ZNA The 55th International Koi Show
一般社団法人 全日本愛鱗会

第55回国際錦鯉品評会 大会要項
主
協
後

催／一般社団法人全日本愛鱗会
賛／全日本錦鯉振興会
援／文化庁・山口県・山口市・山口新聞社・NHK山口放送局・KRY山口放送・
tysテレビ山口・yab山口朝日放送・エフエム山口
会 期／2019年11月8日（金）～10日（日）
会 場／山口市 やまぐちリフレッシュパーク
〒753-0211 山口市大内長野1107番地 TEL 083-927-7211
観覧料／無料

◆スケジュール
11月8日（金）
出品魚搬入受付

9：00～17：00

11月9日（土） （審査時間により変更となる場合があります）
審 査 会 議
8：30～ 9：00
審
査
9：00～12：30
一 般 観 覧
9：00～17：00（審査中を除く）
開
会
式
14：00～15：00
懇
親
会
18：00～20：30 ホテル かめ福
※懇親会にて、多数出品魚取扱者賞、最多出品賞、最多得点賞の表彰を行います。

11月10日（日）
一 般 観 覧
表彰及び閉会式
搬
出

9：00～11：00
10：00～12：00
13：00～

◆大会実施要項
出 品 者 資 格

（一社）全日本愛鱗会会員及び一般錦鯉愛好家
（錦鯉生産業者・流通業者及びその家族・従業員は出品できません）

出 品 鯉 資 格

日本国内で飼育され前記資格者の所有する健康な錦鯉

出品鯉の区分
1.体位区分

2.品種区分

15部 15㎝まで
20部 20㎝まで
25部 25㎝まで
30部 30㎝まで
35部 35㎝まで
40部 40㎝まで
45部 45㎝まで
50部 50㎝まで
55部 55㎝まで
60部 60㎝まで
65部 65㎝まで
70部 70㎝まで
75部 75㎝まで
80部 80㎝まで
85部 85㎝まで
85超部 85㎝を超えるもの
①紅白
②大正三色 ③昭和三色 ④べっ甲
⑤写りもの
⑥浅黄
⑦秋翠
⑧衣
⑨変わりもの ⑩五色
⑪無地もの
⑫光り無地もの（金銀松葉を含む） ⑬光り模様もの ⑭光り写りもの
⑮金銀鱗１種（紅白・大正三色・昭和三色・写りもの）
⑯金銀鱗２種（「１種・光り無地・無地・丹頂」を除く銀鱗）
⑰丹頂
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〈オス鯉区分〉 ⑱オス紅白 ⑲オス大正三色
⑳オス昭和三色
55部以上
㉑オス写りもの・オス五色・オス金銀鱗1種
3.ジパング賞対象品種 ＊ (御三家･写り･五色･金銀鱗1種)以外の品種
④べっ甲 ⑥浅黄
⑦秋翠 ⑧衣 ⑨変わりもの ⑪無地もの
⑫光り無地もの ⑬光り模様もの ⑭光り写りもの
⑯金銀鱗２種（「１種・光り無地・無地・丹頂」を除く銀鱗）⑰丹頂
＊輝黒龍･紅輝黒龍･羽白⇨ 変わりもの ＊銀鱗光り無地・金松葉・銀松葉
⇨ 光り無地もの
＊ドイツ金昭和
⇨ 光り写りもの ＊銀鱗丹頂・丹頂三色・丹頂昭和等
⇨ 丹頂
＊衣三色・衣昭和
⇨ 衣
＊「紅白・大正・昭和・写り」の銀鱗 ⇨ 金銀鱗１種
＊五色三色・五色昭和⇨ 五色
＊「1種・光り無地・無地・丹頂」以外の銀鱗 ⇨ 金銀鱗２種
＊銀鱗五色
⇨ 金銀鱗２種
＊茶鯉・からし鯉・赤松葉・銀鱗無地等 ⇨ 無地もの
※出品種別の間違いは審査対象外になる場合があります。銀鱗種は特にご注意ください。
※種別の判別については搬入日に実物魚で最終確認を受けることもできます。
出

