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第 15部 ベストスリーフィーメイル（経産牛３頭１組） 

１位 出品：北見市 山内 誠 

ＤＨ アフター チヤンス 2015.12.５生 

父：ＭＳ アトリーズ ＳＨＴ アフターシヨツク ＥＴ 

ＤＨ チヤンス メイク ＥＴ 2014.４.10生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

ＤＨ オツト ダツシユ 2013.８.22生 

父：レーガンクレスト ダンデイー ＥＴ 

 

２位 出品：遠別町 佐久間 陽生 

レツドブリツク ＡＷ マーヤ チリー 2014.４.20生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

レツドブリツク ブラクストン ダーハム 2012.11.12 

父：レーガンクレスト Ｓ ブラクストン ＥＴ 

レツドブリツク サンチエス プレース 2011.２.16生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

 

３位 出品：清水町 （有）田中牧場 

ＴＭＦ ナダル マツカ チエスター アンナ エコー 2016.４.16生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ  

インデシブル フイーバーレイブン 2014.６.15生 

父：クラツクホーム フイーバー ＥＴ 

エクシード ＰＳ プリテイ ローズ 2013.８.８生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

 

４位 出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

センーミヤ アツトウツド キヤベジン ＥＴ 2015.10.３生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

センーミヤ スパーク クリムソン 2013.11.25生 

父：ジレツド テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

センーミヤ スパーク キヤントン 2013.８.12生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

 

５位 出品：今金町 菊地 章太 

クリサンス エルメン ブラクストン キララン 2015.12.１生 

父：レーガンクレスト Ｓ ブラクストン ＥＴ 

クリサンス シヤル ブラツド 2015.９.３生 

父：レーガンクレスト ＧＶ Ｓ ブラツドニツク ＥＴ 

クリサンス サンチエス Ｇ フロスト ＥＴ 2014.３.３生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエンス 
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第 16部 カウンティハード（管内対抗５頭１組：未経産牛２頭以上含むこと） 

１位 十勝 

ＴＭＦ リラ スパーク ダスト インクスー 2016.８.１生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

セジス ビユーテイ エルトン Ｇ チツプ マウイ ＥＴ 2017.８.14生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：江別市 竹中 徳明 

ハツピーグローリー レーガンクレスト メープル 2014.12.27生 

父：レーガンクレスト ＧＶ Ｓ ブラツドニツク ＥＴ 

出品：上士幌町 熊谷 肇 

インデシブル フイーバーレイブン 2014.６.15生 

父：クラツクホーム フイーバー ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

アミダ プリンセス ゴールド チツプ ローザ 2013.５.27生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：陸別町 （有）編田牧場 

 

２位 網走 

ＤＨ ナシヨナル バーバリー 2017.３.３生 

父：バツツバトラー アツトウツド ブレデイ ＥＴ 

出品：北見市 山内 誠 

ダウテイバレー ルデイー クラツシユ 2016.12.８生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：遠軽町 木村 吉里 

ＴＭＦ ヤン チツプ ラキア フリツク 2015.１.22生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：湧別町 （株）ＳＥＡ－ＬＡＫＥ 

ＨＳ インカ アーロン アツトウツド 2014.８.４生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ  

出品：大空町 佐久間 良一 

ＤＨ オツト ダツシユ 2013.８.22生 

父：レーガンクレスト ダンデイー ＥＴ 

出品：北見市 山内 誠 
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第 16部 カウンティハード（管内対抗５頭１組：未経産牛２頭以上含むこと） 

３位 留萌 

クレスタ レデイス ソロモン セレブ ＥＴ 2017.４.13生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ  

出品：苫前町 中嶋 卓広 

ノースフイールド ウイルキエ ブルツク ＥＴ 2016.12.17生 

父：ジレツト ウインドブルツク ＥＴ 

出品：幌延町 無量谷 裕 

レデイスマナー ゴールドチツプ ギヤルパラ ＥＴ 2015.２.３生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：苫前町 中嶋 卓広 

