
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 取扱者県名

15151515部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 1166 546 15部 紅白 玉川 一雄玉川 一雄玉川 一雄玉川 一雄 滋賀県 谷口養鯉場 広島県

15151515部総合部総合部総合部総合2222位位位位 1099 539 15部 大正三色 海老澤 諫海老澤 諫海老澤 諫海老澤 諫 さぬき 錦鯉みやたけ 香川県

15151515部総合部総合部総合部総合3333位位位位 850 362 15部 写りもの 新名 義秋新名 義秋新名 義秋新名 義秋 大分県 三重錦幸園 大分県

20202020部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 420 516 20部 紅白 菱田 勝菱田 勝菱田 勝菱田 勝 愛知県 昇 錦 愛知県

20202020部総合部総合部総合部総合2222位位位位 90 305 20部 写りもの 藤原 耕一藤原 耕一藤原 耕一藤原 耕一 兵庫県 桜木養魚場 兵庫県

20202020部総合部総合部総合部総合3333位位位位 1111 540 20部 紅白 鈴木 正之鈴木 正之鈴木 正之鈴木 正之 香川県 錦鯉みやたけ 香川県

25252525部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 1107 540 25部 紅白 増田 昇増田 昇増田 昇増田 昇 兵庫県 錦鯉みやたけ 香川県

25252525部総合部総合部総合部総合2222位位位位 1101 539 25部 大正三色 海老澤 諫海老澤 諫海老澤 諫海老澤 諫 さぬき 錦鯉みやたけ 香川県

25252525部総合部総合部総合部総合3333位位位位 540 340 25部 昭和三色 川端 由準川端 由準川端 由準川端 由準 和歌山県 川端　由準 和歌山県

30303030部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 1113 540 30部 紅白 鈴木 正之鈴木 正之鈴木 正之鈴木 正之 香川県 錦鯉みやたけ 香川県

30303030部総合部総合部総合部総合2222位位位位 1129 542 30部 昭和三色 神行 武彦神行 武彦神行 武彦神行 武彦 兵庫県 錦鯉みやたけ 香川県

30303030部総合部総合部総合部総合3333位位位位 1146 543 30部 大正三色 天野 俊明天野 俊明天野 俊明天野 俊明 広島県 谷口養鯉場 広島県

35353535部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 244 512 35部 大正三色 岸良 研二岸良 研二岸良 研二岸良 研二 広島県 岸良 研二 広島県

35353535部総合部総合部総合部総合2222位位位位 1152 544 35部 紅白 小島 健史小島 健史小島 健史小島 健史 奈良県 谷口養鯉場 広島県

35353535部総合部総合部総合部総合3333位位位位 1125 542 35部 昭和三色 神行 武彦神行 武彦神行 武彦神行 武彦 兵庫県 錦鯉みやたけ 香川県

40404040部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 934 536 40部 大正三色 岸本 史郎岸本 史郎岸本 史郎岸本 史郎 兵庫県 有田農産㈲ 兵庫県

40404040部総合部総合部総合部総合2222位位位位 901 535 40部 写りもの 長島 竜也長島 竜也長島 竜也長島 竜也 静岡県 長島養鯉場 静岡県

40404040部総合部総合部総合部総合3333位位位位 576 521 40部 紅白 槙原 和人槙原 和人槙原 和人槙原 和人 広島県 大石養魚場 広島県

45454545部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 482 334 45部 金銀鱗一種 茂木 武夫茂木 武夫茂木 武夫茂木 武夫 広島県 茂木 武夫 広島県

45454545部総合部総合部総合部総合2222位位位位 65 310 45部 紅白 白水 英行白水 英行白水 英行白水 英行 兵庫県 白水 英行 兵庫県

45454545部総合部総合部総合部総合3333位位位位 1347 394 45部 写りもの 安達 弘安達 弘安達 弘安達 弘 京都府 錦鯉むらかみ 京都府

50505050部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 1186 382 50部 紅白 加藤 豊一加藤 豊一加藤 豊一加藤 豊一 愛媛県 谷口養鯉場 広島県

50505050部総合部総合部総合部総合2222位位位位 1192 381 50部 大正三色 荒木 正荒木 正荒木 正荒木 正 岡山県 谷口養鯉場 広島県

50505050部総合部総合部総合部総合3333位位位位 1189 383 50部 金銀鱗一種 秀坂 和彦秀坂 和彦秀坂 和彦秀坂 和彦 岡山県 谷口養鯉場 広島県

55555555部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 2 301 55部 写りもの 平井 直祐平井 直祐平井 直祐平井 直祐 京都府 錦鯉むらかみ 京都府

55555555部総合部総合部総合部総合2222位位位位 544 340 55部 昭和三色 川端 由準川端 由準川端 由準川端 由準 和歌山県 川端　由準 和歌山県