品

料

袋詰め出品15部～40部（審査はビニール袋のまま行います）
■15部･20部･25部
1尾
5,000 円 ＊幼魚の区分
■30部･35部･40部
1尾
6,000 円 ＊若魚の区分
□ジパング賞対象品種は1,000円引き
※審査後、解放用プールまたはＡ･Ｂプールへ放すことを基本とします
※解放プール使用料 1プールにつき10,000円（収容数10尾まで）
Ａプール 45部～65部 （収容数8尾まで。共同使用可）
■45部･50部･55部
1尾
7,000 円 ＊成魚の区分
■60部･65部
1尾
10,000 円 ＊壮魚の区分
□ジパング賞対象品種は2,000円引き
※プール使用料 1プールにつき20,000円
Ｂプール 70部～85超部（収容数4尾まで、ただし85部以上の出品の場合は3尾まで。
共同使用可）
■70部･75部
1尾
10,000 円 ＊壮魚の区分
■80部･85部
1尾
12,000 円 ＊巨鯉の区分
■85超部
1尾
15,000 円 ＊巨鯉の区分
□ジパング賞対象品種は2,000円引き
※プール使用料 1プールにつき20,000円
※会員外の一般参加者は参加費として別途20,000円が必要です。
※賛助会員を含め9月末までに今年度の会員登録を完了の場合は、参加費は必要
ありませんが、以後の登録者は一般参加者と同様に参加費が必要になります。
※協力出品は1尾につき5,000円を申し受けます。

【出品受付期間】

2019年

10月22日（火）～10月28日（月）

※万一出品鯉に事故があった場合などは、期間内であれば変更可能です。
申込み締切り後は、それぞれの出品鯉の出品料・プール・区分に変更のない
場合のみ規定の申告により変更可とします。締切り後は参加費の変更を伴う
出品者名の変更はできません。
※出品料は11月5日(火)正午までにお振り込みください。搬入当日は出品料の徴
収は行いません。出品をキャンセルされても出品料は返金いたしません。
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鯉用のビニール袋は有料です。事前に別途注文してください。
【出品料振込先】

銀行振込/大分銀行・大学通支店 普通口座番号 0211202
名義/ シヤ）ゼンニッポンアイリンカイ カイチョウ ナカジママサアキ
【出品申込書送付先・問合先】 大分県別府市石垣西9-1-47 (一社)全日本愛鱗会 大会事務局
Tel.0977-21-4151
Fax.0977-21-4529

出品申込書は10月28日までに必着。最終日はファックス送信が混み合い、
申込書を正しく受信できない場合がありますのでお早めに。
FAX 0977-21-4529

出 品 申 込 要 領 (1)「事前の出品申込手続」が必要です。
(2)出品申込書に必要事項を明記し大会事務局宛に送付してください。期限厳守。
(3)大会事務局で申込み内容を確認後、鯉番号とプール（水槽）番号を確定し、
申込者宛に出品確認書･鯉用出品票（複写）･請求書をお届けします。
※鯉のビニール袋は同梱しません。
(4)出品確認書には、鯉番号･プール(水槽)番号等が記載してあります。鯉の出品票
に鯉番号･プール番号号等必要事項を明記し、鯉のカラー写真を提出用と展示用
それぞれに貼り付けてください。鯉の出品票は搬入当日持参し、受付で最終確
認を受けてください。
(5)収容尾数内であればプールを共同使用できます。それぞれの申込書に同一のプ
ール名を明記し、共同使用とわかるようにしてください。
(6)２つ以上のプールを申し込む場合は、それぞれにプール名を付け、プールごと
に出品申込書を作成してください。

出品票の写真は日鱗掲載用の写真になります
☆写真の大きさはＬ判サイズ（13㎝× 8.9㎝）程度とし、写真の鯉が全体の６割以上の
大きさになるように、頭が下にくる位置から鮮明に撮影してください。
☆大会当日の入賞鯉撮影は上位優勝に限り行い、その他の入賞鯉は出品票の写真を日鱗
誌掲載用に使用します。

