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Japan Wine Competition 2004 (第 2 回国産ワインコンクール)開催報告

Report of outline of Japan Wine Competition 2004 (2 nd Japan 
Domestic Wine Competition ) 

はじめに

2004 年7月26"'28 日の3日問、甲府市内のホテル

紫玉苑において、国産原料果実に限定したJapan

wine competition2004 (第 2 回国産ワインコンク

ール)が開催された。本コンクールは、我が国の国

産原料を用いて醸造したワインの品質向上と認知度

を広めていくことを目的に昨年度から始まったもの

である。本コンクールの開催の趣旨や経緯等につい

ては本誌 (Vo 1.1 4.No.2 ，2003) に詳しく述べたの

で省略するが、昨年は当初の予想を大きく上回る

418 点の出品があり、結果は金賞2点、銀賞21 点と

厳しかったが、このコンクールの厳正さを証明する

ことになった。

コンクールの評価を高めていくためには、厳正な

審査は勿論であるが、まず継続と定着が重要であり、

第2回目も昨年度と同一時期に開催することとした。

第1回目に出品されたワイナリーからの意見や提

案などを踏まえ、審査方法や出品要件などを一部修

正して開催したが、その概要を下記のとおり報告す

る。

O 審査基準の修正

昨年の審査結果や出品メーカーへの無作為のアン

ケート調査結果及び審査部会員の意見を基に第1回

の実行委員会 (4月26 日)に先立ち、 4月20 日に審

査部会を甲府市内で開催し、以下のように昨年基準

を修正した。

カテゴリー-

l.北米系品種及びフルーツのカテゴリーを、ブ

ドウとそれ以外の果実を明確に分ける事が審査をし

易くすることから、 「北米系品種J と「フルーツ」

に独立させる。

2. 極甘口ワインの評価を通常のワインと同列で

山梨県工業技術センター 小宮山美弘

で独立させるのは妥当性が少ないので同カテゴリー

に帰属させる。

4. 甲州種のカテゴリーも他の品種と同様に原料

75% 以上としてきたが、同品種を独立させる以上

100% でなければ、意義がなく、また、昨年の出品

酒のうち95% が100% 甲州であったことから、甲州

のみは100% とする。

5. ロゼワインの代表的品種に具体的なブドウ品

種名を付加しないこととする。

数量;

1， 000 本については議論があったが、市場性を重

視し、これまでどおりとし、極甘口のみ100 本とす

る。

表彰区分;

l.特別賞は、審査部会のコンセプトとは異なっ

た高い評価の印象を与えたことから廃止する。

2. 入選は奨励賞とする。

3. 5本以上出品のあったカテゴリーで、銅賞以

上を受賞したものの中から最高得点を得たものをカ

テゴリー賞とする。(昨年は優秀カテゴリー賞とし

て、銀賞以上にしか与えなかった)

審査方法;

1.昨年のように 10 人のグループでは評点が平

均化してしまうとともに時間を要するため、少人数

グループとする。グループ数は出品点数が明らかに

なった時点で協議する。

2. 国産ワインの認知度を広める観点から技術専

門家以外を2人ほどさらに加える。具体的には事務

局に一任するが、ソムリエ協会に派遣を要請する。

実施することは難しいので、これを独立させ、残糖 *これらの修正案を実行委員会に諮り、基本的な

分の基準を設定した (>100g/ 1) 。 了承を得て募集することとした。

3. マスカットペリーA のみを国内改良品種の中
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表① Ja 伊 uWi 田 α)s¥pe出国立∞4 (第 2 回国産ワインコンクール)実行委員会

