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日本メダカ協会会員 各位 

 

日本メダカ協会理事長 大 場 幸 雄 

 

第８回日本メダカ協会秋季品評会開催に係る案内 

の送付について（通知） 

 

 平素は、日本メダカ協会の事業運営に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

さて、別添のとおり、第８回日本メダカ協会秋季品評会開催に関する文書一

式を送付しますので、会員の皆様の積極的な出品及び来場をお願いします。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

日本メダカ協会事務局 
〒738-0034 

広島県廿日市市宮内 3500-2 

電 話 ： 0 8 2 9 - 3 9 - 4 7 1 1 

 

 



～会員の皆様へのお知らせとお願い～ 

平成２８年度から品評会の運用を変更することとしました。変更内容は次のとおり

ですので、ご理解とご協力をお願いします。 

№ 内  容 

① 

部門の新設について 

メダカの著しい進化・変化に伴い、出品部門について見直しを行いました。新たに２

部門を新設しました。 

【ヒレ長部門】 

透明鱗を含むヒレ全体又はヒレの一部が伸長している全てのメダカの部門 

例：スワローメダカ・ロングフィンメダカなど 

【単体上見部門】 

上見の美しさを見せる部門 

従来は１０匹を基本とした上見部門でしたが、単体での上見部門を新設しました。出

品匹数は１匹とします。 

② 

新種部門の内容変更 

①の部門の新設に伴い、部門の内容変更を行いました。 

【新種部門】 

従来は、部門賞として順位付けをしていましたが、今年度から新種認定の可否だけを

行い、順位付けをしないことに変更しました。 

③ 

入賞数の変更 

各部門の入賞数について見直しを行いました。 

従来は、１席～３席を部門賞としていましたが、今年度から１席～５席までを部門賞

とします。賞状の授与についても、１席～５席までの入賞者に対して行います。 

ただし、出品数が１０点未満の部門については、従来どおり１席～３席までを部門賞

とします。 

④ 
敢闘賞の廃止 

入賞数の増加に伴い、敢闘賞は廃止します。 

⑤ 

入選制度の新設について 

予審から結審に進んだが、結果的に部門賞とならなかったメダカについて、入選とし

て展示します。ただし、賞状の授与はありません。 

⑥ 

優秀日本メダカ協会賞の内容変更 

優秀日本メダカ協会賞の見直しを行いました。 

自由展示部門を除いた他の部門において、１席を獲得したメダカの中から、２番目、

３番目に高い得点を獲得したメダカを、優秀日本メダカ協会賞に選定することに変更

しました。 

なお、従来どおり、１番高い得点を獲得したメダカは、最優秀日本メダカ協会賞とし

ます。 



第８回 日本メダカ協会秋季日本メダカ品評会 開催要項 

 

１．開催日 

平成２８年９月１８日(日) 午前９時～午後４時 

９月１９日(月) 午前９時～午後２時 

 

２．会場 

めだかの館 (〠738-0034 広島県廿日市市宮内 3500-2、☎0829-39-4711) 

 

３．出品部門 

№ 部 門 説     明 

1 普通種 
透明鱗を含む普通体型の部門（アルビノとパンダは含む。その

他の目の変化は、それぞれの該当部門に出品すること。） 

2 ヒカリ 
透明鱗を含むヒカリ体型の部門（アルビノとパンダは含む。そ

の他の目の変化は、それぞれの該当部門に出品すること。） 

3 ダルマ 
透明鱗を含むダルマ体型の部門（アルビノとパンダは含む。そ

の他の目の変化は、それぞれの該当部門に出品すること。） 

4 ヒカリダルマ 
透明鱗を含むヒカリダルマ体型の部門（アルビノとパンダは含

む。その他の目の変化は、それぞれの該当部門に出品すること。） 

5 スモールアイ 透明鱗を含むスモールアイになっている全てのメダカの部門 

6 バラエティ 

出目や目前など目に変化のあるメダカや、各ヒレに変化のある

メダカと、今までにない体型・色彩等を持つ、珍しく変わった

メダカの部門 

7 １水槽 群泳の美しさを見せる部門。出品匹数は１０匹を基本とする。 

8 複数上見 上見の美しさを見せる部門。出品匹数は１０匹を基本とする。 

9 自由展示 
出品者がメダカ及び容器・装飾品等を搬入し、自由に展示する

部門 

10 ヒレ長 
透明鱗を含むヒレ全体又はヒレの一部が伸長している全てのメ

ダカの部門 

11 単体上見 上見の美しさを見せる部門。出品匹数は１匹とする。 

12 新種 
協会において新種認定を行う部門。オス・メスが存在すること

とし、出品匹数は３ペアの計６匹とする。 

※ １水槽部門及び上見部門で、異種のメダカを混泳の場合は、テーマを決めて出品

すること。 

※ 新種部門については、メダカの匹数に余裕がある場合は、数匹の予備用メダカを

添えて出品すること。 

 



