
 

 

 

＜報道関係者各位＞ 

プレスリリース  

                 2022 年 10 月吉日 

         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精鋭が 

バーテンダーとしての総合力を 4 部門 2 日間に渡って競い合った、 

第 49 回 全国バーテンダー技能競技大会(BTSC)が 

愛知県名古屋市で開催され、戸沢 貴光会員(関東広域本部 東京都支

部)が見事 総合優勝に輝きました！ 
 

 

日時 2022 年 10 月 8 日(土)～9 日(日) 

主催 一般社団法人 日本バーテンダー協会 

主管 一般社団法人 日本バーテンダー協会 中日本本部  

後援 厚生労働省、愛知県、名古屋市、一般財団法人 カクテル文化振興会 

協賛 一般社団法人 日本バーテンダー協会 賛助会各社 

会場 愛知県名古屋市   名古屋 東急ホテル 

URL 一般社団法人 日本バーテンダー協会 ホームページ http://www.bartender.or.jp 

 

＜全国バーテンダー技能競技大会について＞ 
 この大会は、単なるカクテルコンクールではありません。学科部門、フルーツ・カッティング部門、

課題カクテル部門、創作カクテル部門の 4 部門の総合点で競う、わが国で最も権威あるバーテンダー

の技能競技大会です。 

優勝者には厚生労働大臣賞、開催地知事賞及び市長賞の授与、世界大会出場権の獲得等、最高の栄誉

が与えられます。 

バーテンダーにおける知識とは、知ることを中心とする学問的な知識と実践的な技能の習得で成り立

ちますが、本大会に挑戦することによって双方を徹底的に身に付けることができます。さらに、本競技

大会は、飲料文化発展の源泉として、関連産業を通して広く社会に還元されています。 

この大会優勝者に翌年開催されます国際バーテンダー協会(IBA)主催の世界大会への出場権が与えられ

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/zenkokugino.pdf (大会概要) 

 

【結果報告】 

総合優勝 ⼾沢 貴光 (関東広域本部 東京都⽀部）  

＜⼾沢選⼿の優勝カクテル＞ 

Élan d'or 

読み︓エランドール   

意味︓⻩⾦の⾶翔 

創作意図︓ 雲を抜け、⽬指すは希望の陽が照らす光輝く⼀点の頂。 

この⼀杯が、あなたの未来への灯⽕になるように、願いを込めて…。 
〈Recipe〉 

カルバドス／ブラー・グラン・ソラージュ 35ml サントリー㈱ 

パッションフルーツ・リキュール／ジファール・パッションフルーツ 15ml ㈱ コートーコーポ

レーション 

ホワイト・キュラソー／コアントロー 5ml Remy cointreau Japan ㈱ 

アマレット・シロップ／モナン・アマレット 5ml ⽇仏貿易㈱ 

フレッシュ・ライム・ジュース 10ml 

〈デコレーション⼜はガーニッシュ〉グレープフルーツ・ピール、ラディッシュ、南天の葉 

〈調合タイプ〉シェーク／ショート・カクテル 〈使⽤グラス〉4oz カクテル・グラス 

勤務先 Bar seven seasons TEL 03-5537-5885 

 

 

総合準優勝   草野 聡 (東北本部 福島県⽀部) 

総合第 3 位   鮎川 正徳 (関⻄本部 ⼤阪府⽀部) 

ベストネーミング賞     安井 美絵 (関東広域本部 東京都⽀部） 

作品名: Millefleur (ミルフルール)    

作品の意味  千花模様(せんかもよう) 

ベストテイスト賞   ⼾沢 貴光 (関東広域本部 東京都⽀部） 

ベストテクニカル賞  草野 聡      (東北本部 福島県⽀部） 

 



 

 

フルーツ・カッティング部⾨ 第 1 位 ⼾沢 貴光 (関東広域本部 東京都⽀部） 

第 2 位    草野 聡 (東北本部 福島県⽀部）  

第 3 位  中⼭ 翔吾 (関東広域本部 東京都⽀部） 

課題カクテル部⾨ 第 1 位 ⼾沢 貴光 (関東広域本部 東京都⽀部)  

