
東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2020

焼酎部門　受賞結果

更新日：2020年7月13日

公開日：2020年7月9日

No 受賞区分 カテゴリー 商品名 度数 容量 会社名 地域

1 最高金賞 米焼酎 Oak Road 37% 720ml 合資会社高田酒造場 熊本県

2 最高金賞 米焼酎 古代一壺 38% 720ml 六調子酒造株式会社 熊本県

3 最高金賞 麦焼酎 いいちこスペシャル 30% 720ml 三和酒類株式会社 大分県

4 最高金賞 麦焼酎 こげん 25% 720ml 鷹正宗株式会社 福岡県

5 最高金賞 麦焼酎 知心剣 25% 720ml 宝酒造株式会社 京都府

6 最高金賞 甘藷焼酎 薩摩の誉 黒麹 25% 900ml 有限会社大山甚七商店 鹿児島県

7 最高金賞 甘藷焼酎 田苑 エンヴェレシーダ 25% 700ml 田苑酒造株式会社 鹿児島県

8 最高金賞 甘藷焼酎 天使の誘惑 40% 720ml 西酒造株式会社 鹿児島県

9 最高金賞 甘藷焼酎 枕崎 25% 720ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

10 最高金賞 泡盛 千年の響 43% 720ml 有限会社今帰仁酒造 沖縄県

11 最高金賞 泡盛 八重泉 30% 600ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

12 最高金賞 泡盛 八重泉樽貯蔵 43% 720ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

13 最高金賞 黒糖焼酎 里の曙 ゴールド 43% 720ml 町田酒造株式会社 鹿児島県

14 最高金賞 黒糖焼酎 初留取り浜千鳥乃詩 極ブラック 44% 300ml 奄美大島酒造株式会社 鹿児島県

15 最高金賞 その他焼酎 知覧Tea酎 25% 720ml 知覧醸造株式会社 鹿児島県

16 金賞 米焼酎 大石 25% 720ml 合資会社大石酒造場 熊本県

17 金賞 米焼酎 ねっか 25% 720ml 合同会社ねっか 福島県

18 金賞 米焼酎 ばがねっか 25% 720ml 合同会社ねっか 福島県

19 金賞 米焼酎 メローコヅル・エクセレンス 41% 700ml 小正醸造株式会社 鹿児島県

20 金賞 米焼酎 白水こめ 令和元年限定酒 39% 720ml メルシャン株式会社 熊本県

21 金賞 麦焼酎 iichiko40 40% 750ml 三和酒類株式会社 大分県

22 金賞 麦焼酎 久保 白麹 25% 720ml 久保酒蔵株式会社 大分県

23 金賞 麦焼酎 黒和ら麦 25% 500ml サッポロビール株式会社 福岡県

24 金賞 麦焼酎 琥珀の夢 25% 720ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

25 金賞 麦焼酎 そげん 25% 720ml 鷹正宗株式会社 福岡県

26 金賞 麦焼酎 のんのこワイン酵母仕込 22% 900ml 宗政酒造株式会社 佐賀県

27 金賞 麦焼酎 長期熟成焼酎 梟 40% 720ml 研醸株式会社 福岡県

28 金賞 麦焼酎 二千年の夢 42% 720ml 壱岐の蔵酒造株式会社 長崎県

29 金賞 甘藷焼酎 EXTRA TESSHO 39% 720ml 株式会社恒松酒造本店 熊本県

30 金賞 甘藷焼酎 赤芋仕込み 明るい農村 25% 720ml 株式会社霧島町蒸留所 鹿児島県

31 金賞 甘藷焼酎 茜風43 43% 700ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

32 金賞 甘藷焼酎 伊佐小町 25% 900ml 大口酒造株式会社 鹿児島県

33 金賞 甘藷焼酎 甕つぼ仕込み 25% 720ml さつま無双株式会社 鹿児島県

34 金賞 甘藷焼酎 吉兆宝山 25% 720ml 西酒造株式会社 鹿児島県

35 金賞 甘藷焼酎 蔵の師魂 The Orange 25% 720ml 小正醸造株式会社 鹿児島県

36 金賞 甘藷焼酎 黒霧島MELT 30% 720ml 霧島酒造株式会社 宮崎県

37 金賞 甘藷焼酎 黒白波 25% 900ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

※リストの掲載は、エントリー時のカテゴリーNo.順、同じカテゴリー内は五十音順となっています。
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38 金賞 甘藷焼酎 こいくち マルニシ ベニハルカ 36% 720ml 丸西酒造合資会社 鹿児島県

