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各種鑑評会 成績

全国清酒品評会 成績

全国規模で初めて開かれた鑑評会。日本醸造協会の主催により、明治４０年１０月に

第１回「全国品評会」が開催され、以来、１年おきの秋に開催され、昭和１３年までの

３２年間にわたって継続されました。

回数 開催年次 本社蔵

和暦 西暦

1 明治40年 1907年

2 明治42年 1909年

3 明治44年 1911年

4 大正 2年 1913年

5 大正 4年 1915年

6 大正 6年 1917年

7 大正 8年 1919年

8 大正10年 1921年

9 大正13年 1924年 １等賞

10 大正15年 1926年 １等賞 ２等賞

11 昭和 3年 1928年 ２等賞 ３等賞

12 昭和 5年 1930年 優等賞 １等賞 ２等賞

13 昭和 7年 1932年 特選賞 入選賞

14 昭和 9年 1934年 優等賞 特選賞

15 昭和11年 1936年 名誉賞 優等賞 特選賞

16 昭和13年 1938年 優等賞

名誉賞は優等賞を３回続けて受賞すると授与されました。

全国酒類調味食品品評会 成績

東京農業大学主催で行われた品評会で入賞ランキングは金賞、銀賞、進歩賞の３段階

となっており、各賞にそれぞれ３点・２点・１点の持ち点がつきます。持ち点合計が１

５点以上になると最高のダイヤモンド賞がもらえる仕組みになっていました。

回数 開催年 賞 得点 ダイヤモンド賞

和暦 西暦 得点

1 昭和36年 1961年 金賞 3 3

2 昭和37年 1962年 金賞 3 6

3 昭和38年 1963年 金賞 3 9

4 昭和39年 1964年 銀賞 2 11

5 昭和40年 1965年 金賞 3 14

6 昭和41年 1966年 銀賞 2 16 ダイヤモンド賞受賞

7 昭和42年 1967年 金賞 3 19

8 昭和43年 1968年 銀賞 2 21

9 昭和44年 1969年 金賞 3 24

10 昭和46年 1971年 金賞 3 27

11 昭和47年 1972年 金賞 3 30 ダイヤモンド賞受賞

12 昭和48年 1973年 金賞 3 33

13 昭和49年 1974年 金賞 3 36

14 昭和50年 1975年 銀賞 2 38

15 昭和51年 1976年 金賞 3 41
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全国新酒鑑評会