55555555部総合部総合部総合部総合3333位位位位 1374 396 55部 大正三色 鴛渕 雅男鴛渕 雅男鴛渕 雅男鴛渕 雅男 福岡県 鯉松苑 福岡県

60606060部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 771 357 60部 紅白 余 昭明余 昭明余 昭明余 昭明 香港 馬上 宗顕 広島県

60606060部総合部総合部総合部総合2222位位位位 1207 385 60部 紅白 岩本 康生岩本 康生岩本 康生岩本 康生 山口県 谷口養鯉場 広島県

60606060部総合部総合部総合部総合3333位位位位 545 341 60部 写りもの 森岡 道雄森岡 道雄森岡 道雄森岡 道雄 高知県 森岡　道雄 高知県

65656565部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 301 320 65部 大正三色 神行 武彦神行 武彦神行 武彦神行 武彦 兵庫県 ㈱阪井養魚場 広島県

65656565部総合部総合部総合部総合2222位位位位 324 320 65部 紅白 Mark ColynMark ColynMark ColynMark Colyn 南アフリカ ㈱阪井養魚場 広島県

65656565部総合部総合部総合部総合3333位位位位 526 339 65部 昭和三色 南岳 克史南岳 克史南岳 克史南岳 克史 一般 正井養鯉場 兵庫県

70707070部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 1206 193 70部 昭和三色 魏 文輝魏 文輝魏 文輝魏 文輝 香港 谷口養鯉場 広島県

70707070部総合部総合部総合部総合2222位位位位 489 154 70部 大正三色 Patrick ChiaPatrick ChiaPatrick ChiaPatrick Chia マレーシア 岡山桃太郎鯉 岡山県

70707070部総合部総合部総合部総合3333位位位位 279 121 70部 大正三色 白坂 大四郎白坂 大四郎白坂 大四郎白坂 大四郎 奈良県 ㈱阪井養魚場 広島県

75757575部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 312 134 75部 紅白 Yap Yew WengYap Yew WengYap Yew WengYap Yew Weng マレーシア ㈱阪井養魚場 広島県

75757575部総合部総合部総合部総合2222位位位位 1069 192 75部 紅白 沢村 昌彦沢村 昌彦沢村 昌彦沢村 昌彦 京都府 錦鯉むらかみ 京都府

75757575部総合部総合部総合部総合3333位位位位 288 126 75部 大正三色 Jani LauwJani LauwJani LauwJani Lauw インドネシア ㈱阪井養魚場 広島県

80808080部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 307 132 80部 紅白 Harman WitonoHarman WitonoHarman WitonoHarman Witono インドネシア ㈱阪井養魚場 広島県

80808080部総合部総合部総合部総合2222位位位位 311 133 80部 大正三色 Yanto WijayaYanto WijayaYanto WijayaYanto Wijaya インドネシア ㈱阪井養魚場 広島県

80808080部総合部総合部総合部総合3333位位位位 237 114 80部 昭和三色 朔 進朔 進朔 進朔 進 福岡県 池永錦鯉 福岡県

85858585部総合部総合部総合部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 306 131 85部 大正三色 Lee Kim SoonLee Kim SoonLee Kim SoonLee Kim Soon シンガポール ㈱阪井養魚場 広島県

85858585部総合部総合部総合部総合2222位位位位 281 123 85部 紅白 Hendrawan SudarpoHendrawan SudarpoHendrawan SudarpoHendrawan Sudarpo インドネシア ㈱阪井養魚場 広島県

85858585部総合部総合部総合部総合3333位位位位 300 130 85部 紅白 西原 直樹西原 直樹西原 直樹西原 直樹 長野県 ㈱阪井養魚場 広島県

85858585超部総合超部総合超部総合超部総合1111位位位位《《《《鱗王賞鱗王賞鱗王賞鱗王賞》》》》 286 125 85超部 大正三色 Richard TanRichard TanRichard TanRichard Tan シンガポール ㈱阪井養魚場 広島県

85858585超部総合超部総合超部総合超部総合2222位位位位 285 125 85超部 紅白 Richard TanRichard TanRichard TanRichard Tan シンガポール ㈱阪井養魚場 広島県

85858585超部総合超部総合超部総合超部総合3333位位位位 557 160 85超部 紅白 村川 哲村川 哲村川 哲村川 哲 大阪府 成田養魚園㈱ 愛知県

((((社社社社））））全日本愛鱗会全日本愛鱗会全日本愛鱗会全日本愛鱗会　　　　第第第第48484848回国際錦鯉品評会回国際錦鯉品評会回国際錦鯉品評会回国際錦鯉品評会　　　　各部総合入賞各部総合入賞各部総合入賞各部総合入賞