所 腐 役職名 氏 名

名誉会長 山梨県 知事 山本栄彦

会 長 国立大学法人山梨大学 工学部長 横塚弘量産

副 会長 山形県ワイン酒造組合 理事長 横田淳

監 事 山梨県ワイン酒造組合 会 長 上 野昇

道産ワイン懇談会
会 長 膨井勝丸

代理 馬村公宏

長野県ワイン協会 会 長 曽我義雄

日本ワイナリー協会 理事長 鈴木忠雄

山梨県商工労働部 都長 勝 良三

山梨県工業技術センター 所長 中込勝

0 外国人審査員の選任について

外国人審査員については昨年と同様、技術専門家

とジャーナリストの 2 人を選任することとした。昨

年と同じ審査員の要請を検討したが、日程と本人の

都合で以下の 2 人を選任した。

1.ジル・ド・ jレベル

ボルド一大学醸造学部助教授。昨年来日したベ

ルトラン教授の下で分析化学を中心に研究活動を行

っており、ワインのフレーパ一生成に関する研究を

行っている。

2. デニス・ガスティン

オーストラリア シドニー在住で、ワインライ

ターとして活躍中。在日オーストラリア大使館に勤

務していたことがあり、日本のワインに関心が高く、

アジアのワイン全体に関するレポートも多い。

0 実行委員会メンバーと審査委員の選任につい

て

実行委員のメンバーは昨年と同様であったが、昨

年の実績を踏まえて日本ワイナリー協会がオブザー

パーから正式な委員として参加することになった

(表1) 。

審査委員はソムリエ協会から 2人の追加を加え、

合計 22 名の審査員を選任した。各地域代表委員の

メンバーはそれぞれの地域の事情により昨年とは若

干変更があった(表2) 。

0 出晶状況

5月に出品公募を開始したが、最終的には86 ワイ

ナリ一、 405 点の出品があった。昨年は103 ワイナ

リ一、 418 点と比較すると、出品点数は大きな差は

小宮山美弘

ないもののワイナリーの数は20% 弱減少した。コ

ンクールの趣旨からより多くのワイナリーの出品が

望まれることを考えると後日の検証を待ちたい。カ

テゴリー別の内訳は表3のとおりである。カテゴリ

ー別の比率は昨年とほぼ同様であった。

表② Japan Wine Competition 2'α )4 (第2 回国産ワインコンクール)

審査員名簿 {敬称略}

氏 名 所属・役職

ジル ドルベル
フランス・ボルド一大学随進学部助教授

Oilles de Revd 

デニスガスTイン
ワインジャーナリスト(オーストラリア在住)