39 金賞 甘藷焼酎 さつま白波原酒 37% 720ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

40 金賞 甘藷焼酎 大海時空 35% 720ml 大海酒造株式会社 鹿児島県

41 金賞 甘藷焼酎 だいやめ DAIYAME 25% 900ml 濵田酒造株式会社 鹿児島県

42 金賞 甘藷焼酎 鉄幹 25% 900ml オガタマ酒造株式会社 鹿児島県

43 金賞 甘藷焼酎 蛮酒の杯 25% 720ml オガタマ酒造株式会社 鹿児島県

44 金賞 甘藷焼酎 むかしむかし古酒 25% 720ｍｌ 丸西酒造合資会社 鹿児島県

45 金賞 甘藷焼酎 安田 26% 720ml 国分酒造株式会社 鹿児島県

46 金賞 甘藷焼酎 五島芋40 40% 720ml 株式会社五島列島酒造 長崎県

47 金賞 甘藷焼酎 市来焼酎みとら 25% 720ml 田崎酒造株式会社 鹿児島県

48 金賞 泡盛 おもろ 甕貯蔵18年古酒 39% 720ml 瑞泉酒造株式会社 沖縄県

49 金賞 泡盛 暖流 30度 30% 720ml 有限会社神村酒造 沖縄県

50 金賞 泡盛 久米仙 ブラック古酒 35% 720ml 久米仙酒造株式会社 沖縄県

51 金賞 泡盛 島うらら 25% 720ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

52 金賞 黒糖焼酎 FAU 44% 300ml 株式会社奄美大島開運酒造 鹿児島県

53 金賞 黒糖焼酎 長雲 40度 40% 720ml 有限会社山田酒造 鹿児島県

54 金賞 黒糖焼酎 紅さんご 40% 720ml 株式会社奄美大島開運酒造 鹿児島県

55 金賞 黒糖焼酎 龍宮 30% 900ml 有限会社富田酒造場 鹿児島県

56 金賞 酒粕焼酎 道後焼酎 萬翠 34% 720ml 水口酒造株式会社 愛媛県

57 金賞 その他焼酎 道後焼酎 松山一寸そらまめ 25% 720ml 水口酒造株式会社 愛媛県

58 金賞 その他焼酎 超古酒とろしかや 40.3% 720ml 六調子酒造株式会社 熊本県

59 銀賞 米焼酎 Fujimasa Rock 40% 720ml 富士正酒造合資会社 静岡県

60 銀賞 米焼酎 山河古酒 35% 720ml 株式会社福田酒造 熊本県

61 銀賞 米焼酎 ねっか44 44% 720ml 合同会社ねっか 福島県

62 銀賞 米焼酎 白岳KAORU 25% 900ml 高橋酒造株式会社 熊本県

63 銀賞 米焼酎 山ほたる 25% 720ml 合資会社高田酒造場 熊本県

64 銀賞 米焼酎 裏伝 萬緑 25% 720ml 松本酒造場 熊本県

65 銀賞 米焼酎 礼世奈 25% 720ml 合資会社大石酒造場 熊本県

66 銀賞 麦焼酎 赤魔王麦八年古酒 25% 720ml 櫻の郷酒造株式会社 宮崎県

67 銀賞 麦焼酎 いいちこ25度 25% 900ml 三和酒類株式会社 大分県

68 銀賞 麦焼酎 いいちこ空山独酌 麦 30% 720ml 三和酒類株式会社 大分県

69 銀賞 麦焼酎 いいちこフラスコボトル 30% 720ml 三和酒類株式会社 大分県

70 銀賞 麦焼酎 いいちこ民陶くろびん 25% 720ml 三和酒類株式会社 大分県

71 銀賞 麦焼酎 初代 百助 25% 720ml 株式会社井上酒造 大分県

72 銀賞 麦焼酎 麦汁 25% 720ml 合名会社豊永酒造 熊本県

73 銀賞 麦焼酎 屋久島 大自然林 麦 25% 720ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

74 銀賞 麦焼酎 らんびき LIMITED CASK SMOKE 42% 720ml ゑびす酒造株式会社 福岡県

※リストの掲載は、エントリー時のカテゴリーNo.順、同じカテゴリー内は五十音順となっています。
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75 銀賞 麦焼酎 和ら麦 25% 720ml サッポロビール株式会社 福岡県

