
魚 名 所 属 魚 名 魚 名

優 東大関 日蘭佐賀 三船桜 東　　秀明 優 東大関 福岡観魚会 龍宝 国崎　信正 優 東大関 熊蘭会 舞夢 出口　竜太 木本　道白

西大関 日蘭佐賀 伊都の宝 東　　秀明 西大関 福岡観魚会 秋桜 因幡　偉 西大関 熊蘭会 嵐 高田　英樹 東　　秀明

等 立行司 下関観魚会 関門桜 山口　英一 等 立行司 熊蘭会 岱山 永原　久 等 立行司 鳥栖みやき 秋桜 江副　誠 東　　秀明

東取締 熊蘭会 不動岩 渕上　敏明 東取締 福岡観魚会 富士丸 坂井　忠之 東取締 東鱗会 東小紅 原　賢二郎

賞 西取締 大分県らんちゅう会 0 橋岡　信行 賞 西取締 鳥栖みやき 華 重松　勇人 賞 西取締 福岡観魚会 寿 田中　寿樹

一 東関脇 浦田　智和 一 東関脇 森脇　文明 一 東関脇 佐々木　達也

西関脇 坂井　忠之 西関脇 大津　敏行 西関脇 渕上　敏明

等 東小結 佐々木　達也 等 東小結 東　　秀明 等 東小結 山田　英幸

西小結 井上　松雄 西小結 東　　秀明 西小結 川口　守秀

賞 東勧進元 伊豆　英二 賞 東勧進元 穴井　龍己 賞 東勧進元 金子　博昭

西勧進元 大藪　博之 西勧進元 出口　義幸 西勧進元 橋岡　信行

二 行司一 浦田　智和 二 行司一 赤嶺　仲治 二 行司一 藤村　栄進

行司二 高原　裕和 行司二 赤嶺　仲治 行司二 出口　竜太

等 行司三 穴井　龍己 等 行司三 野中　勝次 等 行司三 中尾　晋作

東脇行司 坂井　忠之 東脇行司 出口　義幸 東脇行司 出口　義幸

賞 西脇行司 穴井　龍己 賞 西脇行司 平山　敏明 賞 西脇行司 猿渡　勝政

東前頭一 衛藤　忠興 東前頭一 波多江　浩一 東前頭一 渕上　敏明 東前頭十六 長野　芳明

西前頭一 赤嶺　仲治 西前頭一 佐々木　達也 西前頭一 田中　寿樹 西前頭十六 川﨑　祥啓

東前頭二 永原　久 東前頭二 野中　勝次 東前頭二 堀谷　博之 東前頭十七 古賀　友久

西前頭二 八坂　幸二 西前頭二 国崎　信正 西前頭二 高橋　智泰 西前頭十七 田中　浩

東前頭三 樋口　繁暢 東前頭三 佐々木　達也 東前頭三 森脇　文明 東前頭十八 池添　領

西前頭三 原　公博 西前頭三 埋金　龍二 西前頭三 因幡　偉 西前頭十八 西村　幸弘

三 東前頭四 平山　敏明 三 東前頭四 稲富　道広 三 東前頭四 坂井　忠之 三 東前頭十九 森脇　文明

西前頭四 猿渡　勝政 西前頭四 浦田　智和 西前頭四 力丸　洋一 西前頭十九 古賀　輝之

東前頭五 友池　英幸 東前頭五 金子　博昭 東前頭五 田中　裕士 東前頭二十 佐々木　達也

西前頭五 野田　善洋 西前頭五 八坂　幸二 西前頭五 因幡　偉 西前頭二十 坂井　忠之

東前頭六 浦田　智和 東前頭六 矢川　俊樹 東前頭六 中尾　晋作 東前頭二十一 髙柳　正直

西前頭六 森脇　文明 西前頭六 樋口　繁暢 西前頭六 藤崎　和則 西前頭二十一 山田　英幸

東前頭七 伊豆　英二 東前頭七 大藪　博之 東前頭七 斉藤　義喜 東前頭二十二 藤野　辰巳

西前頭七 世利　郁宏 西前頭七 森脇　文明 西前頭七 矢ヶ部　隆広 西前頭二十二 出口　義幸

等 東前頭八 永野　慶一 等 東前頭八 野田　善洋 等 東前頭八 波呂　茂樹 等 東前頭二十三 松尾　敏信

西前頭八 金丸　倫明 西前頭八 宮本　一幸 西前頭八 川口　守秀 西前頭二十三 山本　俊行

東前頭九 赤嶺　仲治 東前頭九 樋口　繁暢 東前頭九 石本　亘万 東前頭二十四 岡本　敏彦

西前頭九 穴井　龍己 西前頭九 中尾　晋作 西前頭九 池添　領 西前頭二十四 国武　正治

東前頭十 大藪　博之 東前頭十 永野　慶一 東前頭十 山下　明洋 東前頭二十五 原　公博

西前頭十 波呂　茂樹 西前頭十 大藪　博之 西前頭十 湯浅　正徳 西前頭二十五 鈴木　次男

東前頭十一 浦田　智和 東前頭十一 浦田　智和 東前頭十一 野中　勝次 東前頭二十六 木本　道白

