
OCS06_上位入賞情報(賞順)

賞名 鯉番 水槽 部別 品種名 出品者名 出品者支部名 取扱者名 取扱者県

種別最優秀賞（紅白） 917 201 85超部 紅白 周　蔡鑫 台湾愛鯉 (株)阪井養魚場 広島県

種別最優秀賞（大正三色） 638 158 85超部 大正三色 Hans Lips ベルギー 成田養魚園(株) 愛知県

種別最優秀賞（昭和三色） 548 149 85超部 昭和三色 周 団章 香港 岡山桃太郎鯉 岡山県

種別最優秀賞（べっ甲） 918 202 80部 べっ甲 瀬戸 則俊 奈良県 (株)阪井養魚場 広島県

種別最優秀賞（写りもの） 719 170 85超部 写りもの 陸　偉亮 香港 (株)オダカン 神奈川県

種別最優秀賞（浅黄） 840 181 85超部 浅黄 北川 學 三重県 旭錦 奈良県

種別最優秀賞（秋翠） 324 127 80部 秋翠 中西 忠司 広島県 錦鯉専門店 昭徳 広島県

種別最優秀賞（衣） 214 121 80部 衣 井原 義博 長野県 長島養鯉場(音蔵) 新潟県

種別最優秀賞（変わりもの） 51 108 85部 変わりもの 村岡 捷熙 山口県 鯉きち養魚場 山口県

種別最優秀賞（五色） 11 101 80部 五色 中島 正章 兵庫県 桜木養魚場 京都府

種別最優秀賞（無地もの） 964 210 85超部 無地もの 森尻 孝雄 栃木県 NAM・Japan 群馬県

種別最優秀賞（光り無地） 929 207 85超部 光り無地もの Hernando Yuwono スラバヤ 和泉屋養鯉場 新潟県

種別最優秀賞（光り模様） 927 206 85超部 光り模様もの Phaisal Saetang タイ (株)阪井養魚場 広島県

種別最優秀賞（光り写り） 958 208 75部 光り写りもの 高橋 寛 京都府 (有)善 京都府

種別最優秀賞（金銀鱗1種） 547 148 85超部 金銀鱗一種 袁 建棟 華東江蘇友好 岡山桃太郎鯉 岡山県

種別最優秀賞（金銀鱗2種） 534 144 75部 金銀鱗二種 小出 邦宜 長野県 小出 邦宜 長野県

種別最優秀賞（丹頂） 965 210 85部 丹頂 森尻 孝雄 栃木県 NAM・Japan 群馬県

賞名 鯉番 水槽 部別 品種名 出品者名 出品者支部名 取扱者名 取扱者県

黒木賞（昭和三色） 548 149 85超部 昭和三色 周 団章 香港 岡山桃太郎鯉 岡山県

神谷賞（変わりもの） 51 108 85部 変わりもの 村岡 捷熙 山口県 鯉きち養魚場 山口県

穴吹賞（浅黄） 840 181 85超部 浅黄 北川 學 三重県 旭錦 奈良県

加藤賞（衣） 214 121 80部 衣 井原 義博 長野県 長島養鯉場(音蔵) 新潟県

瀧川賞（光り無地） 929 207 85超部 光り無地もの Hernando Yuwono スラバヤ 和泉屋養鯉場 新潟県

賞名 鯉番 水槽 部別 品種名 出品者名 出品者支部名 取扱者名 取扱者県

55部オス鯉総合1位《鱗王賞》 645 361 55部 オス紅白 瀬戸 則俊 奈良県 成田養魚園(株) 愛知県

60部オス鯉総合1位《鱗王賞》 869 382 60部 オス紅白 栗 武照 岡山県 (有)宮武養魚場 香川県

65部オス鯉総合1位《鱗王賞》 962 390 65部 オス紅白 森尻 孝雄 栃木県 NAM・Japan 群馬県

70部オス鯉総合1位《鱗王賞》 564 155 70部 オス紅白 中西 忠司 広島県 岡山桃太郎鯉 岡山県

75部オス鯉総合1位《鱗王賞》 544 147 75部 オス昭和三色袁 建棟 華東江蘇友好 岡山桃太郎鯉 岡山県

80部オス鯉総合1位《鱗王賞》 888 184 80部 オス紅白 Chaiyot Paporn タイ (株)阪井養魚場 広島県

85部オス鯉総合1位《鱗王賞》 545 147 85部 オス紅白 袁 建棟 華東江蘇友好 岡山桃太郎鯉 岡山県

85超部オス鯉総合1位《鱗王賞》 891 185 85超部 オス大正三色Ananchai Tangwongsiri タイ (株)阪井養魚場 広島県

(一社）全日本愛鱗会　第54回国際錦鯉品評会　種別最優秀賞・会長賞・オス鯉鱗王賞