D園田 G 掴 tin

吉田裕一 東京国税局鑑定官室主任鑑定宮

橋爪克己 強立行政法人酒類総合研究所原料研究室長

篠原隆 山梨大学ワイン科学研究センター長教授

荻野敏 山梨県工業技術センター ワインセンター支所長

小阪国嘉昭 日本ワイナリー協会参与

浅田島美 (社)日本ソムリエ協会名誉会長

高野豊 (社}日本ソムリヱ協会理事

林暁男 (社)日本ソムリエ也会監事

戸塚昭
東京良業大学客員教授銭箭上

厳造伎術コン切ティンr会社(有)テクノカルチャ一代表取締役

省坂芙美子
ワインジャーナリスト

ワイン専門誌 rVino 血司田{ヴィノテーク)J Fou岡町

田 辺 由 美
総合ワインコンサルタント

ワインアンドワイシカルチャー{練)代表取締役社長

松本信彦
フフンス国風造士

ボルド一大学利酒士

中林司
道産ワイン懇談会代表

池閏町東京事務所長

浅利邦博
道産ワイン懇談会代表

(株)はとだてわいん企画管理室部長

自国重明
山形県ワイン酒造組合事業推進委員長

(省)朝日町ワイン業務部長

畑貴嘉
山形県ワイン酒造組合代表

高島ワイン(株)製造グループ グループマネージャー

塚原嘉章
長野県ワイン協会監事

駒井筒ワイン代表取締役

久 世 良 三
長野県ワイン協会理事

(株)斑尾高原良場代表取締役

三揮茂計
山梨県ワイン酒造組合副会長

中央葡萄酒(株)代表取締役

大 村 春 夫
山梨県ワイン酒造組合代表

丸底葡萄酒工業(株)専務取蹄役

品を(3~ J;句...Wi即日JmpellU 叩弐X凶カテゴリー骨'1エントリ，数

Ca 担カsテoηゴリNbm名 e 宜beNu 田 berof EnIr加
エントリー量

VINlFERA Red 赤 1fT 

融州系晶開
White 円 9S 

JAPAN I!SE HVBRID 血圃2 亦 輔

問内改良品禰
Whi 匝 円 ， 

KOSHV 
95 

叩州

LABRVSCA Red 赤 3 

北米系品種
W 脳血 自 22 

EXTREMELYSWEET~NE 
IS 

樹 11 口

且E栂EWINE
ロゼワイン 13 

SPARKL目可G~NE
スハークリノグワイン 3 

FRUITWINE n 
フルーツワイン

T 0 t a 1 
合 計

4陪
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O 審査方法

この結果を受けて審査方法を審査部会において検

討した。一次審査は審査員22 名に実行委員会より 4

名が加わり、 3つのグループに分けて20 点満点法で

審査を行った。本審査はスピーディーな進行と意見

交換の密度を高めるため、 22 名を4つのグループに

分けることとし、 2つのグループは同一試料の利き

酒を行った。最終評点は同一ワインを担当した2つ

のグループの全審査員の審査点数の平均値とした。

一次審査はグループ別に40 点ずつワインを並べ、

総合点数 12 点以上を通過点数の基準とした。本審

査は、 10 点ごとにワインの評価項目ごとに採点・

評価し、各グループのリーダーがその進行役を務め

た。審査表については本誌、 Vo 1.14.No.2 ，2003 を

参照されたい。
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え議
浅草4.t~

d 議
写真②最終審査風景

0 審査スケジュール

7月26 日午後1時~

審査員打合会を開催。 Japan Wine 

Competition の意義と背景、審査員留意事項、

審査日程、審査方法、昨年度の受賞ワインを用

いてのレベル合わせ。

同日 午後3: 30'" 5: 30 一次審査

7月27 日 午前9: 00"'12 : 00 一次審査

同日 午後1: 30'" 5: 30 本審査

7月28 日 午前9: 00"'12 : 00 本審査

7月27 日及び28 日のいずれも予定時間を超える

審査時間を要したが、昨年に比較するとグルー

プを分けたねらいの効果が認められた。

審査結果は7月28 日午後開催された実行委員会の

承認を得た後、出品ワインの申告内容とワインの照

合を行い、 8月6日に報道関係に公開した。

0 審査結果

出品ワイン405 点に対して、一次審査通過ワイン

は291 点(昨年194 点)であり、昨年を大幅に上回

った。入賞ワインについては表4のとおりである。

金賞4点(17.5 点以上)、銀賞14 点 (15.5 点以上)、

銅賞123 点 (13.5 点以上)、奨励賞103 点(12.0 点

以上)の合計244 点が受賞することになった。また

カテゴリー賞は、それぞれのカテゴリーの中の最高

点のワインに与えることとしたが、該当ワインが

13.5 未満の場合は該当なしとした。
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表④ Ja戸岨W 岨eC咽 .pe凶叫似M 受賞ワインリスト

貧 カテゴリー 銘 柄 会社名

金賞 白欧州系品種 菊鹿ナイト・ハーベストシャルドネ樽発酵2悦治 熊本ワイン

金賞・カテゴリー賞 自欧州系品種 Cha~回uM町司皿北信シャルドネ Z庇ロ メルシャン勝沼ワイナリー

金賞・カテゴリー賞 亦欧州系品種 グランポレール長野古里ぶどう園 カベルネ・ソーヴィ三ヨン 2000 サッポロワイン

金賞・カテゴリー賞 極甘口 1 9 9 7  貴腐 郷 4 0 林態調

銀賞 白欧州系品種 主主石坂嗣 2(脱 サントリー登美の丘ワイナリー

銀賞 自欧州系品種 00 高島シャルドネ得熟成了ン7ィ川田トー 高島ワイン

銀賞 白欧州系品種 円以信州小諸ンャルドネ樽仕込 1998 マンズワイン

銀賞 白欧州系品種 奥 出雲ワインシャルドネ2α ロ 奥出雲循萄園

銀賞 白欧州系品種 プ テ ィ グ ラ ンポレール北海道ケルナー 遅摘み 2003 サッポロワイン

銀賞・カテゴリー賞 白 国内改良品種 リラリス信漉リ-Aリンヲ.2α ロ マンズワイン

銀賞 甲州 光甲 州 2000 ルミエール

銀賞・カァゴリー賞 甲州 ソラリス古酒甲州 lS 問調。 マンズワイン

銀賞 甲州 フジクレール甲州樽熟成甘口 2002 フジッコワイナリー

銀賞 赤欧州系品種 ソラリス信州千曲川産メルロー 1998 マンズワイン

銀賞 赤欧州系品種 セレクト赤 2∞3 イケダワイナリー

銀賞 赤欧州系品種 2001 メルロプレミアム 高畠ワイン

銀賞 亦欧州系品種 Chat回u M 町田皿長野刈口&lll 梨が林 I妙 9 メルシャン勝沼ワイナリー

銀賞 極甘口 グランボレール長野古里ぶどう園貨腐 2002 サッポロワイシ

白欧州系品種

貧 銘柄 会社名 賞 銘柄 会社名

銅賞 Sauvigo 岨 Blanc 2002 あづみアップル 銅賞 町四割DE Soggaclw 曲目圃lyP.R 却旧 小布施ワイナリー

銅賞 cba1園田 Me n:i皿 J-fine Cbar由幽oy&Koshu 2OO2 メルシャン陽掴ワイナリー 銅賞 キュヴヱ三揮 プライベートリザーブ 2(四 中央葡萄酒