西前頭十一 衛藤　忠興 西前頭十一 野口　誠司 西前頭十一 大森　崇生 西前頭二十六 松尾　敏信

賞 東前頭十二 衛藤　忠興 賞 東前頭十二 波多江　浩一 賞 東前頭十二 古賀　輝之 賞 東前頭二十七 跡部　正和

西前頭十二 山本　俊行 西前頭十二 因幡　偉 西前頭十二 堀谷　博之 西前頭二十七 長野　芳明

東前頭十三 太田黒　正雄 東前頭十三 渕上　敏明 東前頭十三 足立　浩二 東前頭二十八 西村　誠

西前頭十三 野口　誠司 西前頭十三 浦田　智和 西前頭十三 原　賢二郎 西前頭二十八 川原　誠剛

東前頭十四 池田　陽一郎 東前頭十四 金丸　倫明 東前頭十四 髙柳　正直 東前頭二十九 井上　高幸

西前頭十四 樋口　繁暢 西前頭十四 金子　博昭 西前頭十四 内田　裕一 西前頭二十九 毛利　方美

東前頭十五 橋岡　信行 東前頭十五 穴井　龍己 東前頭十五 野田　善洋 東前頭三十 大藪　博之

西前頭十五 伊豆　英二 西前頭十五 浦田　智和 西前頭十五 湯浅　正徳 西前頭三十 山本　俊行

    　 会員38名、会友他85名、総数123名

    出品魚数　　

植松　啓 　先生

    出品者数　　

福岡市長賞

役 柄

所 属

所 属

役 柄 氏 名

氏 名

氏 名

役 柄役 柄

福岡観魚会

日蘭佐賀

所 属

所 属

弥生会

福岡観魚会 福岡観魚会

大分県らんちゅう会

下関観魚会

役 柄 役 柄

氏 名

熊蘭会

福岡観魚会

福岡観魚会

大分県らんちゅう会

福岡観魚会 日蘭佐賀

鳥栖みやき 下関観魚会

大分県らんちゅう会 福岡観魚会

福岡観魚会

鳥栖みやき

日蘭佐賀

日蘭佐賀 日蘭佐賀

熊蘭会 福岡観魚会

熊蘭会 熊蘭会

福岡観魚会 福岡観魚会

福岡観魚会 日蘭佐賀

福岡観魚会 福岡観魚会

日蘭佐賀 日蘭佐賀

福岡観魚会 熊蘭会

福岡観魚会 一 　般

日蘭佐賀 大分県らんちゅう会

東鱗会 鳥栖みやき

福岡観魚会 福岡観魚会

一 　般 一 　般

福岡観魚会 鳥栖みやき

福岡観魚会 福岡観魚会

一 　般 大分県らんちゅう会

日蘭佐賀 福岡観魚会

福岡観魚会 日蘭佐賀

一　 般 下関観魚会

鳥栖みやき 鳥栖みやき

宮　崎 日蘭佐賀

大分県らんちゅう会 福岡観魚会

鳥栖みやき 福岡観魚会

東鱗会 福岡観魚会

熊蘭会 若楠会

福岡観魚会 宮　崎

福岡観魚会 日蘭佐賀

福岡観魚会 日蘭佐賀

福岡観魚会 鳥栖みやき

福岡観魚会

東鱗会

若楠会

鳥栖みやき

日蘭佐賀

東鱗会

審査員
福岡観魚会 若楠会 熊蘭会 橋本　雅資 先生

会長賞

トリアス公園

国崎　信正

所 属

副会長賞

　日らん支部長賞

氏 名

出口　竜太
氏 名

福 岡 観 魚 会 第 ３ ６ 回 品 評 大 会 番 付
親　　　魚 弐　　歳　　魚

福岡観魚会

平成28年9月11日

大会委員長

日蘭佐賀 福岡観魚会

当　　歳　　魚 大会記録

鳥栖みやき

福岡観魚会 所 属

     　親魚68尾、弐歳魚87尾、当歳魚188尾、総数343尾

氏 名役 柄

熊蘭会

熊蘭会 鳥栖みやき

福岡観魚会 一 　般

下関観魚会 一　 般

鳥栖みやき 福岡観魚会

福岡観魚会 熊蘭会

福岡観魚会 弥生会

福岡観魚会 福岡観魚会

鳥栖みやき 若楠会

弥生会 福岡観魚会

福岡観魚会 福岡観魚会

熊蘭会 若楠会

福岡観魚会 弥生会

鳥栖みやき 福岡観魚会

弥生会 鳥栖みやき

福岡観魚会 若楠会

福岡観魚会 熊蘭会

熊蘭会 福岡観魚会

熊蘭会 熊蘭会

東鱗会 鳥栖みやき

福岡観魚会 鳥栖みやき

鳥栖みやき 若楠会

東鱗会 弥生会

鳥栖みやき 熊蘭会

鳥栖みやき 熊蘭会

若楠会 熊蘭会

弥生会 東鱗会

一 　般 福岡観魚会

下関観魚会 鳥栖みやき

若楠会 福岡観魚会

若楠会 福岡観魚会