搬

入

要

領

(1)会場での鯉の運搬はすべてビニール袋を使用してください。水槽車で搬送した
鯉もビニール袋運搬が必要です。ただし、大きい鯉等でビニール袋運搬が不可
能な場合は丸オケ等を使っての運搬も認めますが、会場内に水をこぼさないよ
うビニールシート等でフタをして運搬してください。
(2)ＫＨＶ病感染防止のため、網や酸素などの器具類は各自持参してください。
（大会本部では用意いたしません）
(3)当日の受付では、鯉の出品票（写真付の提出用と展示用）を提示し、最終確認
を受けてください。最終確認を受けた鯉の出品票のうち、本部提出用を提出
展示用を出品票ビニール袋に入れて指定された番号の水槽にクリップ留めし
ます。ビニール袋の場合はゴム部などに留めます。
(4)出品鯉は各自で指定されたプール番号の水槽に運搬し、飛び出し防止の網かけ
を行ってください。ビニール袋出品の鯉は指定の場所に搬入してください。
(5)鱗王大賞･鱗王賞等の上位入賞には入賞用水槽を設営していますので、審査結
果確定後、各取扱者で入賞鯉の移動をお願いします。
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(6)搬入から搬出、上位入賞鯉の移動、ビニール袋出品鯉の移動は各取扱者で行な
ってください。大会実行委員による鯉の取扱いはいたしません。
(7)会場内では水をこぼさないよう注意してください。
(8)鯉や水槽の水に触れた場合は、消毒して次の作業を行ってください。網やタラ
イ等も同様です。
(9)他の水槽やエアーホース等には触れないでください。
出品鯉について

審
表

査

員
彰

（入賞の種類）

(1)ＫＨＶ病等の感染防止に十分注意してください。
(2)搬入日から逆算して3週間以上前に20～25℃の水温で管理し、病気の発症がな
いことを確認してください。
(3)搬出後も同様に水温管理をし、病気発症がないことを確認してから池に戻して
ください。
（一社）全日本愛鱗会認定の有資格審査員および外部名誉審査員(当日発表)
1.全体総合優勝をはじめ全入賞鯉には(一社)全日本愛鱗会会長賞を授与する。
2.前記の他、上位入賞に対して、内閣総理大臣賞･文部科学大臣賞･外務大臣賞･
農林水産大臣賞･山口県知事賞･山口市長賞･海外支部長賞･友好団体長賞･協賛
後援団体長賞･商社メーカー賞等を授与する。
(1)全体総合優勝＜鱗王大賞＞
１尾
(2)巨鯉総合優勝＜鱗王賞＞ （80部～85超部）１尾
(3)壮魚総合優勝＜鱗王賞＞ （60部～75部） １尾
(4)成魚総合優勝＜鱗王賞＞ （45部～55部） １尾
(5)若魚総合優勝＜鱗王賞＞ （30部～40部） １尾
(6)幼魚総合優勝＜鱗王賞＞ （15部～25部） １尾
(7)各部総合優勝１位＜鱗王賞＞・２位・３位 各１尾
(8)オス鯉各部総合優勝１位＜鱗王賞＞
55部以上の各部１尾
(9)各部各種優勝１席・２席・３席
各１尾
準優勝は前記入賞鯉を除き、順位をつけず３分の１程度の割合で選出し授与
する。但し、85部･85超部については体形に不備等がなければ準優勝とする。
※区分総合（巨鯉・壮魚・成魚・若魚・幼魚）入賞による各部総合への繰上
げを行う。但し、各部各種の入賞については繰上げを行わない。
(10)ジャンボ賞１種（紅白・大正三色・昭和三色・写りものの大型優秀鯉）１尾
(11)ジャンボ賞２種（１種以外の大型優秀鯉） １尾
(12)種別最優秀賞（各品種の最優秀鯉）
各種１尾
黒木賞（昭和三色の種別最優秀賞）
神谷賞（変わりものの種別最優秀賞）
穴吹賞（浅黄の種別最優秀賞）
加藤賞（衣の種別最優秀賞）
瀧川賞（光り無地ものの種別最優秀賞）
(13)ジパング全体総合優勝・ジパング巨鯉総合優勝・ジパング壮魚総合優勝・ジ
パング成魚総合優勝・ジパング若魚総合優勝・ジパング幼魚総合優勝 各1尾
(14)ジパング賞（紅白・大正三色・昭和三色・写りもの・五色・金銀鱗１種以外
の優秀鯉）各部1尾
※ジパング区分総合入賞による、ジパング賞への繰上げは行う。但し、各部各
種の入賞については繰上げを行わない。
(15)特別賞（山吹黄金）
各部1尾
(16)最多得点賞を10位まで設け賞品を授与する。
(17)支部対抗得点賞を設け、優勝支部賞を授与する。
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※(16)と(17)の採点方法は、優勝１席５点、優勝２席３点、優勝３席２点、
準優勝１点で計算する。全体総合優勝は１０点、特別賞５点、その他の賞
は得点に算入しない。集計の結果、同点の場合は出品数の多い方を、また
遠隔地を上位とする。
(18)最多出品賞を10位まで設け賞品を授与する。出品数が同数の場合は遠隔地出
品者を上位とする。協力出品は対象外とする。
(19)多数出品魚取扱者賞を10位まで設け賞品を授与する。取扱数が同数の場合は
遠隔地取扱者を上位とする。
(20)各出品者全員に参加賞を贈呈する。
搬