銅賞 シャルドネエステート 2αB 都畠ワイン 銅賞 CIw由即時Z田2 あづみアップJ~

銅賞 萌貧台岡筑間 サントリー豊美町丘ワイナリー 銅賞 CI 温飽岨Merei 岨長野シャルドネ 2002 メルシャン勝沼ワイナリー

銅賞 zαn シャJレドネ 三和習顕安心院葡萄酒工房 銅賞 エスアートゴイチ シャルドネ 2UOU 林盛岡

銅賞 2003 J~パイヤートシャルドネ壷ラベル 丸聾葡萄酒工業 銅賞 C国民剖抽白血北佃シャJレドネ 2咽 メルシャン勝招ワイナリー

観賞 豊轟の丘(白) 2002 サントリー妻美の丘ワイナリー 銅賞 C国回目Me副掴新館シャJレドネ2l四 メルシャン居酒ワイナリー

銅賞 Z曲1鶴沼トラミーナ 北漕遺ワイン 館賞 押収倍漉γャルドヰ時計オ)'Hテ1鰐移 マンズワイン

銅賞 リヲ1)1 個州串笥神仙.キ明書仕込筑間 マンズワイン 銅賞 奥出雲ワインシャルドネ2皿12 MLFtype 奥出鍵葡萄園

鏑貧 筑田北構造ケルナー 北海道ワイン 銅賞 2002 鶴泊ミュラー・トゥルガウ 北海道ワイン

銅賞 押収信州小緒~，hドネ栂仕込 19胃 マンズワイン 銅賞 Z倒B フレッシュ&ドライ シャJレドネ 高畠ワイン

銅賞 サントネージュかみのやまシャルドネ 2003 サントネージュワイン 銅賞 円以信州シャルドネ構仕込 2闇 マンズワイン

銅賞 2002フレッシュ&~ライ シャルドネ 高畠ワイン 銅賞 押収信州小諸円糾.ネ縛仕込 Z曲』 マンズワイン

銅賞 サントネージュかみのやまシャルドネ 1993 サントネークュワイン 銀賞 2l四個招ヴアイス・プルゲンゲー 北構造ワイン

鏑貧 19 田北構造ベルレ 北海道ワイン 銅賞 シャトーホンジョー・シャルドネ Z皿加 岩崎国造

銅賞 シャルドネ 2002 車尾高原盛場 銅賞 北梅遣余市収橿楢碕ケJ~ナーフリーラン 2凪泡 陪ζだてわいん

銅賞 シャルドネパレルファーメンァーション 2002 斑尾高原底思 銅賞 プティグランポレール北梅道ケJ~ナー辛口 2003 サッポロワイン

銅賞 20(泡舗摺バッカス 北海道ワイン 銅賞 Z依12 北海道ミュラー，トゥルガウ 北梅遜ワイン

銅賞 プティグランポレール北海道ケルナー房還り 2003 サッポロワイン 銅賞 Z叫沼おたるミュラー・トゥルガウ完翻フリーラン 北務道ワイシ

銅賞 しばれわいん 2000 はこだてわいん 銅賞 第四氷結貯蔵 ミュラー・トゥルガウ 北海道ワイン

銅賞 2002 雪摘みケJ~ナー 北梅道ワイン 奨励賞 北海道金市収積ケルナー辛口筑間 はこだてわいん

奨励賞 シャトーマルス・プラン穏娠目之輔シャルドネ筑間 本物酒造山梨工場 奨励賞 Domaior: Sog酔 clw 由思圃yC. K.2003 小布施ワイナリー