76 銀賞 麦焼酎 情け嶋 25% 700ml 八丈興発株式会社 東京都

77 銀賞 麦焼酎 麦冠情け嶋 25% 700ml 八丈興発株式会社 東京都

78 銀賞 甘藷焼酎 BUNISE LXX 原酒 39% 720ml 有限会社佐多宗二商店 鹿児島県

79 銀賞 甘藷焼酎 flamingo orange 26% 720ml 国分酒造株式会社 鹿児島県

80 銀賞 甘藷焼酎 SAKE女オリジナル / 情け嶋 芋 2018 25% 700ml 一般社団法人日本のSAKEとWINEを愛する女性の会 東京都

81 銀賞 甘藷焼酎 赤 問わず語らず名も無き焼酎 原酒 37% 720ml 有限会社大山甚七商店 鹿児島県

82 銀賞 甘藷焼酎 茜霧島 25% 900ml 霧島酒造株式会社 宮崎県

83 銀賞 甘藷焼酎 明るい農村 25% 720ml 株式会社霧島町蒸留所 鹿児島県

84 銀賞 甘藷焼酎 あらわざ桜島 25% 900ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

85 銀賞 甘藷焼酎 一刻者 樽貯蔵 25% 720ml 宝酒造株式会社 京都府

86 銀賞 甘藷焼酎 一刻者 紫 25% 720ml 宝酒造株式会社 京都府

87 銀賞 甘藷焼酎 一尚シルバー 25% 720ml 小牧醸造株式会社 鹿児島県

88 銀賞 甘藷焼酎 甕伊佐錦 25% 720ml 大口酒造株式会社 鹿児島県

89 銀賞 甘藷焼酎 貴匠蔵 25% 900ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

90 銀賞 甘藷焼酎 京屋 甘露 25% 720ml 京屋酒造有限会社 宮崎県

91 銀賞 甘藷焼酎 玉露 甕仙人 25% 720ml 有限会社中村酒造場 鹿児島県

92 銀賞 甘藷焼酎 蔵の神 25% 720ml 山元酒造株式会社 鹿児島県

93 銀賞 甘藷焼酎 黒伊佐錦 25% 900ml 大口酒造株式会社 鹿児島県

94 銀賞 甘藷焼酎 黒霧島 25% 900ml 霧島酒造株式会社 宮崎県

95 銀賞 甘藷焼酎 黒霧島EX 25% 900ml 霧島酒造株式会社 宮崎県

96 銀賞 甘藷焼酎 さつま五代 25% 900ml 山元酒造株式会社 鹿児島県

97 銀賞 甘藷焼酎 さつま白波 25% 900ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

98 銀賞 甘藷焼酎 薩摩宝山 黒麹仕込み 25% 720ml 西酒造株式会社 鹿児島県

99 銀賞 甘藷焼酎 空と風と大地と 原酒 42% 720ml 京屋酒造有限会社 宮崎県

100 銀賞 甘藷焼酎 貯蔵15年晴耕雨讀 37.9% 720ml 有限会社佐多宗二商店 鹿児島県

101 銀賞 甘藷焼酎 鉄馬 25% 720ml オガタマ酒造株式会社 鹿児島県

102 銀賞 甘藷焼酎 天星宝醇 金 42% 720ml 天星酒造株式会社 鹿児島県

103 銀賞 甘藷焼酎 なかむら 穣 37% 720ml 有限会社中村酒造場 鹿児島県

104 銀賞 甘藷焼酎 玻璃 hari 25% 720ml 三和酒造株式会社 鹿児島県

105 銀賞 甘藷焼酎 ピュア五代 44% 720ml 山元酒造株式会社 鹿児島県

106 銀賞 甘藷焼酎 紅薩摩宝山 25% 720ml 西酒造株式会社 鹿児島県

107 銀賞 甘藷焼酎 回展 25% 720ml さつま無双株式会社 鹿児島県

108 銀賞 甘藷焼酎 萬膳 25% 720ml 有限会社万膳酒造 鹿児島県

109 銀賞 甘藷焼酎 屋久島 大自然林 芋 25% 720ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

110 銀賞 甘藷焼酎 屋久杉 Yakushima Jisugi Cask Aging 36% 700ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

111 銀賞 甘藷焼酎 ロイヤル無双 44% 720ml さつま無双株式会社 鹿児島県

※リストの掲載は、エントリー時のカテゴリーNo.順、同じカテゴリー内は五十音順となっています。
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112 銀賞 甘藷焼酎 市来焼酎ツン 25% 720ml 田崎酒造株式会社 鹿児島県

