
賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

熟成酒

Gold 最優秀熟成酒 合資会社 加藤吉平商店 梵・天使のめざめ 福井県 www.born.co.jp

Silver 平和酒造株式会社 紀土　純米酒　あがらの田で育てた山田錦　低精米八十 和歌山県 www.heiwashuzou.co.jp

Bronze 株式会社 高橋商店 繁桝　熟成大吟醸　枯淡 福岡県 www.shigemasu.co.jp

http://www.born.co.jp/


賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

大吟醸・吟醸酒

Gold 最優秀大吟醸・吟醸 平和酒造株式会社 紀土　大吟醸 和歌山県 www.heiwashuzou.co.jp

Gold 株式会社南部美人 南部美人　大吟醸 岩手県 www.nanbubijin.co.jp

Gold 越後桜酒造株式会社 越後桜　38　大吟醸 新潟県 https://www.echigozakura.co.jp

Silver 櫻正宗株式会社 櫻喜蔵 櫻正宗　金稀大吟醸原酒 兵庫県 www.sakuramasamune.co.jp

Silver 株式会社浜千鳥 浜千鳥　大吟醸 岩手県 www.hamachidori.net

Silver 越後桜酒造株式会社 大吟醸 越後桜 新潟県 https://www.echigozakura.co.jp

Silver 株式会社　北鹿 北秋田　大吟醸　S-Class 秋田県

Bronze 末廣酒造株式会社 大吟醸　玄宰 福島県 www.sake-suehiro.jp

Bronze 出羽桜酒造株式会社 出羽桜　大吟醸酒 山形県 www.dewazakura.co.jp

Bronze 株式会社　矢澤酒造店 月と虹 福島県 www.yazawashuzo.co.jp 

Bronze 櫻正宗株式会社 櫻喜蔵 櫻正宗　櫻華一輪　大吟醸 兵庫県 www.sakuramasamune.co.jp

Bronze 小豆島酒造 小豆島の輝　大吟醸 香川県

Bronze 宮下酒造株式会社 大吟醸 極聖 岡山県 www.msb.co.jp

Bronze 天寿酒造株式会社 大吟醸　天寿 秋田県 www.tenju.co.jp

Bronze 千代むすび酒造株式会社 千代むすび　大吟醸　袋取りしずく酒 鳥取県 www.chiyomusubi.co.jp

Bronze 花春酒造株式会社 花春　山田錦　大吟醸 福島県 www.hanaharu.co.jp

Bronze 笹の川酒蔵株式会社 笹の川　瞬香秀凍　大吟醸生酒 福島県 sasanokawa.co.jp

Bronze 株式会社　高橋商店 大吟醸　箱入娘 福岡県 http://www.shigemasu.co.jp

Bronze 株式会社南部美人 南部美人　吟醸 岩手県 www.nanbubijin.co.jp

Bronze 越後桜酒造株式会社 越後桜 première 大吟醸 新潟県 https://www.echigozakura.co.jp

Bronze 株式会社京姫酒造 山田錦 大吟醸 匠 京都府 www.kyohime.co.jp

Bronze 株式会社小山本家酒造　灘浜福鶴蔵 浜福鶴 備前雄町 大吟醸 兵庫県 www.hamafukutsuru.co.jp

Bronze 株式会社小山本家酒造　灘浜福鶴蔵 大吟醸 六甲の雫 兵庫県 www.hamafukutsuru.co.jp

Bronze 株式会社　北鹿 北秋田　大吟醸 秋田県

Bronze 株式会社小山本家酒造 小山本家　おいしい大吟醸 埼玉県 https://www.koyamahonke.co.jp/

Bronze 香坂酒造株式会社 吟醸　昂 山形県

Bronze 石川酒造株式会社 多満自慢　大吟醸 東京都 www.tamajiman.co.jp

http://www.heiwashuzou.co.jp/
http://www.nanbubijin.co.jp/


賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

純米酒

Gold 最優秀純米酒 宮泉銘醸株式会社 會津宮泉　純米酒 福島県 www.miyaizumi.co.jp

Gold 宝山酒造株式会社 TAKARAYAMA 米袋ラベル　新之助 新潟県 https://takarayama-sake.co.jp/

Gold 株式会社新澤醸造店 伯楽星　特別純米 宮城県

Gold 株式会社　高橋商店 繁桝　雄町特別純米酒 福岡県 http://www.shigemasu.co.jp

Gold 平和酒造株式会社 紀土　純米酒 和歌山県 www.heiwashuzou.co.jp

Silver 加藤嘉八郎酒造株式会社 大山　特別純米酒　十水 山形県 http://katokahachiro.web.fc2.com/

Silver 宝山酒造株式会社 TAKARAYAMA 米袋ラベル　コシヒカリ 新潟県 https://takarayama-sake.co.jp/

Silver 城陽酒造株式会社 城陽　特別純米酒60 京都府