奨励賞 シャトーシャルマンシャル Fネ 2000 江井ヶ梅酒造山製ワイナリー 実島貫 シャル FネZ邸B ..  .. 造

奨励賞 C恒国..抽n:ian 長野シャJ.~ネ 2003 メルシャン即沼ワイナリー 奨島貫 シャ Jレ Fネアン7ィ I~タ-~2凪泡 都畠ワイン

奨励賞 2四n年シャJ~ ~ネ樽貯蔵 シャトレーゼl1J摺ワイナリー 奨励賞 四シャJレドネ樽発静 高畠ワイン

奨励賞 2瓜B 上和田ピノ・プラン 高島ワイン 奨励賞 2田1 ~t構造産シャル Fネ 北海道ワイン

奨励賞 サントネージュ判事遺りシャJレドネ 2003 サントネージュワイン 奨励賞 ヴィラデスト ヴィニュロンズリザープ 2003 ヴィラデストワイナリー

奨励賞 ソーヴィヱョン・プラン樽発曹 Z皿n 虎屋西川工楊 奨励賞 シャルドネ 2003 斑尾高原鹿場

奨励賞 シャI~~ネ七俵婚姻収.l!I2l四 山裂ワイン限造 奨励鍵 サントネージュかみのやまリースリング円相 サントネージュワイン

奨励賞 40 色町ワインミュラ-2皿B 富良野市ぶどう果樹研究所 奨励賞 神戸ワイン リースリング 2回3 財団法人神戸みのりの公社
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信樹 会栓名