レツドブリツク ＡＷ マーヤ チリー 2014.４.20生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：遠別町 佐久間 陽生 

レツドブリツク ブラクストン ダーハム 2012.11.12 

レーガンクレスト Ｓ ブラクストン ＥＴ 

出品：遠別町 佐久間 陽生 

 

４位 根室 

マツクスデーリイ ＢＣ リコライズ ＥＴ 2017.９.１生 

父：ミスター アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：根室市 佐久間 俊 

プロミネンス プレリユード ブローミス 2017.６.22生 

父：ミスター アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：別海町 寺澤 佳吾 

マウントエース マツカチエン アイオン 2015.９.６生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：別海町 安部 克寿 

センターランド チヤンプロウ アツトウツド 2014.12.６生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：根室市 中川 佳代 

エクセルランド プリンセス ゴールド エース 2014.７.10生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：根室市 （有）武隈牧場 
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第 16部 カウンティハード（管内対抗５頭１組：未経産牛２頭以上含むこと） 

５位 石狩 

トワノモリ ＭＦ マツカチエン ハルミル ＥＴ 2017.４.17生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：江別市 とわの森三愛高等学校付属農場 

ＳＥＡ－ＬＡＫＥ ＪＫ ビーマー エル 2016.９.４生 

父：ポル ビユート ＭＣ ビーマー ＥＴ 

出品：北広島市 岩田 政彦 

クレマチス ステツプ ５Ｇ オーラ 2015.５.21生 

父：ミスター ルツクアウト ペツシエ アルタ５Ｇ ＥＴ 

出品：恵庭市 中川 尚人 

グランデール アストロ ルデイー ロイ 2012.４.14生 

父：ＵＦＭ－ダブス ゴールドロイ ＥＴ 

出品：北広島市 岩田 政彦 

クレマチス ステツプ フイーバー オーシヤン 2013.10.12生 

父：クラツクホーム フイーバー ＥＴ 

出品：恵庭市 中川 尚人 

 

６位 釧路 

ウツズスター ジユデイー スプリーム タラ 2017.６.１生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：白糠町 林 稔幸 

スターリイスカイ マグネツト ダイアモンドバツク 2016.12.21生 

父：ミスター Ｄ アツプル ダイアモンドバツク 

出品：標茶町 （株）エフシーエス 

ヘイチヤン スターブライト クイーンガール ＥＴ 2016.２.26生 

父：モーニングビユー ＭＣＣ キングボーイ ＥＴ 

出品：白糠町 合同会社 伊深ファーム 

メドーブリツジ マキシム クツキー ローズ 2014.９.12生 

父：トツプジーン ゴールド オア ＥＴ 

出品：弟子屈町 （株）メドーブリッジホルスタインズ 

ブライトランド ブラツドニツク スター リデイア 2014.２.５生 

父：レーガンクレスト ＧＶ Ｓ ブラツドニツク ＥＴ 

出品：弟子屈町 坪井 泰憲 
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第 16部 カウンティハード（管内対抗５頭１組：未経産牛２頭以上含むこと） 

７位 日高 

グリーンシヤープ キツテイ ソロモン 2017.９.３生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：日高町 立石 良晴 

アーノルド アルマーニ アパツチ 2016.10.７生 

父：ミスター アツプルズ アルマーニ ＥＴ 

出品：新ひだか町 佐々木 克博 

プラムオーチヤード ブレーク リズ 2016.１.７生 

父：ウオールナツトローン ブレーク ＥＴ 

出品：日高町 梅村 義郎 

チエス ウオーカー ＧＦ ダンデイー アデイーン ＥＴ 2017.10.６生 

父：レーガンクレスト ダンデイー ＥＴ 

出品：浦河町 駒沢 圭介 

アーノルド チツプ ハニー 2015.２.15生 

父：ミスター チヤシテイー  ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：新ひだか町 佐々木 克博 

 

８位 道南 

アメリカ アイオーン ロズウエル 2017.９.４生 

父：ミツドフイールド ＣＣＭ アイオーン 

出品：せたな町 田中 秀一 

クリサンス エルメン ＧＣ カラーゼ 2017.７.19生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：今金町 菊地 章太 