４．展示方法 

（１）普通種部門・ヒカリ部門・ダルマ部門・ヒカリダルマ部門・スモールアイ部 

門・バラエティ部門・ヒレ長部門は、キャンディポット又は小型のガラス水槽

での展示とする。 

（２）１水槽部門は、小型のガラス水槽での展示とする。 

（３） 複数上見部門・単体上見部門は、黒のプラスチック容器での展示を基本とする。

ただし、出品者において、展示用容器を準備して使用しても良い。 

（４）自由展示部門は、出品者がメダカ及び容器・装飾品等を搬入し、自由に展示す

る。 

（５）新種部門は、小型ガラス水槽又は黒のプラスチック容器での展示を基本とする。 

ただし、出品者において、展示用容器を準備して使用しても良い。 

 

５．参加資格 

日本メダカ協会会員に限定 

 

６．出品料 

２品までの出品料は、年会費の内に含まれる。 

３品目からは、１展示品につき、別途１，０００円ずつを徴収する。 

 

７．出品申込 

※ 出品期間厳守でお願いします。期間外の出品は受付けしません。 

（１）持込み 

平成２８年９月１１日～１４日の間に、出品する個体に出品申込書及び出品料

を添えて、会場まで持参してください。 

（２）輸送 

持込めない場合は、元払宅配便(着払は受付けません)にて、出品する個体に出

品申込書及び住所等記入済の返送用着払伝票（ヤマト運輸に限定）を添えて梱包

の上、平成２８年９月１１日～１４日着で会場まで送ってください。 

展示用容器を準備可能な部門又は自由展示部門に出品の場合は、展示に必要な

道具等及び展示要領を明確に示した写真等を添えて送ってください。 

※ 死着及び容器等の破損について、一切の保障はしません。ご了承ください。 

※ 輸送出品時の出品料については、メダカと同梱しないようにご協力をお願い

します。出品料の納付は、事務局宛に現金書留での送付又は指定のゆうちょ

銀行口座に入金をお願いします。 

◆ゆうちょ銀行口座から振込みの際には、次の内容で振込んでください。 

【振 込 先】ゆうちょ銀行  

【記  号】１５１６０ 

【口座番号】２９２００３９１ 

【口座名義】ニホンメダカキョウカイ 



◆他金融機関から振込みの際には、次の内容で振込んでください。 

【振 込 先】ゆうちょ銀行  

【店  名】五一八（読みゴイチハチ） 

【店  番】５１８ 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】２９２００３９ 

【口座名義】ニホンメダカキョウカイ 

 

８．出品メダカの返却 

原則、９月１９日の品評会終了時に引取りをお願いします。また、輸送参加によ

り宅急便での返却を希望の場合は、着払いにて返送します。なお、必ず返送到着希

望日欄への記入をお願いします。到着日は、原則９月２１日以降となります。 

 

９．審査・投票 

（１）審査委員による審査 

審査委員会を設置し、審査委員の審査により、各賞の選出を行う。 

（２）来場者による一般投票 

来場者による投票により、１席・２席・３席を決定する。 

 

１０．表彰 

受賞者には、賞状(額縁入り)を授与する。各賞の選出については、次のとおり 

とする。 

（１）部門賞 

審査委員の審査により、各部門ごとに１席～５席を決定する。（新種部門は対 

象外とする） 

ただし、出品数が１０点未満の部門は１席～３席までとする。 

（２）最優秀日本メダカ協会賞 

審査委員の審査により、全部門において最も得点の高い受賞メダカを、最優秀

日本メダカ協会賞とする。（バラエティ部門及び自由展示部門は対象外とする。） 

（３）優秀日本メダカ協会賞 

審査委員の審査により、全部門の１席を獲得したメダカの中から、２番目、３

番目に高い得点を獲得した受賞メダカを、優秀日本メダカ協会賞とする。（自

由展示部門は対象外とする。） 

（４）一般投票賞 

来場者による投票により、１～３席を決定する。 

（５）入選 

   全部門において、結審に進んだが部門賞とならなかったメダカを、入選として

展示する。ただし、賞状の授与は行わない。 

 



１１．最終日タイムスケジュール 

平成２８年９月１９日 

午前１１時 一般投票賞に係る来場者による投票の終了 ⇒ 集計開始 

午後２時頃 一般投票賞発表 

午後２時過 表彰式及び閉会式 

※表彰式では、受賞された方への表彰状授与を行います。 

 