まる曹葡萄酒

葛巻高原量品加工

エーデルワイン

甲州

貧 儲飼 会社名

鏑賞 CbaI岨uMere'泊a甲州小栂仕込み 2003 メルシャン居酒ワイナリー

銅賞 キュヴェ三陣甲州鳥居平明日プライベートリザーブ2脱衣Z 中央葡萄酒

銅賞 甲州栂軍閥 スズラン酒造工議

銅賞 ハラモヴィンテージ甲州栂県成筑間 原茂ワイン

銅賞 シャンテ甲州構霞醇 2003 ダイヤモンド酒造

銅賞 71 ルガプランカ ヲラレーザディステインタメンァ 2003 島栢檀造

銅賞 甲州等々力 2002 大和稽萄酒

銅賞 2002 年鳥居平甲州梅莞爾 シャトレーゼ鹿沼ワイナリー

銅賞 フォーシーズンズ2002 山灘ワイン翻造

銅賞 1983 甲州古酒 まる宮葡萄酒

銅賞 甲州翠鏑み2(四 イケダワイナリー

餌賞 1987 シャリオドール 丸Z事葡萄酒工翠

銅賞 四国軍E (プリエーM 金 2002 アサヒビールワイナリー

奨励賞 甲州 Fライ 2001 木下商事 シャトー酒折ワイナリー

奨励賞 シャトーマルス・プラン白極甲州シュール・リー 2003 本坊酒造山裂工場

実副賞 2003 I~バイヤート甲州 シュールリ} 丸藤葡萄酒工業

提励賞 フジクレール甲州辛口笈間 フジッコワイナリ}

奨励賞 グレイス甲州 2003 中央葡萄酒

奨励賞 グレイス甲州鳥居平畑 2002 中央葡萄酒

実励賞 シャトーソウリュー甲州鳥居平 2003 費節葡萄酒

奨励賞 .KW甲州ヴィンテージ 2C 阻 鴎招臨造

実励賞 セレクト 自製孤3 イケダワイナリー

鍵励賞 プティグヲンボレール山梨甲州傘ロ シュール・リー 2003 サッポロワイン

奨励賞 ソレイュ・ 9 ラシック 2003 旭洋酒

奨励賞 甲州産自ワイン忽四 北野呂顧遁

実励賞 2000 甲州オソヅミ まるき葡萄酒

奨励賞 プティグランポレール 山裂甲州フリーラン 2002 サッポロワイン

襲副賞 ヴィンァージ甲州 2α 国 マンズワイン

自北米系等品種

賞 銘柄 会社名

銅賞 POl.A1RE マスカット オプ 7 レキサンドリ 7 20C沼 サッポロワイン 岡山ワイナワー

銅賞 2003 おたる特鋼ナイヤガラ 北海道ワイン

奨励賞 2C 四おたる完熱ナイヤガラ 北海道ワイン

奨励賞 ナイアガラ Z倒泡 エーデルワイン

奨励賞 フジクレールナイアガラ 2003 フジッコワイナリー

スパークリング

銘綱 会社名

f)トネ，-:'iJ.7Ji -~IJ)~. ヌーゲきプヲ冶003 サントネージュワイン

サッポロワイン岡山ワイナリー

銘柄 拙一

E
ン
一

師
一
円
一
ン

原
一
ル
一
イ

高
一
デ
一
ワ

善
一
}
一
盛

葛
一
エ
一
都

フォーレロゼ 2003

脚
一
棚

ゼ
一
一

デ
一
ア

ナ
一
ル

セ
一
ン

月
一
キ
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プ
一
神

喪
一
美

ー
ー
甲
一
三
ー

一
一
貫
一
賞
-

一
貫
一
期
一
蜘
一

銘柄 l 会社名

l居眠昆商脅酒

l八代国造

貧 銘柄 会社名

銅賞 グレイス甲州菱山畑 2003 中央葡萄酒

銅賞 ハラモヴィンァージ甲州 シュール，リ-2(問 原茂ワイン

銅賞 7 ジタレール甲州構発曹 2002 フジッコワイナリー

銅賞 得仕込甲州 2002 マンズワイン

銅賞 甲州 Z田主 島担ワイナリー

銅賞 中伊豆シュールリ -2003 シャトーァィーエス

銅賞 蒼館特別甑道甲州縛貯蔵 2003 蒼館葡萄酒

銅賞 Z依泡年鳥居平甲州シューI~ リー シャトレーゼ鹿沼ワイナリー

銅賞 秩父ワイン 0-3. 仮説2 重量宜ワイン

銅賞 酒折物悟 2002 木下商事 シャト一審折ワイナリー

銅賞 E事摺関寵甲州甘口 2000 甲州葡萄酒本舗

銅賞 CiIa俸制抽耐岨甲州 19 弼 メルシャンE早稲ワイナリー

銅賞 貴香子 2002 大泉葡萄酒

奨励賞 C祖国u抽健闘 J-1illI:甲州シュ -I~ .リー捌)3 メルシャン腸招ワイナリー

奨励賞 エキストラセレヲシヨン甲州シユールリ-2003 シャト}ジュン

奨励賞 2003 シユーJレリー 甲州 まる曹葡萄酒

奨励賞 フジクレール甲州シユールリー 2003 フジッコワイナリー

奨励賞 樽貯蔵(白) 2C 回 山梨ワイン随遺

奨励賞 腸招町オリジナルワイン シュール・リー 2αm 鹿沼町

奨励賞 ロリアン鴎招甲州 2003 白百合薗造

奨励賞 署員父ワイン O.K.T 自 2瓜泡 秩父ワイン

奨励賞 甲州辛口 マンズワイン

奨励賞 円トーマR 7"ラン甲州工ノY:r.)ト・ 7，-1ント"ノ樽拠成2003 本坊酒造山裂工場

奨励賞 跨沼甲州シユーI~リー 2003 廓屋葡萄酒

奨励賞 シャルマン甲州纏 2001 江井ヶ嶋酒造山梨ワイナリー

奨励賞 サントネージュ特甑甲州 1999 サントネージュワイン