クリサンス エルメン ブラクストン キララン 2015.12.１生 

父：レーガンクレスト Ｓ ブラクストン ＥＴ 

出品：今金町 菊地 章太 

クリサンス シヤル ブラツド 2015.９.３生 

父：レーガンクレスト ＧＶ Ｓ ブラツドニツク ＥＴ 

出品：今金町 菊地 章太 

クリサンス サンチエス Ｇ フロスト ＥＴ 2014.３.３生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

出品：今金町 菊地 章太 
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第 16部 カウンティハード（管内対抗５頭１組：未経産牛２頭以上含むこと） 

９位 宗谷 

テラモト ベルドラ ブロカウ ２ ＥＴ 2017.９.22生 

父：ミスター アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：稚内市 寺本 充幸 

スカイハイ マルメロ ドア ＥＴ 2016.10.29生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：稚内市 白崎 紘希 

オムラ ヒル アンドリユー 2016.１.31生 

父：エンブレムＫ アンドリユー ＥＴ 

出品：枝幸町 小椋 義則 

Ｍ．Ｆ トライユーン チツプ 2014.７.25生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：枝幸町 関口 真也 

レスポアール ハーゲン ジユリーア 2013.６.１生 

父：クラツクホーム フイーバー ＥＴ 

出品：豊富町 佐藤 道寛 

 

  



2018年 北海道ブラックアンドホワイトショウ 入賞結果 

（入賞者氏名は敬称略）                          酪農 PLUS＋ 2018.6 

 

第 17部 ジュニアゲッツオブサイアー（国内後代検定参加同一種雄牛産子３頭１組（未経産）） 

１位  

チエリーランチ スパークリング エピソード ＥＴ 2017.９.14生 

出品：清水町 桜井 達也 

バージニア スパークリング ダーミヤ ＥＴ 2016.11.11生 

出品：更別村 今村 慎吾  

ＴＭＦ リラ スパーク ダスト インクスー 2016.８.１生 

出品：清水町 （有）田中牧場 

以上、父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

 

２位 

トワノモリ ガバネス スパークリング アイ 2017.１.28生 

出品：江別市 とわの森三愛高等学校付属農場 

ＫＭＦ サルト スパークリング 2016.12.26生 

出品：稚内市 鎌仲 優也 

スリーバレーフアーム ベツス スパークリング 2016.９.26生 

出品：由仁町 三谷 耕一 

以上、父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 
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第 18部 シニアゲッツオブサイアー（国内後代検定参加同一種雄牛産子２頭１組（経産）） 

１位  

センーミヤ スパーク クリムソン 2013.11.25生 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

センーミヤ スパーク キヤントン 2013.８.12生 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

以上、父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

 

２位  

メドーブリツジ マキシム クツキー ローズ 2014.９.12生 

出品：弟子屈町 （株）メドーブリツジ ホルスタインズ  

ＴＬＭ アジー ビスタ オア ＥＴ 2014.８.20生 

出品：帯広市 （有）十勝ライブストックマネージメント 

以上、父：トツプジーン ゴールド オア ＥＴ 
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第 19部 ジャージー種 未経産ジュニアクラス（生後 12カ月以上 17カ月未満） 

１位 ローヤルランド プレミアム ロビン ＥＴ 2017.２.23生 

父：ハワーデン インパルス プレミア 

出品：大樹町 木村 達也 

 

２位 エムコラボ ＧＯ エグゼイド 2017.２.18生 

父：ノースドリーム ＧＯＧＯ マーチン ＥＴ 

出品：苫前町 中嶋 めぐみ 

 

３位 クローバー スウイート ダツフイー ＥＴ 2017.２.17生 

父：ハワーデン インパルス プレミア 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

４位 サクランド レスポンス パクチー 2017.１.９生 

父：アリスーザ バーバテイム レスポンス ＥＴ  

出品：士幌町 山岸 剛 

 