醸造試験所（現 独立行政法人酒類総合研究所）主催で明治４４年から毎年春に年度ごとの品質の動向の成分内

容を把握することを目的に開催される新酒を対象とした鑑評会です。

順位制ではなくなった昭和３１年（１ ９ ５ ６年 ）から平成３０年（２ ０ １ ８年 ）まで本社蔵は３７回、矢本蔵は１５回金賞

を受賞しています。両蔵をあわせた会社としての受賞数は全国でトップクラスです。

昭和３１年より受賞銘柄が公表されるようになりました。昭和３０年以前の記録については醸造試験所長を務めら

れた山田正一氏のメモによりわかりました。昭和３９年、４０年は結果が公表されていません。

南部杜氏自醸清酒鑑評会

大正３年に第１回が開催され、日本全国で酒を醸す南部杜氏たちが技を競い合う場として岩手県花巻市石鳥谷町

で開催されています。平成３０年まで優等賞を本社蔵は６５回（現在の酒蔵ではトップクラス）、矢本蔵は２１回受賞し

ています。

開催年次 全国新酒鑑評会 南部杜氏自醸清酒鑑評会

和暦 西暦 回数 成績 回数 成績

本社蔵 本社蔵

昭和27年 1952年 41 １位

昭和28年 1953年 42 ２位

昭和29年 1954年 43

昭和30年 1955年 44 ３位

昭和31年 1956年 45 金賞 （ 1）

昭和32年 1957年 46 金賞 （ 2）

昭和33年 1958年 47 金賞（１位、２位） （ 3）

昭和34年 1959年 48 金賞（１位、３位） （ 4）

昭和35年 1960年 49 金賞 （ 5）

昭和36年 1961年 50 金賞 （ 6）

昭和37年 1962年 51 金賞 （ 7）

昭和38年 1963年 52 金賞 （ 8）

昭和39年 1964年 53 結果公表されず 46 首席

昭和40年 1965年 54 47 上位

昭和41年 1966年 55 金賞 （ 9） 48 上位

昭和42年 1967年 56 金賞 （ 10） 49 首席

昭和43年 1968年 57 金賞 （ 11） 50 優等賞

昭和44年 1969年 58 金賞 （ 12） 51 優等賞

昭和45年 1970年 59 金賞 （ 13） 52 上位

昭和46年 1971年 60 53 優等賞

昭和47年 1972年 61 54 優等賞

昭和48年 1973年 62 金賞 （ 14） 55 優等賞

昭和49年 1974年 63 金賞 （ 15） 56 上位

昭和50年 1975年 64 金賞 （ 16） 57 上位

昭和51年 1976年 65 金賞 （ 17） 58 首席

昭和52年 1977年 66 金賞 （ 18） 59 上位

昭和53年 1978年 67 金賞 （ 19） 60 上位

昭和54年 1979年 68 61 優等賞

昭和55年 1980年 69 金賞 （ 20） 62 優等賞

昭和56年 1981年 70 金賞 （ 21） 63 上位

昭和57年 1982年 71 64 優等賞

昭和58年 1983年 72 金賞 （ 22） 65 優等賞

昭和59年 1984年 73 金賞 （ 23） 66 優等賞

昭和60年 1985年 74 金賞 （ 24） 67 優等賞

昭和61年 1986年 75 68 優等賞

昭和62年 1987年 76 入賞 69 優等賞

昭和63年 1988年 77 入賞 70 優等賞
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開催年次 全国新酒鑑評会 南部杜氏自醸清酒鑑評会

和暦 西暦 回数 成績 回数 成績

本社蔵 矢本蔵 本社蔵 矢本蔵

平成 1年 1989年 78 71 優等賞

平成 2年 1990年 79 72 優等賞

平成 3年 1991年 80 73 優等賞

平成 4年 1992年 81 74

平成 5年 1993年 82 75 優等賞

平成 6年 1994年 83 76

平成 7年 1995年 移転の為開催されず 77 優等賞

平成 8年 1996年 84 金賞 （ 25） 入賞 78 優等賞 優等賞 （ 1）

平成 9年 1997年 85 入賞 金賞 （ 1） 79 優等賞 ２位 （ 2）

平成10年 1998年 86 金賞 （ 26） 80 首席 優等賞 （ 3）

平成11年 1999年 87 81 優等賞 優等賞 （ 4）

平成12年 2000年 88 入賞 金賞 （ 2） 82 ８位 ２位 （ 5）

平成13年 2001年 89 金賞 （ 27） 金賞 （ 3） 83 優等賞 ２位 （ 6）

平成14年 2002年 90 金賞 （ 28） 金賞 （ 4） 84 優等賞 優等賞 （ 7）

平成15年 2003年 91 金賞 （ 29） 金賞 （ 5） 85 ４位 優等賞 （ 8）

平成16年 2004年 92 金賞 （ 30） 金賞 （ 6） 86 優等賞 首席 （ 9）

平成17年 2005年 93 入賞 金賞 （ 7） 87 優等賞 １２位 （ 10）

平成18年 2006年 94 入賞 入賞 88 優等賞 優等賞 （ 11）

平成19年 2007年 95 入賞 金賞 （ 8） 89 １３位 １４位 （ 12）

平成20年 2008年 96 金賞 （ 31） 入賞 90 ５位 優等賞 （ 13）

平成21年 2009年 97 入賞 91 優等賞 優等賞 （ 14）

平成22年 2010年 98 金賞 （ 32） 92 優等賞 優等賞 （ 15）

平成23年 2011年 99 金賞 （ 33） 金賞 （ 9） 東日本大震災の為開催されず

平成24年 2012年 100 入賞 金賞 （ 10） 93 優等賞 優等賞 （ 16）

吟醸酒 （ 60） 吟醸酒 （ 17）

平成25年 2013年 101 入賞 金賞 （ 11） 94 純米吟醸酒(1)

純米酒 (1)

吟醸酒 （ 61） 吟醸酒 （ 18）

平成26年 2014年 102 金賞 （ 34） 金賞 （ 12） 95 純米吟醸酒(2)

純米酒(2)

純米吟醸酒1位(3)

