
 

＜報道関係者各位＞ プレスリリース  
 

 2022 年 6 月 19 日 

一般社団法人 日本バーテンダー協会 

会長 酒向 明浩

全国８本部で高レベルの予選会を勝ち抜いた 28 歳以下の若手精鋭が  

若手登竜門において地元の威信をかけて競い合い、  

第 27 回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション

が 開催され、中谷拓真 選手(九州本部 福岡県支部)が  

見事グランプリに輝きました！ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

日時 2022/6/19(日) 

主催 一般社団法人 日本バーテンダー協会  

会場 東京都江東区 ホテルイースト 21 東京  

URL (一社)日本バーテンダー協会 http://www.bartender.or.jp  

後援 厚生労働省、東京都、賛助会各社  

＜全国エリートバーテンダー カクテルコンペティションについて＞  
 エリートバーテンダー カクテルコペティションは、20 歳以上 28 歳以下の年齢者を対象とした大会で 
す。 全国バーテンダー技能競技大会の登竜門として、次代を担う若手バーテンダーが積極的にエント

リー しています。 

優勝者は、作品の上に自己を開花させることができ、バーテンダーとして大きな喜びを味わうこと

が できます。  

また、海外研修等の特典に浴するとともに、将来に渡って目標に挑戦する勇気と自信を身につける

ことができます。  
 



 

 

【大会概要】  
最新情報は一般社団法人 日本バーテンダー協会公式ウェブサイト及び公式フェイスブックにて 

ご確認ください。  
https://www.bartender.or.jp/  
https://www.facebook.com/nba.bartender  
https://www.bartender.or.jp/pdf/ebcc.pdf (大会概要) 
 
 

第 27 回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 結果報告  

グランプリ                  グランプリとベストネーミング賞の中谷選手のカクテル 

40 中谷 拓真 (九州 福岡県)                                                        

カクテル名 Palma パルマ        

準グランプリ                                                                                    

41 今井 綾子 (関東広域 東京都)                               

ベストテクニカル賞  

17 有村 翔太郎 (中日本 愛知県) 

 

ベストテイスト賞  

20 星野 度憲 (関東広域 東京都)       

                   

ベストネーミング賞 

40 中谷 拓真 (九州 福岡県)  

カクテル名 Palma パルマ  

ゴールド賞    

22 生田 理実 (関西 兵庫県)  

20 星野 度憲 (関東広域 東京都)  

30 黒﨑 健介 (関東広域 東京都)  

Moonlit 
フレーバード・ウォッカ グレイグース・ラ・ポワール バカルディ ジャパン㈱ 25ml 

パッションフルーツ・リキュール オルデスローエ・マラクーヤ ㈱ユニオンフード 15ml 

バナナ・リキュール マリーブリザール・クレーム・ド・バナナ 日本酒類販売㈱ 10ml 

ミント・シロップ 1883・モヒート・ミント ㈱デニオ総合研究所 5ml 

フレッシュ・ライム・ジュース 5ml 



 

シルバー賞  

46 安藤 祐斗 (関東広域 東京都)  

24 田村 綾 (関東広域 東京都)  

27 伊保 春和 (関東広域 神奈川県)  

17 有村 翔太郎 (中日本 愛知県)  

14 廣田 将人 (関東広域 東京都) 

 
ブロンズ賞  

16 淺草 直樹 (関西 京都府) 

28 藤本 武士 (九州 熊本県) 

18 坂口 弘成 (関西 京都府)  

32 石橋 千早季 (九州 福岡県) 

39 中村 レイモンド 弘昭 (関西 兵庫県)  

23 和田 加奈恵 (北海道 北海道) 

29 中島 悠輔 (関西 大阪府) 

44 清水 悠矢 (関東広域 東京都)  

3 下陳 優矢 (関西 大阪府)  

34 佐藤 雄平 (中日本 愛知県) 
 

                酒向会長とグランプリの中谷選手 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



グランプリ 中⾕ 拓真 九州 福岡県
準グランプリ 今井 綾⼦ 関東広域 東京都
ベストテクニカル賞 有村 翔太郎 中⽇本 愛知県
ベストテイスト賞 星野 度憲 関東広域 東京都
ベストネーミング賞 中⾕ 拓真 九州 福岡県
ゴールド賞 ⽣⽥ 理実 関⻄ 兵庫県
ゴールド賞 星野 度憲 関東広域 東京都
ゴールド賞 ⿊﨑 健介 関東広域 東京都
シルバー賞 安藤 祐⽃ 関東広域 東京都
シルバー賞 ⽥村 綾 関東広域 東京都
シルバー賞 伊保 春和 関東広域 神奈川県
シルバー賞 有村 翔太郎 中⽇本 愛知県
シルバー賞 廣⽥ 将⼈ 関東広域 東京都
ブロンズ賞 淺草 直樹 関⻄ 京都府
ブロンズ賞 藤本 武⼠ 九州 熊本県
ブロンズ賞 坂⼝ 弘成 関⻄ 京都府
ブロンズ賞 ⽯橋 千早季 九州 福岡県
ブロンズ賞 中村 レイモンド 弘昭 関⻄ 兵庫県
ブロンズ賞 和⽥ 加奈恵 北海道 北海道
ブロンズ賞 中島 悠輔 関⻄ ⼤阪府
ブロンズ賞 清⽔ 悠⽮ 関東広域 東京都
ブロンズ賞 下陳 優⽮ 関⻄ ⼤阪府
ブロンズ賞 佐藤 雄平 中⽇本 愛知県

