
回 授賞者氏名 授賞テーマ

第１回 　桜　井　宏　年 最近の労働事情と清酒製造業の近代化、高度化について

(42年度) 　芦　沢　　　 長 山廃酒母における微生物学的研究

第２回 　外　池　良　三 清酒もろみの腐造に関する研究

(43年度) 　百　瀬　洋　夫 

　村　上　英　也 清酒醸造における鉄分について

　高　瀬　澄　夫

　竹　田　正　久 清酒の酵母について

第３回 　佐　藤　　 　信 清酒中の着色物質に関する研究

(44年度) 　蓼　沼　　 　誠 

　黒　沢　一　清 清酒を中心とした酒類流通機構について

　柴　田　豊太郎 酒造米に関する研究

第４回 　小牧久礼三郎 清酒醸造業の経営に関する一連の研究

(45年度) 　萱　島　昭　二 吟醸造りの標準化について

　―きょうかい９号酵母の開発― 

第５回 　菅　間　誠之助 火落菌・生酸菌検出培地による微生物管理

(46年度) 　井　口　琢　郎

　岩手県酒造組合 酒造の合理化に関する一連の調査研究

第６回 　野　白　喜久雄 火落ちに関する研究

(47年度) 　百　瀬　洋　夫 

　大　場　俊　輝 麹の褐変と黒粕の成因に関する研究

　村　上　英　也

 大関酒造㈱研究室 

第７回 　中　村　欽　一 洗米廃水の凝集処理に関する研究

(48年度) 　石　川　雄　章

　吉　沢　　　 淑

　野　白　喜久雄 

　大　内　弘　造 泡なし酵母の実用化に関する研究

　布　川　弥太郎

　熊　谷　知栄子 

　秋　山　裕　一 

第８回 　村　上　英　也 麹菌の分類

(49年度)
北海道立工業試験場
包装食品部

北海道産米による清酒醸造試験

札幌国税局鑑定官室

日本醸造協会伊藤保平賞授賞者および授賞テーマ
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第９回 　小　泉　武　夫 清酒飲酒後の熟し香に関する研究

(50年度) 　佐　藤　　 　信 醸造用活性炭に関する研究

　蓼　沼　　 　誠 

　高　橋　康次郎 

第10回 　菅　野　信　男 清酒もろみ厚蓋の成因に関する研究

(51年度) 　秋　山　裕　一 

　佐　藤　 　　信 清酒酒質表現法の具体化

　川　島　　 　宏 

第11回 　吉　沢　　 　淑 酒造米に関する研究

(52年度) 　石　川　雄　章

　中　村　欽　一 精米歩合が酒質に及ぼす影響に関する研究

第12回 　原　　 　昌　道 アルコール耐性清酒酵母の開発と利用に関する研究

(53年度) 　野　白　喜久雄 

　小　幡　孝　之 

　難　波　康之祐 清酒醸造工程中の金属の動向に関する研究

　戸　塚　　　 昭

第13回 　熊　谷　知栄子 清酒原料白米の吸水に関する研究

(54年度)

第14回 　鈴　木　昭　紀 酒類の調査結果への数理解析手法の応用

(55年度)

第15回 　岩　野　君　夫 清酒醸造におけるトランスグルコシダーゼの役割とその応用

(56年度)

第16回 　岡　崎　直　人 製麹管理の基礎的研究

(57年度) 　高　橋　康次郎 古米酒臭の解明

　北　本　勝ひこ

　大　場　俊　輝

　難　波　康之祐

第17回 　竹　村　成　三 アルコール脱水によるα化米の清酒醸造への応用

(58年度)

第18回 　該当者なし

(59年度)

第19回 　椎　木　　　 敏 清酒もろみにおけるα-アミラーゼの吸着機構と蒸米の溶解に

(60年度) 　布　川　弥太郎 関する研究

第20回 　原　　　　 昌道 交雑法による吟醸酵母の造成に関する研究

(61年度)

第21回 　神　田　晃　敬 清酒の常温無菌充填に関する研究

(62年度) 　浜　地　正　昭

　本　馬　健　光
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第22回 　五　味　勝　也 吟醸酒用麹菌の造成と利用に関する研究

(63年度) 　飯　村　　 　穣

　原　　　 昌　道

第23回 　該当者なし

(平成元年度)

第24回 　伊　藤　　　 清 吟醸酒製造における香気成分の動向

(２年度)

第25回 　佐　藤　俊　一 酒母の枯しに関する研究

(３年度)

第26回 　若　井　芳　則 酒造用原料米に関する研究

(４年度) 　小　西　康　夫 

第27回 　秋　田　　 　修 酵母による香気生成機作に関する研究

(５年度)

第28回 　北　本　勝ひこ ウレア非生産性清酒酵母の育種に関する研究

(６年度) 　宮　崎　佳緒子

第29回 　吉　田　　 　清 少酸性酵母と多酸性酵母の開発

(７年度) 　稲　橋　正　明 

第30回 　荒　巻　　　 功 小型精米機の開発と心白米の精米特性に関する研究

(８年度) 　小　林　信　也 

第31回 　斉　藤　博　之 酒造好適米の判別ならびに酒造米育種における酒造適性推定に

(９年度) 関する研究

第32回 　該当者なし

(10年度)

第33回 　小　関　敏　彦 高香気生産性酵母によるソフト清酒の開発

(11年度) 　和　田　多　聞

第34回 　該当者なし

(12年度)

第35回 　今　安　　 　聰 清酒の健康と美容効果に関する研究

(13年度) 　川　戸　章　嗣 

第36回 　浅　野　行　蔵 清酒用乾燥酵母701号及び901号の開発並びにその応用

(14年度)

第37回 　岡　本　匡　史 溶存酸素低減による清酒の品質保持

(15年度) 　小　泉　亜希子

　小　川　慶　治

第38回 　該当者なし

(16年度)

第39回 　松　永　恒　司　 樽酒中の成分の固定とその健康増進効果

(17年度) 　高　橋　孝　悦
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第40回 　岩　野　君　夫 清酒の呈味性に関係するアミノ酸の研究

(18年度)

第41回 　宇 都 宮　　仁 清酒の品質評価法の研究

(19年度)

第42回 　奥　田　将　生 酒造原料米のデンプン分子構造と酒造適性

（20年度） 　小　関　卓　也

第43回 　吉　田　　 　清 優良清酒酵母きょうかい1801号の育種・開発

（21年度） 　稲　橋　正　明

第44回 　岩　田　　　 博 清酒中のカビ臭汚染経路の解明とその防止法

（22年度）

第45回 　磯　谷　敦　子 清酒の熟成に関与する香気成分及びその生成機構に関する研究

（23年度）

第46回 　佐　藤　稔　英 水浸裂傷の発生要因に関する研究

（24年度） 　中　山　繁　喜

　米　倉　裕　一

第47回 　該当者なし

（25年度）

第48回 　荒　巻　　　功 酒造用原料米の無機成分の米粒内分布に関する研究

（26年度）

第49回 　福　田　　　央 清酒酵母判別のためのプライマーの設計に関する研究

（27年度） 　周　　　　　 延

　三　上　重　明