平成27年 2015年 103 金賞 （ 35） 入賞 96 吟醸酒 （ 62） 吟醸酒 （ 19）

純米酒 (3)

平成28年 2016年 104 97 純米吟醸酒３位 (4) 吟醸酒13位 （ 20）

金賞 （ 36） 金賞 （ 13） 吟醸酒 (63)

純米酒 (4)

平成29年 2017年 105 金賞 (37) 金賞 (14) 98 純米吟醸酒 (5) 吟醸酒 （ 21）

吟醸酒 (64)

吟醸酒 首席 （ 65）

平成30年 2018年 106 金賞 (15) 99 純米吟醸酒(6)

純米酒(5)
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東北清酒鑑評会（主催：仙台国税局）

東北清酒鑑評会は、清酒の製造技術および品質の向上を目的に開催されています。

吟醸酒および純米酒を審査する部門に分かれており、製造から半年ほど貯蔵熟成させた清

酒に対して、良質の市販清酒を製造するための技術の向上につなげるという観点から品質評

価が行われています。

優等賞とは、出品酒の中で特に優秀と認められたものです。

下記表中の「吟醸酒」 「純米酒」表記は優等賞を受賞した部を記載しております。

開催年次 成績

和暦 西暦 本社蔵 矢本蔵

昭和40年 1965年 吟醸酒

昭和41年 1966年

昭和42年 1967年 吟醸酒

昭和43年 1968年 吟醸酒

昭和44年 1969年 吟醸酒

昭和45年 1970年

昭和46年 1971年

昭和47年 1972年 吟醸酒

昭和48年 1973年 吟醸酒

昭和49年 1974年

昭和50年 1975年 吟醸酒

昭和51年 1976年 吟醸酒

昭和52年 1977年

昭和53年 1978年

昭和54年 1979年 吟醸酒

昭和55年 1980年 吟醸酒

昭和56年 1981年 吟醸酒

昭和57年 1982年

昭和58年 1983年 吟醸酒

昭和59年 1984年 吟醸酒

昭和60年 1985年 吟醸酒

昭和61年 1986年

昭和62年 1987年 吟醸酒

昭和63年 1988年 吟醸酒

純米酒

平成 1年 1989年 吟醸酒

純米酒

平成 2年 1990年 吟醸酒

純米酒

平成 3年 1991年

平成 4年 1992年 吟醸酒

平成 5年 1993年

平成 6年 1994年

平成 7年 1995年 吟醸酒

平成 8年 1996年 吟醸酒 吟醸酒

平成 9年 1997年 吟醸酒 吟醸酒

平成10年 1998年 吟醸酒 吟醸酒
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開催年次 成績

和暦 西暦 本社蔵 矢本蔵

平成11年 1999年 吟醸酒

平成12年 2000年 純米酒 吟醸酒

平成13年 2001年 吟醸酒 吟醸酒

平成14年 2002年 吟醸酒 吟醸酒

平成15年 2003年 吟醸酒・純米酒 純米酒

平成16年 2004年 吟醸酒・純米酒 吟醸酒

平成17年 2005年 吟醸酒・純米酒 吟醸酒

平成18年 2006年 吟醸酒

平成19年 2007年 吟醸酒

平成20年 2008年 純米酒

平成21年 2009年 吟醸酒・純米酒

平成22年 2010年 純米酒

平成23年 2011年 吟醸酒

平成24年 2012年

平成25年 2013年 純米酒

平成26年 2014年 純米酒 吟醸酒

平成27年 2015年 吟醸酒・純米酒

平成28年 2016年 吟醸酒・純米酒 吟醸酒

平成29年 2017年 吟醸酒・純米酒
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宮城県清酒鑑評会（主催：宮城県酒造組合）