奨励賞 グランポレール 山梨酪沼甲州遅摘み 2000 サッポロワイン

繋励賞 甲州スイート 2001 木下商事 シャトー酒折ワイナリー

禽 銘柄 会社名

カテ銅ゴ賞リ日調 綾ワインナイアガラ 2003 雲海酒造陵ワイナリー

奨励賞 綾ワインデラウェ 7'仮泡 雲梶酒造館ワイナリー

奨励賞 ほたる叙阻3 葛巻高原食品加工

奨励賞 膏デラウェ72003 飛鳥ワイン

奨励賞 2002 特別競措デラウェア氷結搾りワイン 高畠ワイン

銘柄

If)トネ-:'1 ul¥"ータリンrヨーすきDt.2OO3

会社名

サントネージュワイン

銘柄 会社名

ナドーレロゼZ倒B 葛巻高原食品加工

北海道ワイン

q
u
 

司

t
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表④続き
赤欧州系品種

貧 銘柄

銅賞 結梗ヶ原メルロ 1996 

銅賞 シャトーイヅツ 1999 メi!-ロ

銅賞 Domai皿 S噌 ga Cabe 咽，et Sauvigoon P.Iに

銅賞 ソラリス個州車山カベJレネ・ソーヴィニヨン Z曲i

銅賞 ソラリス信州千曲川産メルロー 1999

銅賞 ソラリス信州乎幽川産メルロも-2αm

銅賞 アルガ レイノレゼルパプリパーダ Z倒沼

銅賞 茸組特別闘造 MERL Of 2002 

銅賞 ハヤチネゼーレ ツヴァイゲルトレーベ新栂貯蔵 2002

観賞 登美由丘{赤) 2001 

銅賞 紫玉台園 1 999 

銅賞 2001 ドメーヌ ルバイヤート r~t知‘彰果島掴司砲の前収薗』

銅賞 四賀メi!-ロー Z叩 1

銅賞 ポレール 長野古里メルロー 1995 

銅賞 Cb.akau Merci 岨長野品目 7川書ンオーク"ih7 ト1明穆

銅賞 C _曲 MercianJ-fi 田川口&マAfr'! トヘリーA2α lO

銅賞 Cha 国 uMercian 桔極ヶ原川口 Z瓜刻。

銅賞 cbat回 u Mercian 長野刈ロ 1開9

銅賞 C Imt四回 M 針。副長野刈ロロシ7)トクマf:J.7'ート開殉

奨励賞 ロイヤJレ2明泌

奨励賞 光 jJベJレネソーヴイごヨン 2002 

奨励賞 ヰザンセレクション カベルネソーピニオンIメルロー 2001 

奨励賞 Domai 皿 803ga Merlot C.K. 2002 

鍵励賞 ソラリス信州カベルネ・ソーヴィニヨン Z曲 1

奨励賞 中尾シラーzα13

奨励賞 2001 高畠カベルネソーヴィエヨン

奨励賞 シャトーシャルマンカベルネ・ 7 ラン 2000 

奨励賞 ポレーi!- 長野古里カベルネ 1 994 

奨励賞 北条ワイン砂li1997 

亦園内改良品種

賞

銅賞

カテ銅ゴ賞リ-R

銅賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨耐貫

銘柄

岩田原ワイン善兵衛 2002 

2旺)2山'I-tニオ y 葡萄酒

塩尻ワイすりー特別顧造 松本平マスカヲトヘトA2 加 2

秩宜ワイン 2000 

Tar 回 W im(トタルワイノ)2002

マスカット司ベリー A2α lO

一宮 '1'輩l7-b2 αm

汁トrA/，・1-/1砲事E甲斐/ト胞凹2

銘柄

キンf W 姐河内ワイン キャ;ヘルぶどう

銘柄

ポレール山梨勝沼甲州極甘口 2003 

ワイナリー 氷結果セミヨン 1明鴻

ソラリス 氷結果締りシャルドネ 2田2

会社名

林島周

井筒ワイン

小布施ワイナリー

マンズワイン

マンズワイン

マンズワイン

腸招祖造

苦闘葡萄酒

エーデルワイン

サントリー 聾葉の丘ワイナリー

サントリ 畳量の丘ワイナリー

丸麗葡萄酒工業

大和葡萄酒田賀ワイナリー

サッポ口ワイン

メルシャン腸沼ワイナリー

メルシャン鹿沼ワイナリー

メルシャン腸招ワイナリー

メルシャン蹄栢ワイナリ

メルシャンIII招ワイナリー

林良国

ルミエール

機山洋酒工業

小布施ワイナリー

マンズワイン

スズラン酒造工聾

高畠ワイン

江井ヶ鞠酒造山梨ワイナリー

サッポロワイン

北条ワイン鼠造所

会社名

岩田原葡萄園

まるき葡萄酒

サントリ← 岨尻りイヲリー

秩父ワイン

ヒトミワイナリ

島根ワイナリー

スズラン酒造工聾

本幼酒造山梨工場

会社名

カタシモワインフード

会社名

サッポロワイン

マンズワイン

マンズワイン

責

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

嗣賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

銅賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励歯

奨励肯

奨励賞

奨励曲

奨励賞

奨励賞

