
SAKE COMPETITION 2015 純米酒部門 
GOLD 10 点／SILVER 22 点／予審通過 157 点／部門出品数 320 点 

 

純
米
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Gold 1 静岡 磯自慢酒造株式会社 磯自慢 特別純米 雄町 

Gold 2 三重 清水清三郎商店株式会社 作 穂乃智 純米酒 

Gold 3 秋田 新政酒造株式会社 新政 ラピス 純米酒 

Gold 4 三重 清水清三郎商店株式会社 作 玄乃智 純米酒 

Gold 5 福島 宮泉銘醸株式会社 寫樂 純米酒 

Gold 6 愛媛 酒六酒造株式会社 京ひな 特別純米 深山 夏限定 

Gold 7 宮城 株式会社新澤醸造店 伯楽星 特別純米 

Gold 8 宮城 合名会社川敬商店 橘屋 特別純米酒 ひとめぼれ 

Gold 9 宮城 株式会社新澤醸造店 あたごのまつ 特別純米 

Gold 10 宮城 株式会社新澤醸造店 あたごのまつ 特別純米 ひやおろし 

Silver 11 宮城 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 勝山 特別純米 縁 

Silver 12 宮城 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 戦勝政宗 特別純米 

Silver 13 広島 榎酒造株式会社 華鳩 特別純米 

Silver 14 広島 相原酒造株式会社 雨後の月 山田錦 特別純米 

Silver 15 山口 株式会社澄川酒造場 東洋美人 純米酒（夏発売県内限定） 

Silver 16 島根 吉田酒造株式会社 月山 特別純米 出雲 

Silver 17 栃木 飯沼銘醸株式会社 姿 特別純米 

Silver 18 福岡 大賀酒造株式会社 TAMA 純米酒 

Silver 19 岡山 白菊酒造株式会社 大典白菊 白菊米 純米酒 

Silver 20 宮城 株式会社男山本店 蒼天伝 特別純米酒 

Silver 21 宮城 株式会社新澤醸造店 伯楽星 特別純米 ひやおろし 

Silver 22 福井 三宅彦右衛門酒造有限会社 早瀬浦 特別純米酒 夜長月 

Silver 23 山口 株式会社澄川酒造場 東洋美人 山廃純米 

Silver 24 福島 鶴乃江酒造株式会社 会津中将 純米酒 

Silver 25 福島 松崎酒造店 廣戸川 特別純米 

Silver 26 福島 合資会社廣木酒造本店 飛露喜 特別純米 

Silver 27 秋田 秋田醸造株式会社 ゆきの美人 純米酒 

Silver 28 愛知 丸石醸造株式会社 萬歳 純米酒 

Silver 29 広島

しあ 

榎酒造株式会社 華鳩 杜氏自ら育てた米で醸した 特別純米酒 

Silver 30 岡山 白菊酒造株式会社 大典白菊 造酒錦 純米 

Silver 31 高知 株式会社アリサワ 文佳人 純米酒 

Silver 32 宮城 株式会社山和酒造店 山和 特別純米 



SAKE COMPETITION 2015 純米吟醸部門 
GOLD 10 点／SILVER 25 点／予審通過 184 点／部門出品数 347 点 
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Gold 1 宮城 仙台伊澤家勝山酒造株式会

