
ケグ部門 ビアスタイル 結果 ブランド名 ビール名 製造会社 製造責任者
4-Ａ．アメリカン・酵母入りウィートビール 銅 奥州仙台伊達政宗麦酒 ヴァイツェン 長沼環境開発(株) 佐藤倫教
7．フルーツビール 銀 Sanktgallen パイナップルエール サンクトガーレン(有)(有) 岩本伸久・野田将人

金 大阪國乃長ビール シンナムブラック 寿酒造(株) 富田祐介
銀 石狩番屋の麦酒 石狩徳光コーヒーラガー (株)日本地麦酒工房 大杉康晴
銅 城山ブルワリー ハーブエール 城山ブルワリー 倉掛智之
銀 城山ブルワリー スタウト 城山ブルワリー 倉掛智之
銅 Harvestmoon メープルワイン (株)イクスピアリ 櫻井正時・園田智子

12．エクスペリメンタル・ビール 金 那須高原ビール ナインテイルドフォックス’07 那須高原ビール(株) 野田良平
13-Ａ．バンベルク・ラオホビール 銀 富士桜高原麦酒 ラオホ 富士観光開発(株) 宮下天通・古屋和彦

金 牛久シャトービール ピルスナー 合同酒精(株) 牛久ブルワリー 高野貫治・角井智行・平出由貴子
銀 八戸シャトービール ピルスナー 合同酒精(株) 八戸ブルワリー 石橋義章・太田光悦・木村智史
銅 海軍さんの麦酒 ピルスナー 呉ビール(株)
金 富士桜高原麦酒 ピルス 富士観光開発(株) 宮下天通、古屋和彦
銀 奥能登ビール日本海倶楽部 ピルスナー Heart&Beer日本海倶楽部 YUJI KOTYNEK

17．ミュンヒナー・ヘレス 金 牛久シャトービール ヘレス 合同酒精(株) 牛久ブルワリー 高野貫治・角井智行・平出由貴子
金 プレミアムビール鬼伝説 青鬼ピルスナー (株)わかさいも本舗 柴田泰彦・山本昭教
銀 石狩番屋の麦酒 ゴールドラガー (株)日本地麦酒工房 大杉康晴
銅 箱根ビール 箱根ピルス (株)小田原鈴廣 廣田覚

19．ドルトムンダー 銀 牛久シャトービール ブラウマイスターオリジナル 合同酒精(株) 牛久ブルワリー 高野貫治・角井智行・平出由貴子
金 湘南ビール 湘南リーベ 熊澤酒造(株) 筒井貴史
銀 明石麦酒 明石黒ビール・悠久の刻 明石ブルワリー(株) 中西彩・橋本聡
銅 Harvestmoon シュバルツ (株)イクスピアリ 櫻井正時・園田智子

26-Ａ．ストロング・ドッペルボック 金 あくらビール ショコラデンビア2008 (株)あくら 長谷川信
34．ベルジャン・ホワイト 金 城山ブルワリー ベルギーホワイト 城山ブルワリー 倉掛智之
35-Ｃ．ベルジャン・フルーツランビック 銅 鳥の海ビール スパ－クリングフルーツ いちご＆はちみつ(株)宮城マイクロブルワリー 菊池将生
37．ベルジャン・ペールエール 銅 みちのく福島路ビール Red Ale (有)福島路ビール 吉田真二

銀 杉能舎 杉能舎 アンバーエール 濱地酒造(株) 笠正文
銅 いわて蔵ビール ペールエール 世嬉の一酒造(株) 佐藤航
金 横浜ビール IPA 横浜ビール(株) 鈴木真也
銀 いわて蔵ビール インディア・ペールエール 世嬉の一酒造(株) 佐藤航

52．イングリッシュ・ブラウンエール 銀 明石麦酒 明石浪漫ビール 明石ブルワリー(株) 中西彩・橋本聡
56．他のストロングエール 金 箕面ビール Double IPA エイ･ジェイ･アイビア(有) 大下香緒里
57．バーレイワイン 金 Harvestmoon バーリーワイン (株)イクスピアリ 櫻井正時・園田智子