県産酒の技術レベルの向上を目的として平成１１年より開催。

宮城県産米を１００％使用した純米酒、純米吟醸酒の市販酒の原酒を対象とし、技術者や専門家が審査に

あたっています。

平成１９年からは従来の技術者や専門家による審査の他に消費者代表が審査する「サポーターズ・セレクシ

ョン」を新設。平成１９年に発足した日本酒愛好家の集い「日本酒サポーターズ倶楽部・みやぎ」の会員で、宮

城県きき酒選手権大会での成績優秀者（１５名程度）が審査員として審査にあたっています。

回数 開催年次 本社蔵 矢本蔵

1 平成 11 年 宮城県知事賞（首位） 県産米ササニシキ 宮城県酒造組合会長賞 一般吟醸酒の部

(1999 年) 純米酒の部（生一本浦霞）

宮城県酒造組合会長賞 一般吟醸酒の部

2 平成 12 年 宮城県知事賞（首位） 県産米ササニシキ 宮城県酒造組合会長賞 一般吟醸酒の部

(2000年) 純米酒の部（生一本浦霞）

宮城県産業技術総合 県産米トヨニシキ

センター所長賞 純米吟醸酒の部（浦霞禅）

3 平成 13 年 宮城県知事賞（首位） 県産米ひとめぼれ 宮城県酒造組合会長賞 一般吟醸酒の部

(2001年) 純米酒の部

4 平成 14 年 宮城県知事賞（首位） 県産米蔵の華

(2002年) 純米吟醸酒の部

（蔵の華純米大吟醸浦霞）

宮城県知事賞（首位） 県産米ササニシキ

純米酒の部（生一本浦霞）

5 平成 15 年 宮城県知事賞（首位） 県産米トヨニシキ

(2003年) 純米吟醸酒の部（浦霞禅）

宮城県知事賞（首位） 県産米ひとめぼれ

純米酒の部

6 平成 16 年 宮城県古川農業 県産米ササニシキ

(2004年) 試験場長賞 純米酒の部（生一本浦霞）

宮城県産業技術 県産米蔵の華

総合センター所長賞 純米吟醸酒の部

（蔵の華純米大吟醸浦霞）

宮城県酒造組合会長賞 一般吟醸酒の部

7 平成 17 年 宮城県知事賞（首位） 県産米蔵の華 優等賞 一般吟醸酒の部

(2005年) 純米吟醸酒の部

（蔵の華純米大吟醸浦霞）

宮城県古川農業 県産米ひとめぼれ

試験場長賞 純米酒の部

宮城県酒造組合会長賞 一般吟醸酒の部

8 平成 18 年 河北新報社賞 県産米蔵の華 全農宮城県本部長賞 県産米純米酒の部

(2006年) 純米吟醸酒の部 （特別純米酒浦霞）

（蔵の華純米大吟醸浦霞）

9 平成 19 年 サポーターズ・ 一般吟醸酒の部

(2007年) セレクション 金賞

サポーターズ・ 県産米純米酒の部

セレクション 金賞 （生一本浦霞）

10 平成 20年

(2008年)