社 

勝山 純米吟醸 献 

Gold 2 和歌

山 

髙垣酒造株式会社 紀ノ酒 純米吟醸 生貯蔵酒 

Gold 3 茨城 青木酒造株式会社 御慶事 純米吟醸 

Gold 4 三重 清水清三郎商店株式会社 作 雅乃智 純米吟醸 

Gold 5 静岡 磯自慢酒造株式会社 磯自慢 純米吟醸 

Gold 6 福島 名倉山酒造株式会社 名倉山 善き哉 純米吟醸 

Gold 7 長崎 今里酒造株式会社 六十餘洲 山田錦 純米吟醸 

Gold 8 福島 宮泉銘醸株式会社 寫樂 純米吟醸 播州愛山 

Gold 9 山口 株式会社澄川酒造場 東洋美人 純米吟醸  

Gold 10 宮城 株式会社新澤醸造店 あたごのまつ 限定純米吟醸 ひやおろし 

Silver 11 福島 鶴乃江酒造株式会社 会津中将 純米吟醸 夢の香 

Silver 12 福島 合名会社大木代吉本店 自然郷 袋吊り伍号 純米吟醸 

Silver 13 高知 司牡丹酒造株式会社 司牡丹 夏純吟 

Silver 14 広島 相原酒造株式会社 うごのつき 純米吟醸 山田錦 

Silver 15 福島 合資会社廣木酒造本店 飛露喜 純米吟醸 

Silver 16 福島 宮泉銘醸株式会社 寫樂 純米吟醸 備前雄町 

Silver 17 長野 酒ぬのや本金酒造株式会社 本金 純米吟醸 美山錦 

Silver 18 宮城 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 戦勝政宗 純米吟醸 

Silver 19 福岡 井上合名会社 三井の寿 純米吟醸 芳吟 

Silver 20 山形 高木酒造株式会社 十四代 中取り純米吟醸 愛山 

Silver 21 福島 合資会社廣木酒造本店 泉川 純米吟醸 

Silver 22 山口 酒井酒造株式会社 五橋 純米吟醸 西都の雫 

Silver 23 宮城 株式会社新澤醸造店 伯楽星 純米吟醸 

Silver 24 栃木 渡邉酒造株式会社 旭興 純米吟醸 

Silver 25 宮城 株式会社新澤醸造店 あたごのまつ 限定純米吟醸 

Silver 26 福島 有限会社玄葉本店 あぶくま 山田錦 純米吟醸 

Silver 27 山形 出羽桜酒造株式会社 出羽桜 雄町 純米吟醸 

Silver 28 福島 合資会社廣木酒造本店 飛露喜 山田穂 純米吟醸 

Silver 29 奈良 今西酒造株式会社 みむろ杉 純米吟醸 山田錦 火入れ 

Silver 30 三重 清水清三郎商店株式会社 作 恵乃智 中取り 純米吟醸 

Silver 31 茨城 結城酒造株式会社 結 純米吟醸酒 びぜんおまち 

Silver 32 高知 司牡丹酒造株式会社 一蕾 純米吟醸 

Silver 33 岩手 赤武酒造株式会社 赤武 純米吟醸 

Silver 34 山形 高木酒造株式会社 十四代 中取り純米吟醸 山田錦 

Silver 35 福島 合資会社喜多の華酒造場 喜多の華 純米吟醸  



SAKE COMPETITION 2015 純米大吟醸部門 
GOLD 10 点／SILVER 16 点／予審通過 132 点／部門出品数 261 点 
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Gold 1 福島 鶴乃江酒造株式会社 会津中将 純米大吟醸 特醸酒 

Gold 2 山口 株式会社澄川酒造場 東洋美人 壱番纏 純米大吟醸 

Gold 3 山形 高木酒造株式会社 十四代 純米大吟醸 七垂二十貫 

Gold 4 山形 高木酒造株式会社 十四代 龍月 純米大吟醸  

Gold 5 山口 株式会社澄川酒造場 東洋美人 純米大吟醸 

Gold 6 山梨 山梨銘醸株式会社 七賢 大中屋 純米大吟醸 

Gold 7 山口 酒井酒造株式会社 五橋 純米大吟醸 

Gold 8 福島 ほまれ酒造株式会社 會津ほまれ 播州産山田錦仕込 純米大

吟醸 Gold 9 佐賀 幸姫酒造株式会社 幸姫 純米大吟醸 雫しぼり 

Gold 10 秋田 福禄寿酒造株式会社 一白水成 純米大吟醸 

Silver 11 山形 千代寿虎屋株式会社 虎乃子 純米大吟醸 

Silver 12 宮城 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 戦勝政宗 純米大吟醸 

Silver 13 山形 楯の川酒造株式会社 楯野川 純米大吟醸 上流 

Silver 14 京都 月桂冠株式会社 月桂冠 鳳麟 純米大吟醸 

Silver 15 広島 相原酒造株式会社 雨後の月 純米大吟醸 

Silver 16 三重 清水清三郎商店株式会社 作 槐山一滴水 純米大吟醸 

Silver 17 秋田 秋田清酒株式会社 刈穂 純米大吟醸 嘉永 

Silver 18 山形 楯の川酒造株式会社 楯野川 純米大吟醸 十八 

Silver 19 秋田 秋田清酒株式会社 刈穂 純米大吟醸 銀千樹 

Silver 20 秋田 小玉醸造株式会社 太平山 純米大吟醸 天巧 

Silver 21 秋田 株式会社齋彌酒造店 雪の茅舎 純米大吟醸 

Silver 22 岐阜 白扇酒造株式会社 花美蔵 純米大吟醸 馥 

Silver 23 栃木 小林酒造株式会社 鳳凰美田 純米大吟醸 Phoenix 

Silver 24 三重 清水清三郎商店株式会社 作 雅乃智 中取り 純米大吟醸 

Silver 25 福島 国権酒造株式会社 國権 純米大吟醸 

Silver 26 愛知 丸石醸造株式会社 丸石謹製 雄町 純米大吟醸 



 

SAKE COMPETITION 2015 Free Style 部門 
GOLD 3 点／SILVER 7 点／予審通過 60 点／部門出品数 100 点 

 

 

 

 

結果は、SAKE COMPETITION公式ＨＰsakecompetition.comにも掲載させて頂きます。 
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Gold 1 山口 酒井酒造株式会社 五橋 極味伝心 生酛木桶造り 純米大吟醸 

Gold 2 山口 株式会社澄川酒造場 東洋美人 山廃吟醸 

Gold 3 宮城 株式会社佐浦 浦霞 山廃純米大吟醸 ひらの 

Silver 4 山口 株式会社澄川酒造場 東洋美人 山廃純米吟醸 

Silver 5 秋田 株式会社飛良泉本舗 飛良泉 山廃純米 マル飛 No.15 

Silver 6 山形 株式会社水戸部酒造 山形正宗 純米大吟醸 出羽燦々 生もと 

Silver 7 福島 国権酒造株式会社 國権 山廃純米酒 

Silver 8 石川 株式会社吉田酒造店 U.Yoshidagura.Yamahai Junmai（低アル山廃純米原酒） 

Silver 9 秋田 小玉醸造株式会社 太平山 生酛 純米大吟醸 游神 

Silver 10 秋田 株式会社飛良泉本舗 飛良泉 山廃純米 マル飛 No.24 


