
公開 出品 精米 優等賞（◎）
商品名 原料米品種 歩合

番号 記号 ％ 入賞（○）
宮城県産米１００％使用・純米酒の部

1 四季の松島 純米 （阿部勘） ハ 蔵の華 55 ◎宮城県産業技術総合センター所長賞
2 一ノ蔵 特別純米原酒 3.11未来へつなぐバトン ロ 蔵の華（JAS認証有機米） 60
3 一ノ蔵 特別純米酒 大和伝 ハ 蔵の華（環境保全米Bﾀｲﾌﾟ） 50
4 一ノ蔵 秋上がり純米酒 ニ 蔵の華 65
5 一ノ蔵 特別純米酒 ひやおろし ホ 蔵の華 55
6 わしが國 特別純米酒 酒一筋 ハ 蔵の華 60 ◎宮城県知事賞
7 綿屋 特別純米酒 蔵の華 コットンクラブ チ 蔵の華 55 ○
8 萩の鶴 極上 純米酒 ホ 蔵の華 50
9 澤乃泉 特別純米酒 ひやおろし ヘ 蔵の華 55 ○

10 澤乃泉 特別純米酒 ト 蔵の華 55 ◎全農宮城県本部長賞
11 澤乃泉 純米辛口 チ 蔵の華 55 ○
12 水鳥記 特別純米酒 蔵の華 （金紋両國） ハ 蔵の華 55
13 浦霞 特別純米酒 生一本 ニ ササニシキ 60
14 一ノ蔵 特別純米原酒 ふゆみずたんぼ 冬期湛水米仕込 イ ササニシキ（JAS認証有機米） 55
15 一ノ蔵 特別純米酒 辛口 チ ササニシキ、蔵の華 55 ○
16 あたごのまつ 特別純米 ロ ササニシキ 60 ○
17 黄金澤 山廃 純米酒 イ ササニシキ 60 ○
18 美禄 <冬> 特別純米 ササニシキ55 （伏見男山） ハ ササニシキ 55 ○
19 乾坤一 特別純米辛口 ヘ ササニシキ 55
20 乾坤一 純米酒 ト ササニシキ 60 ○
21 勝山 特別純米 縁 ロ ひとめぼれ 55 ◎宮城県古川農業試験場長賞
22 雪の松島 ひとめぼれ 純米酒 生詰 ニ ひとめぼれ 60
23 一ノ蔵 有機米仕込 特別純米酒 ヘ ひとめぼれ（JAS認証有機米） 55
24 一ノ蔵 特別栽培米仕込み 特別純米酒 ト ひとめぼれ（環境保全米Bﾀｲﾌﾟ） 60
25 綿屋 特別純米酒 （生成ラベル） ホ ひとめぼれ 55
26 綿屋 特別純米酒 新生漢方米 幸之助院殿 ヘ ひとめぼれ（新生漢方米） 55 ○
27 萩の鶴 手造り純米酒 ヘ ひとめぼれ 60
28 水鳥記 特別純米酒 吟のいろは （金紋両國） ロ 吟のいろは 60
29 天上夢幻 特別純米 旨口 ハ トヨニシキ、蔵の華 60 ○
30 綿屋 特別純米酒 （黒ラベル） ト トヨニシキ 55
31 ＺＡＯ Ｋ 純米酒 （藏王） ロ トヨニシキ 65 ◎河北新報社賞
32 鶯咲 特別純米酒 （宮寒梅） ハ 美山錦 55 ○
33 蔵王 特別純米酒 イ 美山錦 55 ○
34 鳳陽 特別純米酒 まなむすめ ロ まなむすめ 55 ○
35 浦霞 純米酒 秋あがり Ｙイ まなむすめ 65
36 浦霞 特別純米 だて正夢 ハ だて正夢 60
37 阿部勘 特別純米酒 ロ げんきまる 60 ○
38 乾坤一 純米酒 愛国 チ 愛国 60

