
2020.2.19現在

1 酒仙栄光 純米吟醸　松山三井 普通 21 養老 純米にごり「風の里」生酒 やや辛口

2 初雪盃 オール愛媛の酒　媛育純米酒 大甘口 22 梅美人 漁師の酒 大辛口

3 八重菊 原　酒 辛口 23 川亀 特別純米 大辛口

4 桜うづまき 桜風　純米酒　初しぼり 辛口 24 桐万町 上　撰 やや辛口

5 武士心 純米吟醸 辛口 25 鯉の勢 吟　醸 やや辛口

6 仁喜多津 伊予の薄墨桜 やや辛口 26 玉川 上　撰 普通

7 雪雀 純米吟醸 やや辛口 27 城川郷 特別本醸造 大辛口

8 小冨士 超辛口 大辛口 28 宮の舞 上　撰 やや辛口

9 初鷹 上　撰 普通 29 開明 熟成純米酒 辛口

10 雪娘 上　撰 やや甘口 30 泰山 原　酒 普通

11 山丹正宗 純米　松山三井 やや辛口 31 大番 純米吟醸　しずく媛 普通

12 石鎚 無ろ過純米 辛口 32 野武士 本醸造 辛口

13 寿喜心 山田錦68％　限定純米酒 やや辛口 33 うしおに 上撰 やや辛口

14 伊予賀儀屋 無ろ過純米　赤ラベル 辛口 34 旭牡丹 生原酒 普通

15 日本心 特別純米　蒲(がま) 普通 35 御殿桜 純米しぼりたて やや辛口

16 華姫桜 凛　山田錦　しぼりたて新酒 やや辛口 36 勢玉 本醸造 辛口

17 豊稔 特　選 やや辛口 37 蘭玉 純米 やや辛口

18 梅錦 吟醸　つうの酒 辛口 38 眉山 特別純米 普通

19 京ひな 深山　特別純米 甘口 39 瓢太閤

20 千代の亀 特別純米　橙 辛口 40 阿波美人 純米酒 辛口
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41 旭若松 61 金陵 吟醸　月白(げっぱく) やや辛口

42 鳴門鯛 62 凱陣

43 貴吹川 特別純米　貴吹川(あなぶきがわ) 普通 63 川鶴 純米　Heart＆Soul 辛口

44 可楽智 特別純米 辛口 64 綾菊 国重　吟醸 やや辛口

45 今小町 純米吟醸　穰　かすみ搾り 辛口 65 勇心 純米　山田錦80 辛口

46 今小町 純米大吟醸　穰 普通 66 森國 「ふふふ。」吟醸酒 やや辛口

47 芳水 純米吟醸　無為淡霞(むいたんか) 辛口 67 酔鯨 純米吟醸　未ろ過すっぴん 辛口

48 芳水 純米大吟醸 大辛口 68 桂月 超辛口特別純米 大辛口

49 三芳菊 山廃　純米吟醸生原酒 普通 69 亀泉 純米吟醸生原酒　CEL-24 甘口

50 三芳菊 酒まつり前日しぼり やや甘口 70 土佐藤娘 純米吟醸 やや辛口

51 笹緑 特別純米 やや辛口 71 司牡丹 船中八策 辛口

52 笹緑 吟　醸 やや辛口 72 久礼 純　米 辛口

53 今小町 純米吟醸　穰 やや辛口 73 日乃出桃太郎 純米吟醸 辛口

54 三芳菊 大地の夢　純米吟醸生原酒 普通 74 無手無冠 純米生原酒 やや辛口

55 司菊 吟醸純米　きらい　赤　(豊潤) 普通 75 文佳人 純  米 辛口

56 御殿桜 純米吟醸　生原酒 やや甘口 76 豊能梅 純米吟醸　吟の夢 やや辛口

57 鳴門鯛 純米吟醸 甘口 77 松翁 山田太鼓　純米 辛口

58 阿波天水 瓢太閤　純米吟醸 やや甘口 78 安芸虎 山田錦80％精米　純米酒 辛口

59 司菊 特別純米　きらい　黒　(旨口) 普通 79 四万十川 純　米 辛口

60 三芳菊 特別純米　胡春 やや甘口 80 土佐しらぎく 特別純米　斬辛　八反錦 辛口

81 土佐鶴 純  米 やや辛口

82 美丈夫 特別純米 やや辛口

83 南 特別純米 辛口
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