113 銀賞 泡盛 31/32 Chiyoizumi distillery 1948-2018- No.31 43% 500ml 株式会社泡盛倉庫 沖縄県

114 銀賞 泡盛 古酒かんむり鷲 42% 720ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

115 銀賞 泡盛 尚 MASAHIRO 40% 720ml まさひろ酒造株式会社 沖縄県

116 銀賞 泡盛 ロイヤル瑞穂 熟成五年古酒 43% 720ml 瑞穂酒造株式会社 沖縄県

117 銀賞 泡盛 海乃邦 10年貯蔵古酒 43% 720ml 沖縄県酒造協同組合 沖縄県

118 銀賞 泡盛 古酒八重泉 44% 720ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

119 銀賞 泡盛 日本泡盛 35% 720ml 久米仙酒造株式会社 沖縄県

120 銀賞 黒糖焼酎 JOUGO 25% 720ml 奄美大島酒造株式会社 鹿児島県

121 銀賞 黒糖焼酎 壱乃醸朝日 25% 720ml 朝日酒造株式会社 鹿児島県

122 銀賞 黒糖焼酎 里の曙 LUXURY 41% 720ml 株式会社リカーマウンテン 鹿児島県

123 銀賞 黒糖焼酎 長雲一番橋 30% 720ml 有限会社山田酒造 鹿児島県

124 銀賞 黒糖焼酎 浜千鳥乃詩 原酒 38% 720ml 奄美大島酒造株式会社 鹿児島県

125 銀賞 黒糖焼酎 陽出る國の銘酒2004 42% 360ml 朝日酒造株式会社 鹿児島県

126 銀賞 酒粕焼酎 さんきち 吟 30% 500ml 小玉醸造株式会社 秋田県

127 銀賞 酒粕焼酎 繁桝 大吟醸酒粕焼酎 25% 720ml 株式会社高橋商店 福岡県

128 銀賞 その他焼酎 牛乳焼酎 牧場の夢 25% 720ml 合資会社大和一酒造元 熊本県

129 銀賞 その他焼酎 牛乳焼酎 牧場の夢 原酒 42% 720ml 合資会社大和一酒造元 熊本県

130 銀賞 その他焼酎 孤独な天使 36% 720ml 井上酒造株式会社 宮崎県

131 銀賞 その他焼酎 静寂の時 25% 720ml 高千穂酒造株式会社 宮崎県

132 銅賞 米焼酎 AWA RICE 38% 720ml 日新酒類株式会社 徳島県

133 銅賞 米焼酎 あさぎりの花 25% 720ml 合資会社高田酒造場 熊本県

134 銅賞 米焼酎 銀しろ（吟麗しろ） 25% 720ml 高橋酒造株式会社 熊本県

135 銅賞 米焼酎 常圧豊永蔵 25% 720ml 合名会社豊永酒造 熊本県

136 銅賞 米焼酎 なかむら 謹醸 宇治野正 36% 720ml 有限会社中村酒造場 鹿児島県

137 銅賞 米焼酎 めごねっか 20% 720ml 合同会社ねっか 福島県

138 銅賞 米焼酎 特吟六調子 35% 720ml 六調子酒造株式会社 熊本県

139 銅賞 麦焼酎 いいちこシルエット 25% 720ml 三和酒類株式会社 大分県

140 銅賞 麦焼酎 壱岐っ娘 25度 25% 720ml 壱岐の蔵酒造株式会社 長崎県

141 銅賞 麦焼酎 神の河 25% 720ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

142 銅賞 麦焼酎 久保 樫樽長期貯蔵 27% 720ml 久保酒蔵株式会社 大分県

143 銅賞 麦焼酎 けいこうとなるも 10年熟成原酒 43% 720ml ゑびす酒造株式会社 福岡県

144 銅賞 麦焼酎 五代麦長期貯蔵酒 25% 900ml 山元酒造株式会社 鹿児島県

145 銅賞 麦焼酎 松露黒麦 原酒 44% 720ml 松露酒造株式会社 宮崎県

146 銅賞 麦焼酎 田苑 金ラベル 25% 720ml 田苑酒造株式会社 鹿児島県

147 銅賞 麦焼酎 田苑 ゴールド 25% 720ml 田苑酒造株式会社 鹿児島県

148 銅賞 麦焼酎 田苑 桜 ゴールド 40% 720ml 田苑酒造株式会社 鹿児島県

※リストの掲載は、エントリー時のカテゴリーNo.順、同じカテゴリー内は五十音順となっています。



東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2020

焼酎部門　受賞結果

更新日：2020年7月13日

公開日：2020年7月9日