出

要

領

その他の事項

(1)出品鯉の搬出準備は、搬出委員長の指示に従ってください。
(2)搬出委員長の指示があるまで鯉は動かすことはできません。
(1)出品者による入賞申告は不要です。
(2)出品鯉は事前に十分餌止めをしてください。
(3)鯉の健康状態を観察し、展示水槽に対応できるよう体調を管理してください。
(4)搬入時の検寸は行いませんので、事前に全日本錦鯉振興会指定の検寸器を使
い、最長寸で正確に測って出品してください。万一、寸法区分相違が判明し
た鯉は審査対象外となります。その鯉の出品料は返金いたしません。
(5)形成鯉の出品はご遠慮ください。審査時、形成と判断された鯉は審査対象外
となる場合があります。（品評会規定第10条２項による）その鯉の出品料は
返金いたしません。
(6)現に国外で飼育している錦鯉については、防疫処置の関係から出品の受付は
できません。
(7)出品鯉は大会実行委員長の許可なしに移動及び搬出はできません。
(8)出品確定後の出品者または取扱者の名義変更は一切受け付けません。
(9)審査中、審査区域への立ち入りは禁止します。
(10)審査の結果については何人も異議申立てはできません。
(11)出品鯉の安全については万全を期しますが、万一、死亡、損傷、盗難などが
あっても、その代償的責任は負いません。
(12)会期中、水槽内の消毒管理については万全を期して対処いたします。
(13)品評会の権威及び名誉と相互の親睦を著しく傷つけた行為、また会場内にお
いて出品鯉の売買があったものと主催者が認めた場合は、本大会の出品は取り
消され、出品料は返金いたしません。当該の出品者または出品魚取扱者は第60
回大会まで出品申込みまたは出品魚取扱いをお断りいたします。
(14)この要項に付加して規定を設ける場合があります。また、要項に記載されて
いない事項については、(一社)全日本愛鱗会錦鯉品評会規定に準拠して処理
します。

大会側での出品鯉の検寸は原則行いません。
体位区分外と疑われる場合、審査前後・審査中を問わず、その出品魚の取扱者に採寸をお願い
する場合があります。防疫上、採寸用の器具は各自で用意し、随時採寸に対応してください。
事由を問わず取扱者が採寸に対応できない場合や、ビニール袋のままの簡易採寸によりサイズ
オーバーと確定された場合は、大会側の判断によりその出品魚は審査対象外とします。その決
定に対しては異議申し立てできません。