- 7 -

回数 開催年次 本社蔵 矢本蔵

11 平成 21年 宮城県古川農業 県産米蔵の華

(2009年) 試験場長賞 純米吟醸酒の部

（蔵の華純米大吟醸浦霞）

宮城県産業技術 県産米ササニシキ

総合センター所長賞 純米酒の部（生一本浦霞）

サポーターズ・ 県産米純米吟醸酒の部

セレクション 金賞 （蔵の華純米大吟醸浦霞）

12 平成 22年 サポーターズ・ 県産純米酒の部 宮城県知事賞（首位） 県産純米酒の部

(2010年) セレクション 銅賞 （蔵の華純米大吟醸浦霞） （特別純米酒 浦霞）

サポーターズ・ 県産純米酒の部

セレクション 金賞 （特別純米酒 浦霞）

13 平成 23年 サポーターズ・ 一般純米酒の部 宮城県産業技術総合 県産米純米酒の部

(2011年) セレクション 銅賞 （蔵の華純米大吟醸浦霞） センター所長賞 （特別純米酒浦霞）

サポーターズ・ 県産米純米酒の部

セレクション 銅賞 （特別純米酒浦霞）

14 平成 24年 全国農業協同組合 県産米純米吟醸酒の部

(2012年) 連合会宮城県本部長賞 （蔵の華純米大吟醸浦霞）

15 平成 25年 サポーターズ・ 一般純米酒の部 宮城県古川農業 県産米純米酒の部

(2013年) セレクション 銅賞 試験場長賞 （特別純米酒浦霞）

16 平成 26年 宮城県古川農業 県産米純米吟醸酒の部 河北新報社賞 県産米純米酒の部

(2014年) 試験場長賞 （蔵の華純米大吟醸浦霞） （特別純米酒浦霞）

サポーターズ・ 一般純米酒の部 サポーターズ・ 一般吟醸酒の部

セレクション 銅賞 セレクション 銅賞

17 平成 27年 宮城県古川農業 県産米純米酒の部

(2015年) 試験場長賞 （特別純米酒生一本浦霞）

河北新報社賞 県産米純米吟醸酒の部

（蔵の華純米吟醸浦霞）

宮城県酒造組合会長長 一般吟醸酒の部

（大吟醸浦霞）

サポーターズ・ 一般吟醸酒の部

セレクション 金賞 （大吟醸浦霞）

サポーターズ・ 県産米純米酒の部

セレクション 銀賞 （特別純米酒生一本浦霞）

一般純米大吟醸酒の部

（純米大吟醸浦霞）

18 平成 28年 宮城県古川農業 県産米純米酒の部

(2016年) 試験場長賞 （特別純米酒生一本浦霞）

河北新報社賞 県産米純米吟醸酒の部

（蔵の華純米吟醸浦霞）

宮城県酒造組合会長長 一般純米酒の部

（純米大吟醸浦霞）

一般吟醸酒の部

（純米吟醸浦霞）

サポーターズ・ 県産米純米酒の部

セレクション 金賞 （特別純米酒生一本浦霞）

サポーターズ・ 一般純米酒の部

セレクション 銅賞 （純米大吟醸浦霞）

一般吟醸酒の部

（大吟醸浦霞）
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19 平成 29年 宮城県酒造組合会長長 一般純米酒の部

(2017年) （純米大吟醸浦霞）

サポーターズ・ 一般吟醸酒の部

セレクション 銀賞 （大吟醸浦霞）
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インターナショナル・ワイン・チャレンジ（ International Wine Challenge： IWC）

毎年、ロンドンで開催されている、世界最大規模・最高権威に評価されるワイン・コンペティション。２００７年

に「ＳＡＫＥ部門」が新設され、ワインとともに日本酒の品評会も同時に行われています。各カテゴリーにおい

てゴールドメダルを獲得した出品酒のうち、さらにそれ以上のレベルに達していると認められたものに、「トロフ

ィー」が与えられ、その「トロフィー」受賞出品酒のなかから、日本酒部門の最高賞として「チャンピオン・サケ」

が選ばれます。

回数 開催年次 出品カテゴリー 出品酒 賞

1 平成19年 純米大吟醸酒の部 山田錦純米大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

(2007年 ) 本醸造酒の部 原酒 浦霞 銀メダル(Silver）

古酒の部 山田錦純米大吟醸 浦霞 古酒 銅メダル(Bronze)

2 平成20年 純米酒の部 山廃特別純米酒 浦霞 銅メダル(Bronze)

(2008年 ) 純米大吟醸酒の部 山廃純米大吟醸 浦霞 ひらの 銀メダル(Silver）

本醸造酒の部 原酒 浦霞 銀メダル(Silver）

古酒の部 山田錦純米大吟醸 浦霞 古酒 銀メダル(Silver）

3 平成21年 古酒の部 山田錦純米大吟醸 浦霞 古酒（１７ＢＹ） 宮城トロフィー、金メダル(Ｇold)

(2009年 ) 純米大吟醸酒の部 山田錦純米大吟醸 浦霞 銀メダル(Silver）

大吟醸の部 大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

4 平成22年 純米大吟醸酒の部 山廃純米大吟醸 浦霞 ひらの 銅メダル(Bronze)

(2010年 ) 山田錦純米大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

大吟醸酒の部 大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

本醸酒の部 原酒 浦霞 銅メダル(Bronze)

5 平成23年 純米大吟醸酒の部 蔵の華 純米大吟醸 浦霞 金メダル(Ｇold)

(2011年 ) 山田錦純米大吟醸 浦霞 古酒 銀メダル(Silver）

山田錦純米大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

6 平成24年 本醸造酒の部 原酒 浦霞 銀メダル(Silver）

(2012年 ) 純米酒の部 木桶仕込み山廃純米酒 浦霞 貳百八拾號 銅メダル(Bronze)

7 平成25年 純米大吟醸酒の部 蔵の華純米大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

(2013年 ) 大吟醸酒の部 大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

8 平成26年 純米大吟醸酒の部 蔵の華純米大吟醸 浦霞 銀メダル(Silver）

(2014年 ) 山田錦純米大吟醸 浦霞 古酒 銅メダル(Bronze)