１２．ＪＭＡカレンダーについてのお願い 

   平成２７年度より『品評会入賞メダカ写真及び出品者名を掲載したＪＭＡカレ 

ンダー』の作成・配布をしており、その費用の一部として各入賞者に写真代の 

負担をお願いしています。 

一般投票賞を除く各部門１席～３席に入賞された方に、それぞれ２，０００円 

の負担をお願いするので、ご理解とご協力をお願いします。 

※複数入賞者については、複数分の負担をお願いします。 

 

１３．注意事項 

（１）品評会期間中、出品されたメダカ等に対する管理を怠りませんが、死亡や事故

等については、主催者及びめだかの館は一切の責任を負いません。この点につ

いて、ご理解・ご了承の上、出品をお願します。 

（２）出品申込書に記入の個人情報は、原則、本品評会以外には使用しませんが、会

員登録に係るデータの確認作業及びイベント案内等に使用する場合がありま

すので、ご了承ください。 

（３）審査結果に係る異議申立及びメダカの死亡等に係る保障の要求は、どのような

場合であっても、一切受付けしません。 

 



～品評会への出品時のご注意～ 

 

 日本メダカ品評会も８年目を迎え、最近の品評会には約２５０点を超える出品がある

ため、スムーズな品評会運営を目指して、いくつかのルールを設けています。 

出品時にはどうかご注意いただき、スムーズな品評会運営のためにご協力いただきま

すよう、よろしくお願いします。 

 

①出品時のメダカの名前について 

 本協会では、メダカの種類・名称の分類方法について検討し、色別を基準として分類

することが好ましいと判断しました。 

 ついては、出品申込書に記載する出品メダカ名は、ニックネーム等ではなく、色別を

基準とした品種名をご記入ください。 

 ※出品申込書に記載された名称でも、メダカ現物を確認した際の事務局の判断で、色

別を基準とした名称等に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

②出品時のメダカの梱包について 

 品評会出品時に、多数のメダカをひとまとめに同梱しているケースが見受けられます

が、体色が全く違う又は体型が違う場合は、事務局側で容易に仕分け可能なのですが、

体色が似ていたり体型が同一だったりする場合には、仕分けが非常に困難になり、大

変な負担となる場合があります。 

 出品メダカは、原則、１出品毎に梱包することとし、仕方なく同梱する際には、容易

に仕分けできる場合のみとしてください。 

 

※メダカを入れた袋には、出品メダカ名を必ず記載してください。 

※同一梱包にする場合は、３出品までとしてください。 

 

 例）同梱可能なパターン 

    朱赤メダカと青メダカ、白メダカと黒メダカ 

    普通体型メダカとヒカリ体型メダカ 

等の体色及び体型が全く違うメダカの組み合わせ 

 

   同梱してはいけないパターン 

    多数匹を出品する部門（１水槽、上見、バラエティ、新種） 

    琥珀メダカと黄金メダカ、朱赤透明鱗と琥珀透明鱗 

等の体色及び体型が似ているメダカの組み合わせ 

 

③出品部門の再確認について 

 出品申込書に記載どおりの部門に展示し審査が始まってから、例えば普通体型部門に

ヒカリ体型のメダカが混じっている等の“出品部門間違い”が発見されることがあり

ます。 

出品部門誤りは、最悪の場合、審査対象外になる場合がありますので、出品申込書の

記載をする前に、自身のメダカについて慎重なご確認をお願いします。 



日本メダカ協会主催 第８回秋季日本メダカ品評会 出品申込票 

ふりがな  
会員番号 

※必ず記入すること！ 
氏 名  

住 所 

〒   － 

電話番号 
 

出品方法 
持込出品 ・ 輸送出品 

どちらかに○を記入してください 

返却方法 

１．引取り ２．発送返却 

３．返却不要 

引取予定日又は返送到着希望日 

平成   年   月   日 
どれかに○を記入してください 

 

・開催要項をよく読み、全てに同意された上で出品してください。 

・出品メダカ名等は、協会の判断で変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・返却不要の場合は、品評会終了後に販売等を行い、本協会の資金とする場合があります。 

・特記事項欄には、品種名が不明な際に、特徴や通称名等を記入する場合に使用してください。 

（※ 安易なニックネーム等は不可とします。また、協会側の判断で変更又は削除する場合があります

ので、あらかじめご了承ください。） 

 

 出品メダカ名 
※できるだけ正式な品種名を記入する

こと。原則、ニックネーム等は不可。 

特記事項 匹数 出品部門 
出品番号 

（協会記入欄） 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

その他 
（連絡事項等があれば、何でもご記入ください） 

・出品番号の欄は、何も記入しないでください。 



日本メダカ協会審査要領規程 

 

１．日本メダカ協会品評会審査について 

（１）予審 

①各審査委員は、各部門で優秀と思われる上位３点に投票する。 

②審査委員から、１票以上の投票があったものを結審に進める。 

 