奨励賞

置

銅賞

銅賞

銅賞

奨励虜

奨励賞

奨励賞

奨励崎

奨励賞

POLA.皿E 岡山 n:b~ト・オ7・・ 7レ材ノトリ77D-À・ノ^~~-^・拙l3 1サッポロワイン 岡山ワイナリ

銘柄

梅わいん 2003

ラ・フランス Z鋭泡

うめワインZ田1

飛鳥ワイン

高畠ワイン

敷島蹟造

会社名

-74-

銘柄

シャトー・ホンジョー カベルネ・ソーピヱヨン

Z飢)2筒沼 ツヴァイゲルト・レーぺ

セレクト ルージュ

ソラリス信州千曲川産メルロー 2曲1

ソラリス信州千曲川産メルロー 2田2

キュベ二揮赤

昔間特耳IJ 隈造 MI 丑I口 2003

特限月山 2償却O

極w'ノイナリ 特別組迫暗躍が原メルロ 2002

見晴らし台国 2000

カペルネ・ソーヴィニーン 七銭地畑収櫨 2002

200 1 ルパイヤー トメルロー f温尻収掴む

サントネージュ樽造りプJベルネソーヴイーヨン 2002

プティゲランポレ』ル 長野カベルネ 2001

Cha 国 :uMerc 回峨由平j"H りゲにヨ/担調。

Cha t.eau MeTcian 呈野川口 2000

Chn1εauMere 盛n結額ヶ阪川口 1明穆

白 a回 uMerc 田長野メルロ 7レン汁何h トト間移

2002 桔極ヶ原メルロー

神戸ワイン カベルネソーヴィニヨン 2000

北悔道余市収積葡萄 樽再現 ツヴァイゲルト・レーベ 2002

2倣)2鶴招 レンベルブ1-

Domai 四 Sogga Cabemet Sauv沼田.1 P.R 2田 2

ソラリス信州カベルネ・ソーヴィニヨン l使殉

明野カベルネソ与ヴィニヨン Z回3

シャドーマ11- ス，ルージコ 砲毎日之属カベ Il' t.&メルロー 2002 

シャルマンカペルネ・フラン 2002 

ポレール長野シラー 1997 

銘柄

浅間 メルロー Z田 1

2似lO栂熱マスカットベリ-A

プティゲランポレール山裂甲輩ノワール 2002 

持の原ワイン深雪花 ヴィンテージ 2002 

Z田1車

シャトーホンジョー甲聾ノワール 2冊 3

マスカットベリ-A 得黙庇 2002 

葺飽特別国造制l7-k 2岨3

銘柄

ソラリス 氷結果搾りシャルドネ 2曲1

2003 フランシスコ・デラウエア

2003 氷花の舞

銘柄

りんごワイン Z叩 3

小田原梅ワイン

小宮山美弘

会社名

岩暗闇造

北海道ワイン

朝日町ワイン

マンズワイン

マンズワイン

中央葡萄酒

膏館葡萄酒

虎島西川工場

サントリー 塩尻ワイナリー

サント 'J← 妻美町丘ワイナリー

山梨ワイン鼠造

丸藤葡萄酒工業

サントネージュワイン

サッポロワイン

メルシャン膨招ワイナリー

メルシャン勝沼ワイナリー

メルシャン鴎沼ワイナリー

メルシャン跨沼ワイナリ‘

宿泊ワイン

財団法人神戸みのりの公社

はこだてわいん

北海道ワイン

小布施ワイナリー

マンズワイン

スズラン酒造工業

本坊酒造山梨工場

江井ヶ楢酒造山梨ワイナリ「

サッポロワイン

会社名

マンズワイン

高畠ワイン

サッポロワイン

岩の原葡萄園

シャトー腸招

岩崎間造

木下商事 シャトー栢折ワイナリー

茸飽葡萄酒

会社名

マンズワイン

ニ和酒額安心院衝萄酒工房

信潰ワイン

高畠ワイン

マンズワイン

マンズワイン

会社名
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0 表彰式及び公開テイスティング

8月28 日(土)、午前10 時より甲府市内の常磐ホ

テルで開催した。出品ワイナリー及び受賞ワイナリ

一関係者、招待者、一般ワイン愛好家及び事務局関

係者など500 人近い人達の参加を得て盛況であった。

おわりに

昨年の第1回に引き続き 2回目を開催することが

できた。実行委員会の立ち上げが少し遅かったので

心配したが、出品数は前年度を若干下回る程度でほ

っとした。出品ワイナリーの減少は少し心配になる

ので、今後その理由等を把握して対処することが必

要であると考えられる。私事ではあるが、第2回目

は職務の関係で、審査方法の改正や外国人審査員と

の交渉以外の部分は十分に関与できませんでしたが、

事務局の山梨県工業振興課や山梨県ワインセンタ一、

山梨県ワイン酒造組合ならびに山梨大学ワイン科学

研究センターの関係者の裏方の支えにより円滑に進

行できたことに対しまして心から御礼申し上げます。

また出品ワイナリーの各位にも感謝するとともに今

後の本コンクールの発展・定着にご支援・ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。

第 2 回国産ワインコンクール開催報告

写真④ 公開テイステイング
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