大吟醸酒の部 大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

9 平成27年 本醸造酒の部 原酒 浦霞 銀メダル(Silver）

(2015年 )

10 平成28年 純米大吟醸の部 山廃純米大吟醸 浦霞 ひらの 銀メダル(Silver）

(2016年 ) 山田錦純米大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

11 平成29年 純米大吟醸の部 浦霞 純米大吟醸 “M” 金メダル(Ｇold)

(2017年 ) 山廃純米大吟醸 浦霞 ひらの 銀メダル(Silver）

山田錦純米大吟醸 浦霞 銀メダル(Silver）

蔵の華純米大吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

大吟醸酒の部 大吟醸 浦霞 銀メダル(Silver）

純米吟醸の部 蔵の華純米吟醸 浦霞 銅メダル(Bronze)

本醸造酒の部 原酒 浦霞 銅メダル(Bronze)

12 平成30年 純米大吟醸の部 浦霞 純米大吟醸 “M” 2015by 銀メダル(Silver）

(2018年 ) 山廃純米大吟醸 浦霞 ひらの 2016by 銀メダル(Silver）

蔵の華純米大吟醸 浦霞 2016by 銀メダル(Silver）
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全米日本酒歓評会（U.S. National Sake Appraisal）
ハワイ・ホノルルで毎年開催されている日本酒鑑評会。アメリカ国内において日本酒と日本酒文化について

の理解を深めることを目的に2001年にスタートした鑑評会です。日本とアメリカの10人の審査員が300点以上

の出品酒を評価します。審査の結果上位の得点の出品酒には金賞と銀賞が授与され、さらに、金賞受賞酒の

中から総合評価で特に高得点を獲得した出品酒に「グランプリ 」 「準グランプリ 」を授与されます。2001年度よ

りの歓評会での受賞を数値化し、その累計が最も高くなった蔵元にエメラルド賞が贈られます。歓評会の後、

出品酒はすべてホノルル、ラスベガス、そして東京で開かれる一般公開の利き酒のイベント、ジョイ ・オブ・サ

ケに提供されます。

出品部門

大吟醸酒部門A • • • • • • • • • 精米歩合40％以下

大吟醸酒部門B • • • • • • • • • 精米歩合50％以下

吟醸酒部門 • • • • • • • • • • • 精米歩合60％以下

純米酒部門 • • • • • • • • • • • 精米歩合70％以下

回数 開催年次 出品部門 出品酒 賞

8 平成20年 純米酒部門 純米酒 浦霞 金メダル

(2008年 ) 吟醸酒部門 純米吟醸 浦霞禅 銀メダル

9 平成21年 純米酒部門 純米酒 浦霞 金メダル

(2009年 ) 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 銀メダル

10 平成22年 純米酒部門 純米酒 浦霞 金メダル

(2010年 ) 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 金メダル

11 平成23年 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 銀メダル

(2011年 ) 吟醸酒部門 純米吟醸 浦霞禅 銀メダル

12 平成24年 純米酒部門 純米酒 浦霞 銀メダル

(2012年 )

13 平成25年 純米酒部門 純米酒 浦霞 金メダル

(2013年 ) 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 銀メダル

14 平成26年 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 金メダル

(2014年 ) 吟醸酒部門 純米吟醸 浦霞禅 銀メダル

純米酒部門 純米酒 浦霞 銀メダル

15 平成27年 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 銀メダル

(2015年 ) 吟醸酒部門 純米吟醸 浦霞禅 銀メダル

16 平成28年 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 銀メダル

(2016年 ) 吟醸酒部門 純米吟醸 浦霞禅 金メダル

純米酒部門 純米酒 浦霞 金メダル

17 平成29年 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 金メダル

(2017年 ) 吟醸酒部門 純米吟醸 浦霞禅 銀メダル

純米酒部門 純米酒 浦霞 金メダル

18 平成30年 エメラルド賞受賞

(2018年) 大吟醸酒部門Ｂ 山田錦純米大吟醸 浦霞 金メダル

吟醸酒部門 純米吟醸 浦霞禅 金メダル

大吟醸酒部門Ａ 純米大吟醸 浦霞 "M" 銀メダル

2018.08.01