No 受賞区分 カテゴリー 商品名 度数 容量 会社名 地域

149 銅賞 麦焼酎 道後焼酎 はだか麦40 40% 720ml 水口酒造株式会社 愛媛県

150 銅賞 麦焼酎 西の星 25度 25% 900ml 三和酒類株式会社 大分県

151 銅賞 麦焼酎 白水むぎ 令和元年限定酒 39% 720ml メルシャン株式会社 熊本県

152 銅賞 麦焼酎 無一物 25% 720ml 壱岐の蔵酒造株式会社 長崎県

153 銅賞 麦焼酎 麦ほっか 25% 750ml 天星酒造株式会社 鹿児島県

154 銅賞 麦焼酎 無月耀 麦 40% 750ml 櫻の郷酒造株式会社 宮崎県

155 銅賞 麦焼酎 めちゃうま麦 25度 25% 2000ml 鷹正宗株式会社 福岡県

156 銅賞 麦焼酎 夢ひらり 樽貯蔵原酒使用麦 25% 720ml 三菱食品株式会社 福岡県

157 銅賞 麦焼酎 完全焙煎麦焼酎 こふくろう 25% 720ml 研醸株式会社 福岡県

158 銅賞 麦焼酎 極上原酒 ふしぎ屋 43% 720ml 藤居酒造株式会社 大分県

159 銅賞 麦焼酎 太古一尊 40% 720ml 六調子酒造株式会社 熊本県

160 銅賞 麦焼酎 天竺牡丹 25% 720ml 合資会社光武酒造場 佐賀県

161 銅賞 甘藷焼酎 TESSHO 25% 720ml 株式会社恒松酒造本店 熊本県

162 銅賞 甘藷焼酎 WAZZE HEART 43% 200ml 有限会社佐多宗二商店 鹿児島県

163 銅賞 甘藷焼酎 赤薩摩 25% 900ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

164 銅賞 甘藷焼酎 赤猿 25% 900ml 小正醸造株式会社 鹿児島県

165 銅賞 甘藷焼酎 池の露 湯島 30% 720ml 合名会社天草酒造 熊本県

166 銅賞 甘藷焼酎 一刻者 25% 720ml 宝酒造株式会社 京都府

167 銅賞 甘藷焼酎 一刻者 赤 25% 720ml 宝酒造株式会社 京都府

168 銅賞 甘藷焼酎 一刻者 茜 25% 720ml 宝酒造株式会社 京都府

169 銅賞 甘藷焼酎 一刻者 白 25% 720ml 宝酒造株式会社 京都府

170 銅賞 甘藷焼酎 芋屋波平 25% 900ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

171 銅賞 甘藷焼酎 海童 焼き芋 25% 900ml 濵田酒造株式会社 鹿児島県

172 銅賞 甘藷焼酎 回展 琥珀 25% 720ml さつま無双株式会社 鹿児島県

173 銅賞 甘藷焼酎 蔵の師魂 The Green 25% 720ml 小正醸造株式会社 鹿児島県

174 銅賞 甘藷焼酎 蔵の師魂 The Smoke 38% 720ml 小正醸造株式会社 鹿児島県

175 銅賞 甘藷焼酎 原酒 屋久杉 37% 720ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

176 銅賞 甘藷焼酎 郡山太郎右衛門 25% 720ml 笹の川酒造株式会社 福島県

177 銅賞 甘藷焼酎 極上 蔵の師魂 25% 720ml 小正醸造株式会社 鹿児島県

178 銅賞 甘藷焼酎 極上 出水に舞姫 25% 720ml 出水酒造株式会社 鹿児島県

179 銅賞 甘藷焼酎 小鶴くろ 25% 900ml 小正醸造株式会社 鹿児島県

180 銅賞 甘藷焼酎 薩摩茶屋 25% 900ml 村尾酒造合資会社 鹿児島県

181 銅賞 甘藷焼酎 薩摩の誉 和甕貯蔵原酒 36% 900ml 有限会社大山甚七商店 鹿児島県

182 銅賞 甘藷焼酎 薩摩宝山 25% 720ml 西酒造株式会社 鹿児島県

183 銅賞 甘藷焼酎 白霧島 25% 900ml 霧島酒造株式会社 宮崎県

184 銅賞 甘藷焼酎 大海蒼々 25% 720ml 大海酒造株式会社 鹿児島県

185 銅賞 甘藷焼酎 魂の芋 25% 900ml 本坊酒造株式会社 鹿児島県

※リストの掲載は、エントリー時のカテゴリーNo.順、同じカテゴリー内は五十音順となっています。
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186 銅賞 甘藷焼酎 鶴之國 25% 720ml 出水酒造株式会社 鹿児島県