第 2 位  草野 聡 (東北本部 福島県⽀部） 

第 3 位  ⽥村 哲郎     (九州本部 宮崎県⽀部） 

創作カクテル部⾨ 第 1 位  草野 聡      (東北本部 福島県⽀部）  

第 2 位  鮎川 正徳  (関⻄本部 ⼤阪府⽀部）  

        第 3 位  安井 美絵  (関東広域本部 東京都⽀部） 



総合優勝 ⼾沢 貴光 関東広域本部(東京都⽀部)
総合準優勝 草野 聡 東北本部(福島県⽀部)
総合第3位 鮎川 正徳 関⻄本部(⼤阪府⽀部)
ベストネーミング賞 安井 美絵 関東広域本部(東京都⽀部) 作品名「Millefleur」
ベストテイスト賞 ⼾沢 貴光 関東広域本部(東京都⽀部)
ベストテクニカル賞 草野 聡 東北本部(福島県⽀部)
課題カクテル部⾨第1位 ⼾沢 貴光 関東広域本部(東京都⽀部)
課題カクテル部⾨第2位 草野 聡 東北本部(福島県⽀部)
課題カクテル部⾨第3位 ⽥村 哲郎 九州本部(宮崎県⽀部)
創作カクテル部⾨第1位 草野 聡 東北本部(福島県⽀部)
創作カクテル部⾨第2位 鮎川 正徳 関⻄本部(⼤阪府⽀部)
創作カクテル部⾨第3位 安井 美絵 関東広域本部(東京都⽀部)
フルーツ・カッティング部⾨第1位 ⼾沢 貴光 関東広域本部(東京都⽀部)
フルーツ・カッティング部⾨第2位 草野 聡 東北本部(福島県⽀部)
フルーツ・カッティング部⾨第3位 中⼭ 翔吾 関東広域本部(東京都⽀部)

⼤会名 開催⽇ 開催場所 総合優勝者 所属⽀部
第49回全国バーテンダー技能競技⼤会 2022年10⽉8⽇・9⽇ 愛知県 名古屋 東急ホテル ⼾沢 貴光 東京都
第48回全国バーテンダー技能競技⼤会 2021年10⽉23⽇・24⽇ 新潟県 ホテルオークラ新潟 森﨑 和哉 兵庫県
第46回全国バーテンダー技能競技⼤会 2019年10⽉27⽇ 徳島県 JRホテルクレメント徳島 ⼭﨑 剛 銀座
第45回全国バーテンダー技能競技⼤会 2018年9⽉30⽇ 広島県 リーガロイヤルホテル広島 ⼤久保 郁 横浜
第44回全国バーテンダー技能競技⼤会 2017年9⽉17⽇ 北海道 ロイトン札幌 ⼩⼭ 圭介 銀座
第43回全国バーテンダー技能競技⼤会 2016年10⽉19⽇ 東京都 帝国ホテル東京 松尾 ⺠⼦ 銀座
第42回全国バーテンダー技能競技⼤会 2015年6⽉14⽇ 宮城県 仙台サンプラザホール 坪倉 健児 京都
第41回全国バーテンダー技能競技⼤会 2014年6⽉15⽇ 福岡県 ヒルトン福岡シーホーク 𠮷本 武史 銀座
第40回全国バーテンダー技能競技⼤会 2013年6⽉2⽇ ⼤阪府  ⼤阪国際会議場（グランキューブ⼤阪） 松尾 ⼀磨 銀座
第39回全国バーテンダー技能競技⼤会 2012年5⽉27⽇ 新潟県 ANAクラウンプラザホテル新潟 ⾼橋 直美 ⾼知
第38回全国バーテンダー技能競技⼤会 2011年5⽉22⽇ ⽯川県 ⽯川県⽴⾳楽堂 ⽿塚 史泰 銀座
第37回全国バーテンダー技能競技⼤会 2010年5⽉23⽇ ⾹川県 サンポートホール⾼松 ⼭⽥ ⾼史 横浜
第36回全国バーテンダー技能競技⼤会 2009年6⽉7⽇ 東京都 京王プラザホテル ⽥畑 道崇 銀座
第35回全国バーテンダー技能競技⼤会 2008年5⽉11⽇ 岡⼭県 ホテルグランヴィア岡⼭ 湯本 清美 沼津
第34回全国バーテンダー技能競技⼤会 2007年5⽉27⽇ 北海道 ロイトン札幌 井⼝ 法之 銀座
第33回全国バーテンダー技能競技⼤会 2006年6⽉25⽇ 秋⽥県 秋⽥キャッスルホテル ⼩⻄ 広⾼ ⼤阪北
第32回全国バーテンダー技能競技⼤会 2005年6⽉12⽇ 福岡県 JALリゾートシーホークホテル福岡 浅倉 淳 銀座
第31回全国バーテンダー技能競技⼤会 2004年6⽉6⽇ 兵庫県 新神⼾オリエンタルホテル ⽔澤 泰彦 新宿
第30回全国バーテンダー技能競技⼤会 2003年10⽉12⽇ 新潟県 新潟コンベンション・センター 勝亦 誠 銀座
第29回全国バーテンダー技能競技⼤会 2002年10⽉13⽇ 神奈川県 パンパシフィックホテル横浜 ⽯垣 忍 渋⾕
第28回全国バーテンダー技能競技⼤会 2001年10⽉7⽇ 愛知県  名古屋マリオネットアソシアホテル 林 幸⼀ ⻑野
第27回全国バーテンダー技能競技⼤会 2000年10⽉29⽇ ⾼知県 ⾼知新阪急ホテル ⼭本 悌地 横浜
第26回全国バーテンダー技能競技⼤会 1999年10⽉10⽇ 広島県 リーガロイヤルホテル広島 ⼩林 清貴 横浜
第25回全国バーテンダー技能競技⼤会 1998年9⽉13⽇ 北海道 旭川グランドホテル 永岡 正光 栃⽊
第24回全国バーテンダー技能競技⼤会 1997年9⽉28⽇ 宮城県 仙台国際ホテル 佐藤 千夏 ⼤分
第23回全国バーテンダー技能競技⼤会 1996年10⽉10⽇ 東京都 新⾼輪プリンスホテル ⼤槻 健⼆ 渋⾕
第22回全国バーテンダー技能競技⼤会 1995年10⽉15⽇ 福岡県 ソラリア⻄鉄ホテル 横⼭ 和久 岡⼭
第21回全国バーテンダー技能競技⼤会 1994年11⽉27⽇ 京都府 京都パークホテル 岡部 真理 栃⽊
第20回全国バーテンダー技能競技⼤会 1993年9⽉26⽇ 新潟県 ネクスト21 古川 佳彦 新潟
第19回全国バーテンダー技能競技⼤会 1992年10⽉10⽇ ⽯川県 ホテル百万⽯ 菅沼 昭仁 北上
第18回全国バーテンダー技能競技⼤会 1991年10⽉20⽇ 愛媛県 国際ホテル 酒向 明浩 銀座
第17回全国バーテンダー技能競技⼤会 1990年10⽉14⽇ 東京都 ⽇本海運倶楽部 ⽚桐 久司 宇都宮
第16回全国バーテンダー技能競技⼤会 1989年10⽉1⽇ 広島県 ターミナルホテル 保志 雄⼀ 栃⽊県
第15回全国バーテンダー技能競技⼤会 1988年9⽉11⽇ 北海道 ホテル函館ロイヤル ⼩川 信⾏ 栃⽊県
第14回全国バーテンダー技能競技⼤会 1987年9⽉20⽇ ⼤阪府 ⼤阪ターミナルホテル ⼭野井 有三 栃⽊県
第13回全国バーテンダー技能競技決勝⼤会 1986年11⽉2⽇ ⻑崎県 ⻑崎グランドホテル 豊川 敏雄 徳島
第12回全国バーテンダー技能競技⼤会 1985年10⽉20⽇ 新潟県 イタリア軒 吉⽥ 善信 旭川