金 杉能舎 杉能舎 スタウト 濱地酒造(株) 笠正文
銀 隅田川ブルーイング ポーター (株)隅田川ブルーイング 中村滋
金 海軍さんの麦酒 ケルシュ 呉ビール(株)
銀 奥州仙台伊達政宗麦酒 *ケルシュ 長沼環境開発(株) 佐藤倫教
金 海軍さんの麦酒 アルト 呉ビール(株)
銀 湘南ビール 湘南ルビー 熊澤酒造(株) 筒井貴史
銅 ホテルオークラ福岡 シェーンアルト (株)ホテルオークラ福岡 渡邉英治
金 横浜ビール ヘーフェヴァイツェン 横浜ビール(株) 鈴木真也
銀 富士桜高原麦酒 ヴァイツェン 富士観光開発(株) 宮下天通・古屋和彦
銅 飛騨高山麦酒 ヴァイツェン (有)農業法人飛騨高山麦酒 高橋有人

67．南ドイツ・デュンケルヴァイツェン 銅 あくらビール ビスケットヴァイツェン (株)あくら 長谷川信
71．フォーリン・スタウト 銀 那須高原ビール スタウト 那須高原ビール(株) 野田良平
73．アメリカン・ペールエール 金 プレミアムビール鬼伝説 金鬼ペールエール (株)わかさいも本舗 柴田泰彦・山本昭教

銀 札幌手づくり麦酒 エール (有)カナディアンブルワリー 堤野貴之・多賀谷壮
銅 Harvestmoon ブラウンエール (株)イクスピアリ 櫻井正時・園田智子

80．フリースタイル・ダークエール 銅 大阪國乃長ビール まりはなブラウン 寿酒造(株) 富田祐介
81．フリースタイル・ハイアルコール・ライトラガー 銀 牛久シャトービール 長期熟成麦酒 合同酒精(株) 牛久ブルワリー 高野貫治・角井智行・平出由貴子
85．フリースタイル・節税型発泡酒 銅 城端麦酒 はかまエール 城端麦酒（有） 山本勝

*奥州仙台七夕祭り（片倉小十郎麦酒）ケルシュ

60社 175銘柄審査委員長 田村功審査日 2008年8月24日インターナショナル・ビアコンペティション2008

76．アメリカン・ブラウンエール

66-Ａ．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン

64．デュッセルドルフ・アルトビール

63．ケルン・ケルシュ

58．ロブスト・ポーター

46．イングリッシュ・I P A

45．イングリッシュ・ペールエール

23．シュヴァルツビア

18．ヨーロピアン・ピルスナー

16．ボヘミア・ピルスナー

15．ジャーマン・ピルスナー

10．スペシャルティ・ビール

9．ハーブ・スパイスビール



ボトル部門 ビアスタイル 結果 ブランド名 ビール名 製造会社 製造責任者
金 Sanktgallen 湘南ゴールド サンクトガーレン(有) 岩本伸久・野田将人
銀 Harvestmoon ゆずエール (株)イクスピアリ 櫻井正時・園田智子
銅 ロコビア ココナッツポーター (株)下野酒店 鍵谷百代
銀 常陸野ネストビール リアルジンジャーエール 木内酒造合資会社 福島克
銅 Sanktgallen スイートバニラスタウト サンクトガーレン(有) 岩本伸久・野田将人
金 富士桜高原麦酒 ラオホ 富士観光開発(株) 宮下天通・古屋和彦
銅 猪苗代地ビール ラオホ 親正産業(株) 菊地正久
金 明石麦酒 明石海岸ビール 明石ブルワリー(株) 中西彩・橋本聡
銀 出雲路ビール Pilsener (株)エキナン 福田政典
銅 猪苗代地ビール ピルスナー 親正産業(株) 菊地正久
金 こぶし花ビール ピルスナー (株)羽生の里 市岡慎司
銀 富士桜高原麦酒 ピルス 富士観光開発(株) 宮下天通・古屋和彦
銅 常陸野ネストビール ピルスナー 木内酒造合資会社 福島克
金 梅錦ビール ピルスナー 梅錦山川(株) 山﨑隆昭人
銀 スワンレイクビール 越乃米こしひかり仕込み (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍二・渡辺康一
銅 田沢湖ビール ピルスナー (株)わらび座 小松勝久

20．ウインナ・ラガー 金 猪苗代地ビール ゴールデン・エンジェル 親正産業(株) 菊地正久
21．メルツェン／オクトーバーフェスト 銀 おいしい楽園ろまんちっく村の地ビール 餃子浪漫 (株)ファーマーズ・フォレスト 山下創・篠崎和俊
24．トラディショナル・ボック 銀 梅錦ビール ボック 梅錦山川(株) 山﨑隆昭人