⼤会名 開催⽇ 開催場所 総合優勝者 所属⽀部
第27回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2022年6⽉19⽇ 東京 ホテル イースト21東京 中⾕ 拓真 福岡県
第26回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2021年6⽉21⽇ 東京 ホテル イースト21東京 酒向 恒太朗 東京都
第24回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2019年6⽉16⽇ 東京 ホテル イースト21東京 吉住 朱永 銀座
第23回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2018年6⽉17⽇ 東京 ホテル イースト21東京 下廣 郁乃 銀座
第22回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2017年6⽉18⽇ 東京 ホテル イースト21東京 横⼭ 史承 銀座
第21回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2016年10⽉19⽇ 東京 帝国ホテル東京 豊川 紗佳 熊本
第20回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2015年10⽉25⽇ 東京 ホテル イースト21東京 本並 雪美 南⼤阪
第19回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2014年10⽉26⽇ 東京 ホテル イースト21東京 菱⽊ 優汰 銀座
第18回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション 2013年10⽉27⽇ 東京 ホテル イースト21東京 ⽥中 亜樹 ⼤阪北
第17回 全国ジュニアバーテンダー・カクテル・コンペティション 2012年10⽉28⽇ 東京 ホテル イースト21東京 鷲崎 敏之 埼⽟
第16回 全国ジュニアバーテンダー・カクテル・コンペティション 2011年10⽉30⽇ 東京 ホテル イースト21東京 京中 武将 ⼤阪北
第15回 全国ジュニアバーテンダー・カクテル・コンペティション 2010年10⽉31⽇ 東京 ホテル イースト21東京 磯⽥ 修⾝ ⼤阪北
第14回 全国ジュニアバーテンダー・カクテル・コンペティション 2009年11⽉1⽇ 東京 ホテル イースト21東京 柾⽊ あすか 横浜
第13回 全国ジュニアバーテンダー・カクテル・コンペティション 2008年11⽉2⽇ 東京 ホテル イースト21東京 ⽊⼾ 孝治 新宿
第12回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2007年5⽉27⽇ 北海道 ホテルロイトン札幌 妻神 真琴 ⻘森
第11回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2006年6⽉25⽇ 秋⽥ 秋⽥キャッスルホテル ⿊⽥ ⼤城 北⾒
第10回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2005年6⽉12⽇ 福岡 JALリゾートシーホークホテル福岡 植囿 克俊 ⼤阪北
第9回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2004年6⽉6⽇ 兵庫 新神⼾オリエンタルホテル 澤⼝ 弘 仙台
第8回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2003年10⽉12⽇ 新潟 新潟コンベンション・センター ⻘⼭ 千恵 茨城
第7回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2002年10⽉13⽇ 神奈川 パンパシフィックホテル横浜 ⽊村 新伍 ⻘森
第6回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2001年10⽉7⽇ 愛知 名古屋マリオネットアソシアホテル 佐々⽊ 美穂 北上
第5回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 2000年10⽉29⽇ ⾼知 ⾼知新阪急ホテル 駒津 貴秋 名古屋
第4回 全国ジュニア・カクテル・コンペティション 1999年10⽉10⽇ 広島 リーガロイヤルホテル広島 出村 孝之 旭川
第3回 全国ジュニア・カクテル・コンクール 1997年9⽉28⽇ 宮城 仙台国際ホテル 須⽥ 善⼀ 銀座
第2回 ジュニア・カクテル・フェスティバル全国⼤会 1992年5⽉18⽇ 東京 サンケイ会館 岸 久（1位） 銀座
第1回 ジュニア・カクテル・フェスティバル全国⼤会 1990年5⽉12⽇ 東京 ⽇本海運倶楽部 篠原 伸雄 ホテル
※所属⽀部は優勝時のもの。

●第27回 全国エリートバーテンダー カクテルコンペティション  結果⼀覧

●全国エリート・バーテンダー・カクテル・コンペティション グランプリ⼀覧