Silver 天寿酒造株式会社 米から育てた純米酒　天寿 秋田県 www.tenju.co.jp

Silver 天寿酒造株式会社 生酛仕込純米酒　鳥海山 秋田県 www.tenju.co.jp

Silver 株式会社新澤醸造店 あたごのまつ　特別純米 宮城県

Silver 株式会社南部美人 南部美人　特別純米 岩手県 www.nanbubijin.co.jp

Bronze 王紋酒造株式会社 王紋 純米旨口 エンブレム 新潟県 https://www.aumont.jp/

Bronze 香住鶴株式会社 生酛 純米 香住鶴 兵庫県 www.fukuchiya.co.jp

Bronze 合資会社内ケ崎酒造店 鳳陽　特別純米酒　源氏 宮城県 www.uchigasaki.com

Bronze 宮下酒造株式会社 極聖 特別純米 山田錦 岡山県 www.msb.co.jp

Bronze 天寿酒造株式会社 純米酒　天寿 秋田県 www.tenju.co.jp



賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

純米大吟醸酒

Gold 最優秀純米大吟醸酒 株式会社はつもみぢ 原田　純米大吟醸 山口県 www.hatsumomidi.co.jp

Gold 桃川株式会社 おいらせ流大吟醸純米 青森県 www.momokawa.co.jp

Gold 合資会社 加藤吉平商店 梵・さかほまれ　純米大吟醸　磨き三割五分 福井県 www.born.co.jp

Gold 天鷹酒造株式会社 有機純米大吟醸　天鷹　槽搾り　原酒 栃木県 www.tentaka.co.jp

Gold 合資会社内ケ崎酒造店 純米大吟醸　鳳陽 宮城県 www.uchigasaki.com

Gold 宮下酒造株式会社 極聖 純米大吟醸 高島雄町 岡山県 www.msb.co.jp

Silver 末廣酒造株式会社 純米大吟醸ゆめのかおり 福島県 www.sake-suehiro.jp

Silver 酒井酒造株式会社 五橋　純米大吟醸　木桶生もと造り 山口県 www.gokyo-sake.co.jp

Silver 合資会社 加藤吉平商店 梵・特撰純米大吟醸 福井県 www.born.co.jp

Silver 櫻正宗株式会社 櫻喜蔵 櫻正宗　金稀純米大吟醸四〇 兵庫県 www.sakuramasamune.co.jp

Silver 宮下酒造株式会社 極聖 雄町米 純米大吟醸 岡山県 www.msb.co.jp

Silver 城陽酒造株式会社 城陽　純米大吟醸40(山田錦) 京都府

Silver 齊藤酒造株式会社 英勲 純米大吟醸 井筒屋伊兵衛 京都府 www.eikun.com

Silver 天寿酒造株式会社 純米大吟醸　天寿 秋田県 www.tenju.co.jp

Silver 天寿酒造株式会社 純米大吟醸　鳥海山 秋田県 www.tenju.co.jp

Silver 石本酒造株式会社 越乃寒梅　純米大吟醸　無垢 新潟県 www.koshinokanbai.co.jp

Silver 株式会社佐浦 山廃純米大吟醸 浦霞 ひらの 宮城県 www.urakasumi.com

Silver 株式会社佐浦 山田錦純米大吟醸 M 宮城県 www.urakasumi.com

Silver 河津酒造株式会社 純米大吟醸　花雪 熊本県 www.kawazu-syuzou.com

Silver 株式会社浜千鳥 浜千鳥　純米大吟醸　結の香 岩手県 www.hamachidori.net

Silver 株式会社浜千鳥 浜千鳥　純米大吟醸　吟ぎんが 岩手県 www.hamachidori.net

Silver 宮泉銘醸株式会社 會津宮泉　純米大吟醸　鑑評会出品酒 福島県 www.miyaizumi.co.jp

Silver 株式会社　高橋商店 繁桝　純米大吟醸40 福岡県 http://www.shigemasu.co.jp

Silver 合名会社 鈴木酒造店 純米大吟醸　百田 秋田県 www.hideyoshi.co.jp

Silver 合名会社 鈴木酒造店 純米大吟醸　一穂積 秋田県 www.hideyoshi.co.jp

Silver 株式会社南部美人 南部美人　純米大吟醸 岩手県 www.nanbubijin.co.jp

Silver 雪椿酒造株式会社 月の玉響 新潟県



賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

Silver 雪椿酒造株式会社 越乃雪椿 Grand-Cuvée LimitedEdition 純米大吟醸原酒 新潟県

Silver 株式会社小山本家酒造　灘浜福鶴蔵 空蔵 愛山 純米大吟醸 兵庫県 www.hamafukutsuru.co.jp

Silver 株式会社　北鹿 北秋田　純米大吟醸 秋田県

Silver 株式会社小山本家酒造 東京盛　純米大吟醸 埼玉県 https://www.koyamahonke.co.jp/

Silver 越後桜酒造株式会社 純米大吟醸 越後桜 新潟県 https://www.echigozakura.co.jp

Silver 石川酒造株式会社 多満自慢　純米大吟醸 東京都 www.tamajiman.co.jp