銅 宇奈月ビール カモシカ 宇奈月ビール 森下雅仁
25．ヘレスボック／マイボック 銀 こぶし花ビール マイボック (株)羽生の里 市岡慎司

金 こぶし花ビール ベルギーホワイト (株)羽生の里 市岡慎司
銅 梅錦ビール ブロンシュ 梅錦山川(株) 山﨑隆昭人

38．ベルジャン・ペール・ストロング・エール 金 梅錦ビール アロマティックエール 梅錦山川(株) 山﨑隆昭人
41．ベルジャン・トリペル 金 こぶし花ビール グランクリュ (株)羽生の里 市岡慎司
46．イングリッシュ・I P A 銀 大沼ビール インディア・ペールエール (株)ブロイハウス大沼 山﨑隆
48．スペシャルビター 銅 Sanktgallen アンバーエール サンクトガーレン(有) 岩本伸久・野田将人
52．イングリッシュ・ブラウンエール 銅 プレミアムビール鬼伝説 赤鬼レッドエール (株)わかさいも本舗 柴田泰彦・山本昭教
53. オールドエール 金 仙南クラフトビール・スタウト 仙南クラフトビール・スタウト (株)加工連 大石圭亮

金 Sanktgallen el Diablo2006 サンクトガーレン(有) 岩本伸久・野田将人
銀 Sanktgallen el Diablo2007 サンクトガーレン(有) 岩本伸久・野田将人

58．ロブスト・ポーター 銅 スワンレイクビール ポーター (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍二・渡辺康一
60．スイート・スタウト 銅 常陸野ネストビール スイートスタウト 木内酒造合資会社 福島克
62．インペリアル・スタウト 銅 Sanktgallen インペリアルチョコレートスタウト2008 サンクトガーレン(有) 岩本伸久・野田将人

金 宇奈月ビール 十字峡 宇奈月ビール 森下雅仁
銀 田沢湖ビール ケルシュ (株)わらび座 小松勝久
銅 南都サンゴ地ビール ニヘデビール（ソフト） （株）南都 南都酒造所 具志堅武幸
金 金しゃち 赤ラベルアルトタイプ 盛田金しゃちビール(株) 山口司
銀 大沼ビール 大沼ビール アルト (株)ブロイハウス大沼 山﨑隆
銅 南都サンゴ地ビール ニヘデビール（ハード） （株）南都 南都酒造所 具志堅武幸
金 富士桜高原麦酒 ヴァイツェン 富士観光開発(株) 宮下天通・古屋和彦
銀 出雲路ビール Weizen (株)エキナン 福田政典
銅 猪苗代地ビール ヴァイツェン 親正産業(株) 菊地正久

69．アイリッシュ・レッドエール 銀 TAPS レッドエール (株)トゥーバートレーディング Will Kemper
銀 軽井沢高原ビール ワイルドフォレスト (株)ヤッホーブルーイング 上池知史
銅 熊野古道麦酒 熊野古道麦酒 (有)二軒茶屋餅角屋本店 中西正和
銀 よなよなエール よなよなエール (株)ヤッホーブルーイング 上池知史
銅 神都麥酒 神都麥酒 (有)二軒茶屋餅角屋本店 中西正和
銀 金しゃち 金しゃちインディアペールエール 盛田金しゃちビール(株) 山口司
銅 Sanktgallen YOKOHAMA ＸPA サンクトガーレン(有) 岩本伸久・野田将人

75．アメリカン・アンバーエール 銀 スワンレイクビール アンバースワンエール (株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワリー 本田龍二・渡辺康一
75．アメリカン・ブラウンエール 金 伊勢角屋麦酒 ブラウンエール (有)二軒茶屋餅角屋本店 中西正和
77．フリースタイル・ライトラガー 銅 サツマイモ発泡酒 サツマパープル 薩摩酒造(株) 松下治

銀 十勝ビール 十勝黒生 十勝ビール(株) 塚本篤
銅 田沢湖ビール ダークラガー (株)わらび座 小松勝久

85．フリースタイル・節税型発泡酒 銅 城端麦酒 麦やエール 城端麦酒（有） 山本勝

7．フルーツビール

78．フリースタイル・ダークラガー

34．ベルジャン・ホワイト

57．バーレイワイン・スタイル・エール

63．ケルン・ケルシュ

64．デュッセルドルフ・アルトビール

66-Ａ．南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン

72．ゴールデンエールまたはブロンド・エール

73．アメリカン・ペールエール

74．アメリカン・I P A

9．ハーブ・スパイスビール

13-Ａ．バンベルク・ラオホビール

15．ジャーマン・ピルスナー

16．ボヘミア・ピルスナー

18．ヨーロピアン・ピルスナー