５位 ノースドリーム プレミア J ビスタ 2017.４.26生 

父：ハワーデン インパルス プレミア 

出品：北広島市 岩田 政彦 

 

６位 ビユーテイ ケニー トビー 2017.３.17生 

父：ノースドリーム ＧＯＧＯ マーチン ＥＴ 

出品：鹿追町 高田 麻里衣 

 

７位 ケニフロウ プレミア クララ 2017.１.21生 

父：ハワーデン インパルス プレミア 

出品：帯広市 （株)十勝加藤牧場 

 

８位 カトサンランチ プリテイ メロ 2017.５.25生 

父：エバンジエロ デル プリメロ 

出品：旭川市 カトサンランチ 

 

９位 サラノー ルーイ ネスター ランプ 2017.２.23生 

父：ライオン インパルス ルーイ チヤート フタゴ 

出品：芽室町 鈴木 賢 

 

10位 グリーンパスチヤー プレミア ベル 2017.３.24生 

父：ハワーデン インパルス プレミア 

出品：訓子府町 渡邉 正昇 
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第 20部 ジャージー種 未経産シニアクラス（生後 17カ月以上 22カ月未満） 

１位 オールダーランド ＷＦ ジエム レモン 167 2016.８.29生 

父：スタインハウアーズ サムソン レモンヘツド 

出品：剣淵町 （株）オールダーランド 

 

２位 オールダーランド Ｋ バレンテイノ レモン 169 2016.９.13生 

父：スタインハウアーズ サムソン レモンヘツド 

出品：剣淵町 （株）オールダーランド 

 

３位 ケニフロウ プリメロ リギンズ ネルル 2016.８.19生 

父：エバンジエロ デル プリメロ 

出品：帯広市 （株）十勝加藤牧場 
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第 21部 ジャージー種 ３歳未満クラス（生後 36カ月未満） 

１位・ベストアダー アサナベ ＶＢ ルイス パシフイツク 2015.12.10生 

父：アリスーザ バーバテイム レスポンス ＥＴ 

出品：広尾町 （株）エスティリアデイリーサービス 

 

２位・２ndベストアダー ＴＬＭ アワルア ポイント カーンズ ロツキー 2016.２.５生  

父：パイン リバー カーンズ ロツキー 

出品：帯広市 （有）十勝ライブストックマネージメント 

  

３位 オールダーランド Ｂ イブ フアントム レモン 153 2016.６.26生 

父：スタインハウアーズ サムソン レモンヘツド 

出品：剣淵町 （株）オールダーランド 

 

４位 ケニフロウ テキーラ クララ 2015.12.10生 

父：タワー ビユー プライム テキーラ ＥＴ 

出品：帯広市 （株）十勝加藤牧場 
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第 22部 ジャージー種 ３歳以上クラス（生後 36カ月以上） 

１位・ベストアダー バブルトーン イーハトーブ ヴエロニカ 2017.10.12生 

父：ヴインデイケーシヨン 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

２位・２ndベストアダー ＢＲＦ アイリス ブルー チーズ 2014.12.８生 

父：ＳＶ ジエイド ハイアード ガン ＥＴ 

出品：美瑛町 （株）ベイリッチランドファーム 

 

３位 スリーバレーフアーム ルタオ ガン ドレモ 2014.11.29生 

父：ＳＶ ジエイド ハイアード ガン ＥＴ 

出品：由仁町 三谷 耕一 

 

４位 ケニフロウ ガバナー ネルル 2014.３.27生 

父：グリフインズ ガバナー ＥＴ 

出品：帯広市 （株）十勝加藤牧場 
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リードマンシップコンテスト 

１位 江別市 岩崎 健太郎（高校２年・えべつＪＨＣ） 

２位 江別市 竹中 徳明（高校２年・えべつＪＨＣ） 

３位 北見市 山内 瑞穂（高校２年・きたみらいＪＨＣ） 

４位 江別市 前嶋 拓夢（高校３年・江別ＪＨＣ） 

５位 江別市 穐野 篤史（高校２年・えべつＪＨＣ） 

 


