
賞名 鯉番 水槽 部別 品種名 出品者名 出品者支部名 業者名 業者支部名

内閣総理大臣賞 442 159 85超部 昭和三色 黄　創増 香港 岡山桃太郎鯉 岡山県

全日本錦鯉振興会会長賞442 159 85超部 昭和三色 黄　創増 香港 岡山桃太郎鯉 岡山県

文部科学大臣賞 1060 222 85超部 紅白 陳　昌 香港 ㈱阪井養魚場 広島県

外務大臣賞 681 185 75部 大正三色 宋 世軍 香港 成田養魚園㈱ 愛知県

農林水産大臣賞 1023 375 55部 紅白 中西 忠司 広島県 ㈱阪井養魚場 広島県

広島県知事賞 69 306 40部 昭和三色 桑原 智弘 広島県 甲山 徹夫 広島県

呉市長賞 704 525 20部 紅白 栗 武照 岡山県 ㈲宮武養魚場 香川県

賞名 鯉番 水槽 部別 品種名 出品者名 出品者支部名 業者名 業者支部名

特別賞（15部） 368 325 15部 丹頂 平仙 昇 山口県 ㈲渡辺養魚場 山口県

特別賞（20部） 1142 539 20部 丹頂 篠原 啓治 徳島県 錦鯉みやたけ 香川県

特別賞（25部） 1136 539 25部 丹頂 富沢 和雄 徳島県 錦鯉みやたけ 香川県

特別賞（30部） 795 358 30部 丹頂 永戸 信夫 三重県 長尾 昭一 三重県

特別賞（35部） 256 509 35部 丹頂 中西 忠司 広島県 錦鯉専門店 昭徳 広島県

特別賞（40部） 922 536 40部 丹頂 斉藤 寿博 広島県 斉藤 寿博 広島県

特別賞（45部） 1272 389 45部 丹頂 鈴木 絵奈 神奈川県 谷口養鯉場 広島県

特別賞（55部） 1296 393 55部 丹頂 鈴木 絵奈 神奈川県 谷口養鯉場 広島県

特別賞（60部） 460 334 60部 丹頂 細田 稔 愛知県 小野 一雄 愛知県

特別賞（65部） 1113 380 65部 丹頂 岡田 隆平 東京都 ㈱阪井養魚場 広島県

特別賞（70部） 315 142 70部 丹頂 Imam Hanafi Said インドネシア 伊佐養鯉場㈱ 新潟県

特別賞（75部） 313 142 75部 丹頂 Jeremy Goon シンガポール 伊佐養鯉場㈱ 新潟県

特別賞（80部） 998 204 80部 丹頂 田中　麻 一般 室生養鯉場 奈良県

特別賞（85超部） 830 190 85超部 丹頂 皆川 芳信 福岡県 鯉松苑 福岡県

大和大賞（50部） 1257 392 50部 丹頂 牧野 哲也 愛知県 谷口養鯉場 広島県

賞名 鯉番 水槽 部別 品種名 出品者名 出品者支部名 業者名 業者支部名

AKA友好賞 313 142 75部 丹頂 Jeremy Goon シンガポール 伊佐養鯉場㈱ 新潟県

シンガポール友好賞 986 200 70部 写りもの Jani Lauw インドネシア ㈲面迫養鯉場 広島県

プーケット友好賞 923 366 50部 光り写りもの 清水 吉照 京都府 錦鯉むらかみ 京都府

南アフリカ友好賞 284 137 85部 衣 神川　潔 広島県 竹田養鯉場 広島県

ZNAアメリカ賞 1211 239 85超部 大正三色 森尻 孝雄 栃木県 ﾅﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 群馬県

香港友好賞 284 137 85部 衣 神川　潔 広島県 竹田養鯉場 広島県

ベルギー友好賞 486 336 65部 写りもの Wilson Subandi インドネシア 大川錦鯉センター福岡県
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