●第49回全国バーテンダー技能競技⼤会 結果⼀覧

●全国バーテンダー技能競技⼤会 優勝者⼀覧 ※所属⽀部は優勝時のもの。



第11回全国バーテンダー技能競技決勝⼤会 1984年10⽉14⽇ 岩⼿県 ホテル東⽇本 漆原 勇 盛岡
第10回全国バーテンダー技能コンクール 1983年10⽉23⽇ 愛媛県 ホテル奥道後 江原 忠義 愛媛
第9回全国バーテンダー技能コンクール決勝⼤会 1982年10⽉17⽇ 北海道 北海ホテル 伊藤 路郎 札幌
第8回全国バーテンダー技能競技コンクール 1981年9⽉6⽇ 兵庫県 オリエンタルホテル 前⽥ 功三 熊本
第7回全国バーテンダー技能競技⼤会決勝⼤会 1980年11⽉3⽇ 神奈川県 ⼩涌園 相原 勝 沼津
第6回全国バーテンダー技能競技⼤会 1979年11⽉5⽇ 東京都 ⼋芳園 壇原 勲 ⻑野
第5回全国バーテンダー技能コンクール 1978年10⽉15⽇ 愛知県 名古屋国際ホテル ⽊⼝屋 誠⼀ 下関
第4回全国バーテンダー技能コンクール決勝⼤会 1977年11⽉7⽇ 宮城県 ホテル・リッチ仙台 輿⽯ 隆⼆ 函館
第3回全国バーテンダー技能コンクール決勝⼤会 1976年11⽉22⽇ ⼤阪府 ⼤阪東洋ホテル 宇座 忠男 ⼤阪北
第2回全国バーテンダー技能競技決勝 1975年11⽉21⽇ 東京都 麹町会館 ⽯川 善郎 熱海
第1回全国バーテンダー技能コンクール 1972年1⽉16⽇ 北海道 札幌パークホテル 紙⾕ 侑 旭川


