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第１部 育成ジュニアクラス（生後６カ月以上９カ月未満） 

１位 ハツピーライン コントラスト ルーシー 2017.９.９生 

父：ラークレスト コントラスト ＥＴ 

出品：上士幌町 吉田 智貴 

 

２位 グリーンシヤープ メイ ライナー 2017.９.２生 

父：シーガルベイ ヘツドライナー ＥＴ 

出品：北広島市 岩田 政彦 

 

３位 ヘブンフイールド ハイオクターン ミツドシツプ 2017.10.２生 

父：スタントンズ ハイ オクターン ＥＴ 

出品：更別村 天野 洋一 

 

４位 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 

 

５位 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 

 

６位 ＳＪフアーム ユニクス エクラーラ 2017.10.13生 

父：クロトー レスペロン ユニクス ＥＴ 

出品：音更町 小原 潤哉 

 

７位 アミダ リトアース ドアマン ヘレン 2017.10.13生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：陸別町 （有）編田牧場 

 

８位 アースイースト ミソノ ドアマン 2017.10.22生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：中標津町 佐々木 宏之 

 

９位 ＴＭＦ サーモン ミツシー チエンジ ウルル ＥＴ 2017.９.15生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

10位 ハツピーライン ＡＲＫ ＧＣ グリツト ＥＴ 2017.10.９生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：中標津町 中川 将  
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第２部 育成シニアクラス（生後９カ月以上 12カ月未満） 

１位 フオレツクス ブロカウ ジユーン ＥＴ 2017.６.６生 

父：ミスター アツドウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：中札内村 森 淑嗣 

 

２位 サニーフイールド Ｇニツクス ドアマン ポリー 2017.６.２生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：帯広市 野原 慎也 

 

３位 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 

 

４位 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 

 

５位 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 

 

６位 ＴＭＦ ハツピーライン アツト エンジエル ビート ＥＴ 2017.６.25生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

７位 セジス ビユーテイ ＰＳ マツト マウイ 2017.６.17生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツドウツド ＥＴ 

出品：清水町 高橋 喜一 

 

８位 ウエルトツプ スカイ グリー レーザービーム 2017.７.10生 

父：テイーウエーブ レーザービーム ＥＴ  

出品：中札内村 井上 和博 

 

９位 ＭＷ スノーブーツ クラツシユ ミク 2017.７.６生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：豊浦町 渡部 将聡 

 

10位 フオレツクス マヤ ブロカウ ＥＴ 2017.７.18生 

父：ミスター アツドウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：中札内村 森 淑嗣 
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第３部 未経産ジュニアクラス（生後 12カ月以上 15カ月未満） 

１位 ＴＭＦ マツカ ウイル クラレンス ビスタ ＥＴ 2017.４.５生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

２位 ＤＨ ナシヨナル バーバリー 2017.３.３生 

父：バツツバトラー アツドウツド ブレデイ ＥＴ 

出品：北見市 山内 誠 

 

３位 ＴＭＦ ステイゴールド ロツクスター ウインド ＥＴ 2017.３.20生 

父：ジレツト ウインドブルツク ＥＴ 

出品：清水町 （株）田中牧場 

 

４位 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 

 

５位 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 

 

６位 ヘブンフイールド ハイオクターン ローザ 2017.５.７生 

父：スタントンズ ハイ オクターン ＥＴ 

出品：更別村 天野 洋一 

 

７位 グリーンシヤープ ローヤル クラツシユ 2017.３.17生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：日高町 立石 良晴 

 

８位 ＳＥＡ－ＬＡＫＥ タイガー ウツド 2017.４.１生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツドウツド ＥＴ 

出品：湧別町 （株）ＳＥＡ－ＬＡＫＥ 

 

９位 ハイロード チヤーリー ブロンデイ 2017.４.４生 

父：ミスター アツドウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：上士幌町 小椋 淳一 

 

10位 ウエンデイヒース イシカゼ ブロマー リコシエ 2017.４.６生 

父：ミスター アツドウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：清水町 小坂 洋平 
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第４部 未経産ミドルクラス（生後 15カ月以上 18カ月未満） 

１位 ＯＴＲ ドアマン ビスタ ＥＴ 2017.１.12生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

２位 ＴＭＦ レナーグリン ドアム ウイダ デブラ ＥＴ 2017.２.５生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

３位 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 

 

４位 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 

 