サイズオーバーの出品魚は審査対象外
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◆品評会運営協力金について（お願い）
下記上位入賞の方々より品評会運営協力金を大会当日に申し受けます。
何卒ご協力のほどお願いいたします。
全体総合優勝（鱗王大賞）５０万円
区分総合優勝（鱗王賞）５万円
ジパング全体総合優勝
５万円
ジパング区分総合優勝 ２万円
各部総合優勝（鱗王賞）・ジャンボ賞・種別最優秀賞 ２万円
ジパング賞 １万円
【大会事務局】(一社)全日本愛鱗会本部事務局
〠874-0910 大分県別府市石垣西9-1-47
TEL 0977-21-4151 ／FAX 0977-21-4529
TEL 090-5749-4501（大会期間中）
宅配便による出品について
・本大会は宅配便による搬入搬出の代行対応はいたしません。
・宅配便を利用して会場へ送る場合は、受取りのみ可能です。
・当日の出品確認ならびに搬入搬出等の作業は出品者または取扱者で行ってください。
【会場住所】 やまぐちリフレッシュパーク 第３駐車場 錦鯉品評会受付
〒753-0211 山口市大内長野1107番地
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一般社団法人全日本愛鱗会
第５５回国際錦鯉品評会

出品要領

付加事項

参加料および出品申込み時の会員資格等について
・一般からの出品に対しては、出品料の他に参加費 20,000 円をお願いしております。複数の取扱者から
出品する場合は、最初に届いた出品申込み分に参加費を加算して請求いたします。
・全日本愛鱗会の会員（賛助会員も含む）の場合は、参加費 20,000 円は必要ありません。ただし、令和
元年 9 月末までに会員登録を完了している会員に限ります。10 月 1 日以降に会員登録をされた場合は一
般（会員外）の扱いとなりますので、予めご了承ください。国外の出品者も同様です。
・賛助会員の方で上位入賞された場合も、入賞協力金へのご賛同をお願いしております。
賛助会員：すでに入会している通常または本部会員の、同居家族または同一支部内に居住する家族
（配偶者・親子・孫等）

出品者の名義について
・出品者名は個人名義とし、本人が特定できない記述（ミスターＫなど）はお受けできません。共同出
品での複数名義（太郎＆花子など）や法人団体名義もお受けできません。

出品鯉の種別について
・出品魚の種別に不安がある場合は、搬入当日に申し出て、実物の鯉による出品種別の判定を受けてく
ださい。鑑賞審査部担当者が判定を行い、種別確認済等のシールを貼って対応します。品種名等による
電話でのお問い合わせでは正確な判断ができない場合があります。種別確認済のシールを受けないまま
の出品は、審査時に種別間違いの扱いとなることがあります。銀鱗については特にご注意ください。

締切り後の変更について
・事前申込み締切り後は、変更前と変更後それぞれの出品鯉の出品料・プール・区分（幼魚～巨鯉）に
変更のない場合のみ、規定の申告手続きにより、搬入当日の受付時まで変更可とします。所定の変更用
紙に記入し申告ください。お電話だけでは変更の受付をいたしません。
・また同様に、締切り後は参加費の変更を伴う出品者名の変更はできませんのでご留意ください。

出品鯉のサイズ区分の厳守について
・大会側での出品鯉の検寸は原則行いません。
・体位区分外と疑われる場合、審査前後・審査中を問わず、その出品魚の取扱者に検寸をお願いする場
合があります。防疫上、検寸用の器具は各自で用意し、随時、検寸に対応してください。また、事由を
問わず取扱者が検寸に対応できない状況とみなされた場合や、ビニール袋のままの簡易検寸によりサイ
ズオーバーと判断された場合も、大会側の決定によりその出品魚は審査対象外となります。これらの決
定について異議申し立てできません。

サイズオーバーとされた出品魚は審査対象外

会場内は指定場所を除き、全面禁煙
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