（２）結審 

①結審に進んだ対象メダカを、審査補助員が取りまとめて採点票を作成・配布

し、各審査委員とともに結審対象メダカの確認を行う。 

②結審対象メダカについて、体型５０点・体色３０点・魅力度２０点の計１０

０点満点として各審査委員が加点方式で採点する。 

③全ての結審対象メダカの審査が終了した後、審査の公平・公正を期すため、

採点した審査委員６名分の得点のうち、最高点と最低点を除き、その他の４

名分の得点を集計対象得点として集計員が集計する。 

④各部門において、集計後の得点が高い順に部門１席～５席を選出し、審査委

員長が確認のうえ、賞を確定する。 

⑤賞が決定後、賞詞を受賞対象メダカ展示前に明確に設置する。 

⑥立会人は、審査・集計・賞の決定等の全作業について、監査を行う。 

※上見部門については、審査基準に応じて、横見での審査を行う場合がある。 

※１水槽部門については、メダカ個体だけの評価でなく、水槽全体の調和を重

視して採点する。 

※自由展示部門については、メダカ個体重視ではなく、器や装飾等全体の調和

を重視して採点する。 

※出品個体について、全審査委員協議の上、出品部門の変更を行う場合がある。 

 

２．最優秀日本メダカ協会賞、優秀日本メダカ協会賞の選出について 

（１）審査方法 

①全部門において、バラエティ部門と自由展示部門を除く最も得点の高

い受賞メダカを最優秀日本メダカ協会賞に選出する。優秀日本メダカ協

会賞は、全部門の１席を獲得したメダカの中から、自由展示部門を除く

２番目、３番目に高い得点の受賞メダカを選出する。 



②前号①において、同点の場合は、各審査項目を総合的に勘案して、全審査委

員で協議を行う。協議が調わない場合は、審査委員長が決定する。 

 

３．審査委員会名簿 

（１）審 査 委 員 ①寺井 道典（審査委員長） 

         ②大場 秀幸 

         ③馬場 浩司 

         ④和田 敏拓 

         ⑤福永 惠 

         ⑥佐々木 圭 

（２）審査補助員  寺林 俊了 

（３）立 会 人  皆本 仁美 

 



日本メダカ協会審査委員会規程 

 

（目的・設置） 

第１条 日本メダカ協会主催の日本メダカ品評会において、出品メダカを審査

するため、日本メダカ協会審査委員会を設置する。 

（責務） 

第２条 日本メダカ協会審査要領規程に従い、各賞の選出を行う。 

（審査員の構成） 

第３条 審査委員会は、審査委員長は１名、審査員はおおむね５名程度により

構成され、審査にあたるものとする。 

２ 審査委員長は、めだかの館主催・日本メダカ協会主催の品評会において、

２回以上１席を獲得した者の中から理事会が選任する。 

３ 審査員は、審査委員長が候補者を推薦し、理事会に諮って選任する。 

（任期） 

第４条 審査委員長、審査員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 審査時に審査員に欠員が生じたときは、残りの審査員で審査を行うものと

する。 

３ 審査委員長に事故あるときは、他の審査員の中から協議の上で指名する。 

（審査員の出品について） 

第５条 審査委員長及び審査員の出品は、上限２点までとする。ただし、新種

部門への出品は除く。 

（審査結果） 

第６条 審査委員長は、審査の結果を理事長に通知しなければならない。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項

は、審査委員会が別に定める。 



新種部門、協会認定について 

 

・品評会新種部門において、審査員に認められたものを仮認定とする。 

 (出品基準：♂３匹＋♀３匹の計６匹) 

・仮認定となったメダカ６匹の提出を受け、認定委員会による審議を開始する。 

・メダカを確認した上で、認定委員会において審議を行い、審議の結果を申請者へ

伝達する。 

・申請者が協会認定を希望する場合、登録申請書に登録料 1 万円を添えて提出を受

ける。これらを受理し、認定証を発行した後、協会認定とする。 

・認定委員会における審議の結果、条件を満たさない場合は認定しないこととし、

申請者に対して、却下の事由通知書を発行する。 

・認定証発行後、日本メダカ協会員に配布する会報誌及び協会ホームページにお

いて、協会認定についての公示を行う。 

・仮認定の有効期限は、仮認定した日の翌日から起算して１年間とし、それまでに

登録申請書及び登録料の提出がない場合には、当該仮認定の効力を失う。 

 

◇協会認定種は 

・固定率が３０％を超えるものを固定種とする。(認定作業中) 

・固定率が３０％未満のものを品種とする。(認定作業中) 

・新種認定から１年未満のものを新種とする。 

 

◇認定までの流れ 
 

 

 

 

 

 

品評会 新種部門出品(♂3 匹＋♀3 匹の計 6 匹) 

 

仮認定 

 

認定委員会による審議 

 

登録申請書及び登録料の提出 

 

協会認定 

 