５位 ＯＴＲ マツカチエン ビスタ 2017.１.12生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

６位 バーチヒル アトリー エンビアス 2017.２.４生  

父：シルバーリツジ Ｖ エンビアス ＥＴ 

出品：訓子府町 渡辺 重明 

 

７位 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 

 

８位 スカイハイ マルメロ ソロモン 2017.１.29生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：稚内市 白崎 紘希 

 

９位 ノースドリーム ダイアモンド メリデイアン フイール 2017.１.17生 

父：サリー ハート メリデイアン ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

10位 アツドランド ＳＳ エボニー アツトウツド 2016.12.16生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツドウツド ＥＴ 

出品：湧別町 加藤 正治 
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第５部 未経産シニアミドルクラス（生後 18カ月以上 21カ月未満） 

１位 ＭＷ ウエツジ リラ シド プリズム ＥＴ 2016.９.19生  

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：豊浦町 渡部 将聡 

 

２位 ＴＭＦ クラツシユ モウリーニヨ ジヤス メイ フラワー 2016.10.５生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

３位 ハツピーライン ＨＤ ブレーク プロデユース 2016.９.11生 

父：ウオールナツトローン ブレーク ＥＴ 

出品：上士幌町 吉田 智貴 

 

４位 ＳＥＡ－ＬＡＫＥ アツプル ブリーチ ＥＴ 2016.10.29生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：湧別町 （株）ＳＥＡ－ＬＡＫＥ 

 

５位 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 

 

６位 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 

 

７位 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 

 

８位 レデイホープ キヤピタル チツプ 2016.11.９生 

父：スタントンズ キヤピタル ゲイン ＥＴ 

出品：鶴居村 （農）清和農場 

 

９位 ヒルトンステージ ＤＫ シド エンドレス 2016.10.３生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：福島県 鈴木 奨悟 

 

10位 バージニア スパークリング ダーミヤ ＥＴ 2016.11.11生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパーリング ＥＴ  

出品：更別村 今村 慎吾 
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第６部 未経産シニアクラス（生後 21カ月以上 24カ月未満） 

１位 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－ブ スパークリング ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

２位 セノーフアーム ＰＳ ブレンダ 2016.８.６生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

３位 サクランド ロイヤル ビスタ Ｃ ＥＴ 2016.８.１生 

父：ロイレーン ジヨーダン ＥＴ 

出品：士幌町 山岸 剛 

 

４位 バレルフアーム フアンキー ジヤグラー 2016.８.１生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

出品：北見市 神田 典廣 

 

５位 チエス ウオーカー バツクドア ダム 2016.８.19生 

父：ムランダ ドアマン バツクドア ＥＴ 

出品：浦河町 駒沢 圭介 

 

６位 ＫＭＦ ブリギーン スモーキン 2016.７.14生 

父：ミステイー スプリングス スモーキン ＥＴ 

出品：稚内市 鎌仲 優也 

 

７位 フオレスト ヒンペル スター ゴールドプリン ＥＴ 2016.８.８生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：別海町 大門 貴幸 
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第７部 ジュニアカップ（生後６カ月以上 11カ月未満） 

１位 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 

 

２位 ＴＭＦ ダン ＮＤ リコライス シド ヒデ ＥＴ 2017.７.８生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：江別市 岩﨑 健太郎 

 

３位 ＤＨ カウンテス ラテ 2017.７.５生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

出品：北見市 山内 瑞穂 

 

４位 ハツコー ミツドランド メリデイアン レノア 2017.９.24生 

父：サリー ハート メリデイアン ＥＴ 

出品：札幌市 増永 笑来 

 

５位 ハツピーライン ソロモン テイグリツト 2017.７.13生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ  

出品：帯広市 櫻井 郁也 

 

６位 トワノモリ フロンテイア Ｍマダム ドアマン 2017.７.26生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：江別市 前嶋 拓夢 

 

７位 サニーライズ ＦＶ ドアマン フイズ 2017.７.２生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：帯広市 加藤 光希 

 

８位 ＴＬＭ スノーフレーク ＭＯＲ トリニテイ ＥＴ 2017.８.22生 

父：スノーフレーク ＥＴ 

出品：帯広市 佐藤 柊誠 

 

９位 トワノモリ レインボースター サンチツプ 2017.８.９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 穐野 篤史 

 

10位 シツク ＭＳ ゴールド ドア ＥＴ 2017.11.15生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：江別市 早川 泰斗 


