
賞名 鯉番 部別 品種名 出品者名 出品者支部名

全体総合優勝 156 85部 紅白 白坂大四郎 奈良

巨鯉総合優勝 517 85超部 紅白 譚　永権 香港

壮魚総合優勝 146 75部 昭和三色 赤畑　浩 埼玉

成魚総合優勝 135 50部 大正三色 岸本史郎 兵庫

若魚総合優勝 133 35部 紅白 岸本史郎 兵庫

幼魚総合優勝 220 20部 大正三色 瀬戸則俊 奈良

ジパング全体総合優勝 298 85超部 無地もの 鴛渕雅男 福岡

ジパング巨鯉総合優勝 301 85部 変わりもの 大塚文廣 滋賀

ジパング壮魚総合優勝 175 75部 変わりもの 高橋　寛 京都

ジパング成魚総合優勝 667 55部 五色 ロナルド ゴーフォース MKK

ジパング若魚総合優勝 15 30部 金銀鱗2種 菅谷省三 兵庫

ジパング幼魚総合優勝 265 25部 べっ甲 木場竜二 福岡

85超部総合1位 601 85超部 昭和三色 譚　永権 香港

85部総合1位 157 85部 大正三色 白坂大四郎 奈良

80部総合1位 158 80部 大正三色 白坂大四郎 奈良

75部総合1位 632 75部 紅白 張　祖昌 香港

70部総合1位 30 70部 大正三色 山﨑美左治 滋賀

65部総合1位 630 65部 昭和三色 張　祖昌 香港

60部総合1位 227 60部 金銀鱗1種 松田吉弘 兵庫

55部総合1位 185 55部 紅白 米原良治 山口

50部総合1位 280 50部 紅白 宇野　太 福岡

45部総合1位 199 45部 紅白 巻田宏晃 山形

40部総合1位 35 40部 紅白 福永昭夫 広島

35部総合1位 137 35部 金銀鱗1種 森　泉 岡山

30部総合1位 36 30部 金銀鱗1種 福永昭夫 広島

25部総合1位 586 25部 大正三色 謝　家寶 香港

20部総合1位 90 20部 紅白 若林公一 新潟

15部総合1位 217 15部 紅白 三上彌六 山口

ジャンボ賞1種 213 85部 大正三色 小西　弦 岡山

ジャンボ賞2種 112 85超部 無地もの 菅谷省三 兵庫

種別最優秀賞（丹頂） 16 70部 菅谷省三 兵庫

種別最優秀賞（金銀鱗2種） 210 60部 藤井清吾 山口

種別最優秀賞（金銀鱗1種） 532 85部 リム　ポーチャイ マレーシア

種別最優秀賞（光り写り） 176 80部 高橋　寛 京都

種別最優秀賞（光り模様） 174 70部 高橋　寛 京都

種別最優秀賞（光り無地） 533 85超部 リム　ポーチャイ マレーシア

種別最優秀賞（無地もの） 298 85超部 鴛渕雅男 福岡

種別最優秀賞（五色） 643 70部 アラン　ネメンツィック シンガポール

種別最優秀賞（変わりもの） 301 85部 大塚文廣 滋賀

種別最優秀賞（衣） 609 55部 何　志佳 香港

種別最優秀賞（秋翠） 279 85部 松浦崇行 福岡

種別最優秀賞（浅黄） 648 85部 アラン　ネメンツィック シンガポール

種別最優秀賞（写りもの） 514 80部 チャレンポール　タワッチャポルン TKKG



種別最優秀賞（べっ甲） 641 55部 アラン　ネメンツィック シンガポール

種別最優秀賞（昭和三色） 601 85超部 譚　永権 香港

種別最優秀賞（大正三色） 157 85部 白坂大四郎 奈良

種別最優秀賞（紅白） 156 85部 白坂大四郎 奈良

ジパング賞（85超部） 533 85超部 光り無地 リム　ポーチャイ マレーシア

ジパング賞（85部） 279 85部 秋翠 松浦崇行 福岡

ジパング賞（80部） 536 80部 無地もの リム　ポーチャイ マレーシア

ジパング賞（75部） 511 75部 秋翠 ナッタポン　ファンナ TKKG

ジパング賞（70部） 16 70部 丹頂 菅谷省三 兵庫

ジパング賞（65部） 549 65部 五色 ダク　グエン トライステート

ジパング賞（60部） 530 60部 変わりもの ベネディクト　カンポス フィリピン（個人）

ジパング賞（55部） 177 55部 光り写り 高橋　寛 京都

ジパング賞（50部） 587 50部 光り模様 謝　家寶 香港

ジパング賞（45部） 134 45部 丹頂 岸本史郎 兵庫

ジパング賞（40部） 20 40部 五色 田中昭次 大阪

ジパング賞（35部） 510 35部 変わりもの トーエン　フェイエン オランダ

ジパング賞（30部） 223 30部 五色 森　泉 岡山

ジパング賞（25部） 224 25部 光り模様 森　泉 岡山

ジパング賞（20部） 649 20部 秋翠 ポール　ミグリオリコ AKA

ジパング賞（15部） 216 15部 丹頂 三上彌六 山口

賞名 出品尾数 名前 支部

最多出品賞１位 21 張　祖昌 香港

最多出品賞２位 15 三上彌六 山口

最多出品賞３位 14 櫻井　渉 栃木

最多出品賞４位 14 鴛渕雅男 福岡

最多出品賞５位 14 ダク　グエン トライステート

最多出品賞６位 14 レオナルド　ヨシオ　ミヤシロ ブラジル

最多出品賞７位 12 若林公一 新潟

最多出品賞８位 12 山﨑美左治 滋賀

最多出品賞９位 11 ベネディクト　カンポス フィリピン（個人）

最多出品賞１０位 10 アラン　ネメンツィック シンガポール


