
総合優勝 ⼭﨑 剛 銀座
総合準優勝 喜多 容⼦ 銀座
総合第3位 森﨑 和哉 神⼾
創作部⾨第1位 森﨑 和哉 神⼾
創作部⾨第2位 ⼭﨑 剛 銀座
創作部⾨第3位 鮎川 正徳 南⼤阪
課題部⾨第1位 ⼭﨑 剛 銀座
課題部⾨第2位 喜多 容⼦ 銀座
課題部⾨第3位 鮎川 正徳 南⼤阪
フルーツ部⾨第1位 喜多 容⼦ 銀座
フルーツ部⾨第2位 草野 聡 常磐
フルーツ部⾨第3位 森﨑 和哉 神⼾
ベストネーミング賞 草野 聡 常磐
ベストテイスト賞 草野 聡 常磐
ベストテクニカル賞 森﨑 和哉 神⼾

⼤会名 開催⽇ 開催場所 総合優勝者 所属⽀部
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
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 麹町会館 ⽯川 善郎 熱海
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 ⼤阪東洋ホテル 宇座 忠男 ⼤阪北
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 ホテル・リッチ仙台 輿⽯ 隆⼆ 函館
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 名古屋国際ホテル ⽊⼝屋 誠⼀ 下関
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 ⼋芳園 壇原 勲 ⻑野
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 ⼩涌園 相原 勝 沼津
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 オリエンタルホテル 前⽥ 功三 熊本
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 ホテル奥道後 江原 忠義 愛媛
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 ホテル東⽇本 漆原 勇 盛岡
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 イタリア軒 吉⽥ 善信 旭川
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 ⻑崎グランドホテル 豊川 敏雄 徳島
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 ⼤阪ターミナルホテル ⼭野井 有三 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16回全国バーテンダー技能競技⼤会 1989年10⽉1⽇ 広島 ターミナルホテル 保志 雄⼀ 栃⽊県
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 ⽇本海運倶楽部 ⽚桐 久司 宇都宮
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 国際ホテル 酒向 明浩 銀座
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 ホテル百万⽯ 菅沼 昭仁 北上
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 ネクスト21 古川 佳彦 新潟
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 京都パークホテル 岡部 真理 栃⽊
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 ソラリア⻄鉄ホテル 横⼭ 和久 岡⼭
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 新⾼輪プリンスホテル ⼤槻 健⼆ 渋⾕
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 仙台国際ホテル 佐藤 千夏 ⼤分
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26回全国バーテンダー技能競技⼤会 1999年10⽉10⽇ 広島 リーガロイヤルホテル広島 ⼩林 清貴 横浜
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 ⾼知新阪急ホテル ⼭本 悌地 横浜
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  名古屋マリオネットアソシアホテル 林 幸⼀ ⻑野
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 パンパシフィックホテル横浜 ⽯垣 忍 渋⾕
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 新潟コンベンション・センター 勝亦 誠 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 新神⼾オリエンタルホテル ⽔澤 泰彦 新宿
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 JALリゾートシーホークホテル福岡 浅倉 淳 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 秋⽥キャッスルホテル ⼩⻄ 広⾼ ⼤阪北

●第46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



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35回全国バーテンダー技能競技⼤会 2008年5⽉11⽇ 岡⼭ ホテルグランヴィア岡⼭ 湯本 清美 沼津
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 京王プラザホテル ⽥畑 道崇 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 サンポートホール⾼松 ⼭⽥ ⾼史 横浜
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 ⽯川県⽴⾳楽堂 ⽿塚 史泰 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 ANAクラウンプラザホテル新潟 ⾼橋 直美 ⾼知
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  ⼤阪国際会議場（グランキューブ⼤阪） 松尾 ⼀磨 銀座
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 ヒルトン福岡シーホーク 𠮷本 武史 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 仙台サンプラザホール 坪倉 健児 京都
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 帝国ホテル東京 松尾 ⺠⼦ 銀座
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45回全国バーテンダー技能競技⼤会 2018年9⽉30⽇ 広島 リーガロイヤルホテル広島 ⼤久保 郁 横浜
第45回全国バーテンダー技能競技⼤会 2019年10⽉27⽇ 徳島 JRホテルクレメント徳島 ⼭﨑 剛 銀座
※所属⽀部は優勝時のもの。


