
賞名 鯉番 水槽 部 品種 出品者名 出品者支部等取扱者名 取扱者県

種別最優秀賞（紅白） 290 118 85超部 紅白 白坂 大四郎 奈良県 ㈱阪井養魚場 広島県

種別最優秀賞（大正三色） 689 172 85部 大正三色 李　巨 中国 ㈱阪井養魚場 広島県

種別最優秀賞（昭和三色） 500 142 85超部 昭和三色 David Leow シンガポール岡山桃太郎鯉 岡山県

種別最優秀賞（べっ甲） 542 154 75部 べっ甲 列 應揚 香港 三信ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱東京都

種別最優秀賞（写りもの） 46 103 80部 写りもの 柚井 正道 東京都 越路養鯉場 新潟県

種別最優秀賞（浅黄） 832 194 85部 浅黄 石垣 嘉一 栃木県 ㈲丸誠養鯉場 新潟県

種別最優秀賞（秋翠） 429 130 80部 秋翠 青木 誠 長野県 ㈲丸誠養鯉場 新潟県

種別最優秀賞（衣） 519 151 80部 衣 列 應揚 香港（支部） 岡山桃太郎鯉 岡山県

種別最優秀賞（変わりもの） 298 121 80部 変わりもの 三宅 信昭 広島県 山田 豊昭 広島県

種別最優秀賞（五色） 617 166 80部 五色 清水 吉照 京都府 錦鯉むらかみ 京都府

種別最優秀賞（無地もの） 1026 208 85超部 無地もの 加藤 俊二 栃木県 NAM・Japan 群馬県

種別最優秀賞（光り無地） 894 200 85超部 光り無地もの Chaiyot Paporn タイ ㈲松江錦鯉ｾﾝﾀｰ島根県

種別最優秀賞（光り模様） 1100 217 85部 光り模様もの 鴛渕 雅男 福岡県 鯉松苑 福岡県

種別最優秀賞（光り写り） 151 106 75部 光り写りもの 横山 惇 福島県 横山　惇 福島県

種別最優秀賞（金銀鱗1種） 496 140 75部 金銀鱗一種 Chris Marsh イギリス 岡山桃太郎鯉 岡山県

種別最優秀賞（金銀鱗2種） 541 154 80部 金銀鱗二種 列 應揚 香港 三信ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱東京都

種別最優秀賞（丹頂） 326 123 75部 丹頂 坂本 俊幸 大阪府 魚酔 大阪府

賞名 鯉番 水槽 部 品種 出品者名 出品者支部等取扱者名 取扱者県

黒木賞（昭和三色） 500 142 85超部 昭和三色 David Leow シンガポール岡山桃太郎鯉 岡山県

神谷賞（変わりもの） 298 121 80部 変わりもの 三宅 信昭 広島県 山田 豊昭 広島県

穴吹賞（浅黄） 832 194 85部 浅黄 石垣 嘉一 栃木県 ㈲丸誠養鯉場 新潟県

加藤賞（衣） 519 151 80部 衣 列 應揚 香港（支部） 岡山桃太郎鯉 岡山県

瀧川賞（光り無地） 894 200 85超部 光り無地もの Chaiyot Paporn タイ ㈲松江錦鯉ｾﾝﾀｰ島根県

賞名 鯉番 水槽 部 品種 出品者名 出品者支部等取扱者名 取扱者県

オス55部総合1位《鱗王賞》 323 328 55部 オス紅白 道和 茂晴 大阪府 魚酔 大阪府

オス60部総合1位《鱗王賞》 489 351 60部 オス紅白 Heman Witono インドネシア 岡山桃太郎鯉 岡山県

オス65部総合1位《鱗王賞》 1012 394 65部 オス紅白 森尻 孝雄 栃木県 NAM・Japan 群馬県

オス70部総合1位《鱗王賞》 506 146 70部 オス昭和三色 Hartono Sukwanto インドネシア 岡山桃太郎鯉 岡山県

オス75部総合1位《鱗王賞》 703 179 75部 オス紅白 Boonchuai Auammongkolタイ ㈱阪井養魚場 広島県

オス80部総合1位《鱗王賞》 1022 206 80部 オス大正三色 森尻 孝雄 栃木県 NAM・Japan 群馬県

オス85部総合1位《鱗王賞》 700 178 85部 オス大正三色 Pattawee Suwanasang タイ ㈱阪井養魚場 広島県

オス85超部総合1位《鱗王賞》701 178 85超部 オス紅白 Chaiyot Paporn タイ ㈱阪井養魚場 広島県
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