Silver 千駒酒造株式会社 千駒　純米大吟醸 福島県 http://www.senkoma-shuzou.co.jp/

Bronze 合資会社 加藤吉平商店 梵・ゴールド 福井県 www.born.co.jp

Bronze 齊藤酒造株式会社 英勲 純米大吟醸 一吟 京都府 www.eikun.com

Bronze 河津酒造株式会社 純米大吟醸　七歩蛇 熊本県 www.kawazu-syuzou.com

Bronze 花春酒造株式会社 結芽の奏　純米大吟醸　フルーティー 福島県 www.hanaharu.co.jp

Bronze 株式会社新澤醸造店 伯楽星　純米大吟醸 宮城県

Bronze 株式会社新澤醸造店 伯楽星　純米大吟醸　ひかり 宮城県

Bronze 平和酒造株式会社 本　紀土　純米大吟醸 和歌山県 www.heiwashuzou.co.jp



賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

純米吟醸酒

Gold 最優秀純米吟醸酒 宮泉銘醸株式会社 會津宮泉　純米吟醸 福島県 www.miyaizumi.co.jp

Gold 株式会社新澤醸造店 伯楽星　純米吟醸 宮城県

Gold 株式会社新澤醸造店 あたごのまつ　純米吟醸　ささら 宮城県

Gold 平和酒造株式会社 紀土　無量山　純米吟醸 和歌山県 www.heiwashuzou.co.jp

Gold 雪椿酒造株式会社 越乃雪椿 純米吟醸 雪椿酵母仕込 新潟県

Silver 香住鶴株式会社 生酛 吟醸純米 香住鶴 兵庫県 www.fukuchiya.co.jp

Silver 宮下酒造株式会社 極聖 純米吟醸 高島雄町 岡山県 www.msb.co.jp

Silver 株式会社浜千鳥 浜千鳥　純米吟醸　吟ぎんが仕込み 岩手県 www.hamachidori.net

Silver 株式会社新澤醸造店 伯楽星　純米吟醸　雄町 宮城県

Silver 笹の川酒蔵株式会社 笹の川　瞬香秀凍　純米吟醸　生 福島県 sasanokawa.co.jp

Silver 株式会社　高橋商店 繁桝　純米吟醸　酒是日本魂 福岡県 http://www.shigemasu.co.jp

Silver 合名会社 鈴木酒造店 秀よし　純米吟醸酒　松声 秋田県 www.hideyoshi.co.jp

Silver 株式会社南部美人 南部美人　純米吟醸 岩手県 www.nanbubijin.co.jp

Silver 尾﨑酒造株式会社 純米吟醸　太平洋 和歌山県 ozakisyuzou.jp

Bronze 桃川株式会社 おいらせ流純米吟醸 青森県 www.momokawa.co.jp

Bronze 戸塚酒造株式会社 寒竹　純米吟醸　愛山使用 長野県 https://kanchiku.com

Bronze 雪椿酒造株式会社 越乃雪椿 純米吟醸「花」 新潟県

Bronze 株式会社小山本家酒造 東京盛　純米吟醸 埼玉県 https://www.koyamahonke.co.jp/



賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

プレミアム酒

Gold 最優秀プレミアム酒 株式会社新澤醸造店 NIIZAWA KIZASHI  宮城県

Gold 城陽酒造株式会社 城陽　美感遊創 京都府

Gold 株式会社新澤醸造店 残響 宮城県

Gold 平和酒造株式会社 紀土　無量山　純米大吟醸　精米歩合20 和歌山県 www.heiwashuzou.co.jp

Silver 花春酒造株式会社 花春純米大吟醸　山田錦　磨き40 福島県 www.hanaharu.co.jp

Silver 株式会社新澤醸造店 零響-Absolute0- 宮城県

Bronze 合資会社 加藤吉平商店 梵・夢は正夢 福井県 www.born.co.jp

Bronze 株式会社新澤醸造店 NIIZAWA 宮城県

Bronze 株式会社 高橋商店 繁桝　純米大吟醸10 福岡県 www.shigemasu.co.jp



賞 トロフィー賞 酒蔵名 品名 生産県 ウェブサイト

発泡酒

Gold 最優秀発泡酒 永井酒造株式会社 MIZUBASHO PURE 群馬県 www.mizubasho.co.jp

Gold 平和酒造株式会社 紀土　純米大吟醸　Sparkling 和歌山県 www.heiwashuzou.co.jp

Silver 出羽桜酒造株式会社 出羽桜　AWA SAKE 山形県 www.dewazakura.co.jp

Silver 株式会社新澤醸造店 Gekko 宮城県

Silver 国稀酒造株式会社 トワイライトスター純米吟醸 北海道 http://www.kunimare.co.jp

Bronze 永井酒造株式会社 THE MIZUBASHO PURE09 群馬県 www.mizubasho.co.jp

Bronze 豊酒造株式会社 華燭 Sparkling Methode rurale 福井県

Bronze 株式会社新澤醸造店 愛宕の松　スパークリング 宮城県

Bronze 国稀酒造株式会社 トワイライトスター純米 北海道 http://www.kunimare.co.jp