187 銅賞 甘藷焼酎 田苑 芋 金ラベル 25% 500ml 田苑酒造株式会社 鹿児島県

188 銅賞 甘藷焼酎 富乃宝山 25% 720ml 西酒造株式会社 鹿児島県

189 銅賞 甘藷焼酎 なかむら 25% 720ml 有限会社中村酒造場 鹿児島県

190 銅賞 甘藷焼酎 野海棠 25% 720ml 株式会社祁答院蒸溜所 鹿児島県

191 銅賞 甘藷焼酎 磨き大島 23% 720ml 大島酒造株式会社 長崎県

192 銅賞 甘藷焼酎 無月 白 25% 900ml 櫻の郷酒造株式会社 宮崎県

193 銅賞 甘藷焼酎 明治の正中 25% 720ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

194 銅賞 甘藷焼酎 母智丘 千本桜 25% 720ml 柳田酒造合名会社 宮崎県

195 銅賞 甘藷焼酎 杜盃 36% 720ml 出水酒造株式会社 鹿児島県

196 銅賞 甘藷焼酎 宵の灯 25% 720ml 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

197 銅賞 甘藷焼酎 出水に舞姫 25% 900ml 出水酒造株式会社 鹿児島県

198 銅賞 甘藷焼酎 大隅 芋 25% 900ml サントリースピリッツ株式会社 鹿児島県

199 銅賞 甘藷焼酎 鳴門金時 里娘 25% 720ml 日新酒類株式会社 徳島県

200 銅賞 泡盛 くら 三年熟成古酒 25% 720ml ヘリオス酒造株式会社 沖縄県

201 銅賞 泡盛 尚 YAESEN 40% 720ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

202 銅賞 泡盛 尚 ZUISEN 40% 720ml 瑞泉酒造株式会社 沖縄県

203 銅賞 泡盛 主 五年古酒 43度 43% 1800ml ヘリオス酒造株式会社 沖縄県

204 銅賞 泡盛 鯨 30% 720ml 久米仙酒造株式会社 沖縄県

205 銅賞 泡盛 黒真珠 43% 720ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

206 銅賞 泡盛 八重泉GOLD 25% 720ml 有限会社八重泉酒造 沖縄県

207 銅賞 黒糖焼酎 高倉 30% 720ml 奄美大島酒造株式会社 鹿児島県

208 銅賞 黒糖焼酎 長雲 30度 30% 900ml 有限会社山田酒造 鹿児島県

209 銅賞 黒糖焼酎 まーらん舟 33度 33% 500ml 有限会社富田酒造場 鹿児島県

210 銅賞 黒糖焼酎 里の曙 原酒 43% 720ml 町田酒造株式会社 鹿児島県

211 銅賞 酒粕焼酎 道後焼酎 刻太鼓 25% 720ml 水口酒造株式会社 愛媛県

212 銅賞 酒粕焼酎 八海山本格粕取り焼酎 宜有千萬 40% 720ml 八海醸造株式会社 新潟県

213 銅賞 そば焼酎 信州本格そば焼酎 天山戸隠 25% 720ml 芙蓉酒造協同組合 長野県

214 銅賞 そば焼酎 常陸秋そば焼酎 赤土 25% 720ml 明利酒類株式会社 茨城県

215 銅賞 その他焼酎 神埼菱焼酎 43% 370ml 大和酒造株式会社 佐賀県

216 銅賞 その他焼酎 吟粒 30% 720ml 笹の川酒造株式会社 福島県

217 銅賞 その他焼酎 長期貯蔵原酒 月夜の梟 43% 720ml 高千穂酒造株式会社 宮崎県

218 銅賞 その他焼酎 道後焼酎 松山長なす 25% 720ml 水口酒造株式会社 愛媛県

※リストの掲載は、エントリー時のカテゴリーNo.順、同じカテゴリー内は五十音順となっています。


