森和彰　宮澤善裕 ⻑野 ケグ 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

銀

所沢ビール株式会社 所沢ビール株式会社 緒方　聡 埼玉 ケグ 所沢ビール ビッチェズ・ブリュー

90.ゴールデンまたはブロンドエール

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 野毛ゴールデンエール

90.ゴールデンまたはブロンドエール

銅

有限会社　⼆軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋⻨酒　下野⼯場 出口　善一 三重 ケグ 伊勢角屋⻨酒 ペールエール　Type-1

91.アメリカンスタイル・ペールエール

⾦

有限会社　⼆軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋⻨酒　下野⼯場 出口　善一 三重 ケグ 伊勢角屋⻨酒 ペールエール　Type-2

91.アメリカンスタイル・ペールエール

⾦

株式会社タイソンズアンドカンパニー ティー・ワイ・ハーバーブルワリー 阿部　和永 東京 ケグ 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

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 Hoppy 1st Anniversary!  Pale Ale

91.アメリカンスタイル・ペールエール

銅

株式会社ユウ・アンド・アソシエイツ Y.Y.G. Brewery 遠藤与志郎 東京 ケグ Y.Y.G. Brewery 新宿ペールエール

91.アメリカンスタイル・ペールエール

銅

ライナ株式会社 クラフトビールカンパニー 木水朋也 東京 ケグ CouCouCoquette（ここ・こけっと） グラマラスIPA

93.アメリカンスタイル・インディア・ペールエール

銀

有限会社　⼆軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋⻨酒　下野⼯場 出口　善一 三重 ケグ 伊勢角屋⻨酒 Pirate King 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 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

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 シャスヤバ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

銀

株式会社ユウ・アンド・アソシエイツ Y.Y.G. Brewery 遠藤与志郎 東京 ケグ Y.Y.G. Brewery 渋谷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KICHIRI Anchor Point Brewery 清水隼 東京 ケグ Anchor Point Beer インペリアルIPA

94.インペリアル・インディア・ペールエール

⾦

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 TABOO RED

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

一乗寺ビール

一乗寺K80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

株式会社ユウ・アンド・アソシエイツ Y.Y.G. Brewery 遠藤与志郎 東京 ケグ Y.Y.G. Brewery 代々木アンバーエール

95.アメリカンスタイル・アンバー／レッドエール

銅

BREWPUB TÊTARD VALLÉE BREWPUB TÊTARD VALLÉE 松尾 弘寿 大阪 ケグ ブラウンエール

98.アメリカンスタイル・ブラウンエール

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 横浜ラガー

102.フリースタイル・ライトラガー

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 インペリアルピルスナー

102.フリースタイル・ライトラガー

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

⾦

ライナ株式会社 クラフトビールカンパニー 木水朋也 東京 ケグ VectorBrewing（べくたーぶるーいんぐ） ねこぱんち

104.フリースタイル・ライトエール

⾦

株式会社わらび座 田沢湖ビール ⼩松勝久　佐々⽊純⼀　⻄宮由有 秋田 ケグ 田沢湖ビール ドラゴンハーブヴァイス

104.フリースタイル・ライトエール

銀

株式会社⼩⽥原鈴廣 箱根ビール醸造所 吉島徹 神奈川 ケグ 箱根ビール トマトのしらべ

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 ドラゴンモザイク

104.フリースタイル・ライトエール

銅

株式会社ユウ・アンド・アソシエイツ Y.Y.G. Brewery 遠藤与志郎 東京 ケグ Y.Y.G. Brewery Easy Sleigh Rider

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

銅

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

⾦