宮城県産米１００％使用・純米吟醸酒の部
39 雪の松島 蔵の華 純米吟醸 イ 蔵の華 50
40 宝船浪の音 純米大吟醸 蔵の華 イ 蔵の華 45
41 浦霞 蔵の華 純米吟醸 ロ 蔵の華 55 ◎宮城県産業技術総合センター所長賞
42 あたごのまつ 純米吟醸 ささら イ 蔵の華 55 ○
43 わしが國 純米吟醸 イ 蔵の華 55 ○
44 天上夢幻 純米吟醸 蔵の華 イ 蔵の華 50 ○
45 純米吟醸酒 宮農 樹徳邦穣（綿屋） イ 蔵の華（宮農米） 50
46 綿屋 純米吟醸酒 蔵の華 ロ 蔵の華 50 ○
47 澤乃泉 対の純米 純米吟醸 双対・陰 ハ 蔵の華 45 ○
48 澤乃泉 純米大吟醸 ホ 蔵の華 45 ○
49 金紋両國 純米吟醸酒 福宿 イ 蔵の華 55
50 蒼天伝 純米大吟醸 蔵の華　（伏見男山） イ 蔵の華 45 ○
51 日高見 弥助 芳醇辛口純米吟醸 ロ 蔵の華 50
52 勝山 吟のいろは 純米大吟醸 イ 吟のいろは 50 ◎宮城県古川農業試験場長賞
53 鳳陽 純米大吟醸 イ 吟のいろは 40 ◎河北新報社賞
54 雪の松島 純米大吟醸 吟のいろは ロ 吟のいろは 40
55 雪の松島 吟のいろは 純米吟醸 生詰 ハ 吟のいろは 50
56 浦霞 純米吟醸 吟のいろは イ 吟のいろは 50 ○
57 阿部勘 吟のいろは 純米吟醸 イ 吟のいろは 55 ◎全農宮城県本部長賞
58 わしが國 純米吟醸 吟のいろは ロ 吟のいろは 50 ◎宮城県知事賞
59 黄金澤 純米大吟醸 斧琴菊（よきこときく） ロ 吟のいろは 50 ○
60 綿屋 純米吟醸 吟のいろは ハ 吟のいろは 50
61 萩の鶴 吟のいろは 純米吟醸 イ 吟のいろは 48 ○
62 美禄 純米吟醸 吟のいろは　（伏見男山） ロ 吟のいろは 50
63 日高見 純米吟醸 Daccha 吟のいろは イ 吟のいろは 50
64 乾坤一 純米吟醸 吟のいろは ホ 吟のいろは 50
65 田林 純米大吟醸 美山錦 28％精米（真鶴） イ 美山錦 28
66 田林 純米大吟醸 美山錦（真鶴） ロ 美山錦 35
67 田林 純米吟醸 美山錦（真鶴） ハ 美山錦 50
68 宮寒梅 純米大吟醸 贅撰 イ 美山錦 40
69 宮寒梅 純米大吟醸 ロ 美山錦 45 ○
70 萩の鶴 純米吟醸（緑文字） ロ 美山錦 50
71 萩の鶴 純米吟醸（金文字） ハ 美山錦 48 ○
72 萩の鶴 純米大吟醸 ニ 美山錦 35 ○
73 澤乃泉 純米吟醸 美山錦 ニ 美山錦 50
74 一迫小僧佐藤農場 限定山田錦 純米吟醸（綿屋） ニ 山田錦 55 ○
75 澤乃泉 純米大吟醸 きらめきのしずく イ 山田錦 40 ○
76 乾坤一 純米大吟醸 粒粒辛苦 ロ 山田錦 50
77 乾坤一 純米吟醸 冬華 イ ササニシキ 50 ○
78 澤乃泉 純米大吟醸 つや姫 ロ つや姫 45
79 天上夢幻 純米吟醸 会員制限定品 ロ トヨニシキ、蔵の華 50 ○
80 乾坤一 純米吟醸 鈴風 ハ ササシグレ 50

◎全農宮城県本部長賞（全国農業協同組合連合会宮城県本部長賞）
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