
OCS06_上位入賞情報(賞順)

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

内閣総理大臣賞 226 120 85超部 大正三色 袁 建棟 中国 成田養魚園(株) 愛知県

全日本錦鯉振興会会長賞 226 120 85超部 大正三色 袁 建棟 中国 成田養魚園(株) 愛知県

文部科学大臣賞 610 155 85超部 紅白 周 偉杰 中国 岡山桃太郎鯉 岡山県

外務大臣賞 658 161 75部 紅白 Vesmond Wong シンガポール 岡山桃太郎鯉 岡山県

農林水産大臣賞 225 318 55部 紅白 Algeric Berdin フィリピン 成田養魚園(株) 愛知県

兵庫県知事賞 20 501 40部 紅白 中西 忠司 広島県 錦鯉専門店 昭徳 広島県

神戸市長賞 218 514 25部 大正三色 Kelvin Sim マレーシア 成田養魚園(株) 愛知県

名誉審査員長賞 171 112 75部 五色 中島 正章 兵庫県 桜木養魚場 京都府

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

特別賞（15部） 812 366 15部 無地もの 長谷川 久晃 京都府 魚酔 大阪府

特別賞（20部） 886 371 20部 無地もの 玉木 成美 山口県 玉木 成美 山口県

特別賞（25部） 817 367 25部 無地もの 大柳 展也 京都府 魚酔 大阪府

特別賞（30部） 114 509 30部 無地もの 恵古 真一郎 広島県 恵古 真一郎 広島県

特別賞（35部） 431 330 35部 無地もの 森本 洋 高知県 森本 洋 高知県

特別賞（40部） 823 368 40部 無地もの 浅田 弥寿彦 大阪府 魚酔 大阪府

特別賞（45部） 826 367 45部 無地もの 浅田 弥寿彦 大阪府 魚酔 大阪府

特別賞（50部） 824 367 50部 無地もの 道和 茂晴 大阪府 魚酔 大阪府

特別賞（55部） 497 323 55部 無地もの 小西 弦 岡山県 岡山桃太郎鯉 岡山県

特別賞（60部） 122 307 60部 無地もの 鷹野 義男 石川県 鷹野 義男 石川県

特別賞（65部） 457 334 65部 無地もの 上田 正裕 兵庫県 上田 正裕 兵庫県

特別賞（70部） 838 179 70部 無地もの 坂本 俊幸 大阪府 魚酔 大阪府

特別賞（75部） 309 131 75部 無地もの 土井 英也 滋賀県 山﨑 美左治 滋賀県

特別賞（80部） 839 183 80部 無地もの 野本 忠廣 大阪府 魚酔 大阪府

特別賞（85部） 333 132 85部 無地もの 前川 長生 京都府 錦鯉むらかみ 京都府

特別賞（85超部） 846 181 85超部 無地もの 木口 充 一般 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

AKAバンクスタウン支部賞 609 154 80部 衣 列 應揚 香港 岡山桃太郎鯉 岡山県

南加友好賞 633 163 85超部 昭和三色 David Leow シンガポール 岡山桃太郎鯉 岡山県

南アフリカフレンドシップ賞 774 362 50部 金銀鱗二種 山田 豊昭 広島県 山田 豊昭 広島県

USAフレンドシップ賞 657 354 65部 昭和三色 Vesmond Wong シンガポール 岡山桃太郎鯉 岡山県
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