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第１部 育成ジュニアクラス（６カ月以上９カ月未満） 

１位 ゴールデン カーリー ドアマン ＥＴ 2018.９.15生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：大樹町 （有）金丸牧場 

 

２位 フオレツクス コントロール ベテイ ＥＴ 2018.９.15生 

父：ＪＫ エダーアイ コントロール ＥＴ 

出品：中札内村 森 淑嗣 

 

３位 グリーンシヤープ ブリーチーズ 2018.10.５生 

父：ＯＣＤ フアーストクラス カレン ＥＴ 

出品：日高町 立石 健晃 

 

４位 ヨシノフアーム エコー クイーンキヤツト 2018.９.12生 

父：ウツドクレスト キングドツク 

出品：北見市 吉野 英之 

 

５位 オムラ ソロモン アベイル ＥＴ 2018.10.２生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：枝幸町 小椋 義則 

 

６位 ハツピーライン エム ビー シヤンブル 2018.10.１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 

 

７位 フオレツクス ラマドナス ブロカウ ＥＴ 2018.10.１生 

父：ミスター アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：中札内村 森 淑嗣 

 

８位 プロミネンス ドアマン ロケツト ＥＴ 2018.10.25生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：別海町 寺澤 佳吾 

 

９位 フオレツクス ラマドナ ブロカウ ＥＴ 2018.10.１生 

父：ミスター アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：中札内村 森 淑嗣 

 

10位 ブライトランド スレイター ポーラ 2018.９.20生 

父：ウオールナツトローン スレイター ＥＴ 

出品：弟子屈町 坪井 泰憲 
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第２部 育成シニアクラス（９カ月以上 12カ月未満） 

１位 バロンドール ドアマン メラニー ＥＴ 2018.７.17生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：別海町 菊地 正明 

 

２位 ブライトランド LF カレン プラチナ 2018.７.22生 

父：ＯＣＤ フアーストクラス カレン ＥＴ 

出品：弟子屈町 坪井 泰憲 

 

３位 エルムレーン クラツシユ エキスプレス 2018.６.24生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：恵庭市 （有）福屋牧場 

 

４位 ＴＭＦ クラツシユ プレシヤス ヘミング ビスタ 2018.７.21生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

５位 アミダ フアースト ソロモン サクラ 2018.６.29生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：陸別町 （有）編田牧場 

 

６位 ＴＭＦ ヤコブス Ｄバツク オルヴイス ブリタニイ ＥＴ 2018.６.25生 

父：ミスター Ｄ アツプル ダイアモンドバツク 

出品：札幌市 横田 巌 

 

７位 ビユーテイ サクランド ソロモン フレンデイ ＥＴ 2018.６.１生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：鹿追町 高田 泰輔 

 

８位 スターダスト シド ラロツカ 2018.６.２生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：本別町 星崎 政博 

 

９位 アースイースト アトウツト シルバー 2018.６.８生 

父：シーガルベイ シルバー ＥＴ 

出品：中標津町 佐々木 宏之 

 

10位 サクランド ドアマン ベデツテ ＥＴ 2018.６.15生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：士幌町 山岸 剛 
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第３部 未経産ジュニアクラス（12カ月以上 15カ月未満） 

１位 アーノルド ドアマン ベスト ＥＴ 2018.３.４生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：新ひだか町 佐々木 克博 

 

２位 SF LL ブレーク ブレンダ 2018.４.２生 

父：ウオールナツトローン ブレーク ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

３位 ＹＭＤ ロクセツト ＧＣ クラツシユ ヒナ 2018.３.３生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：別海町 山田 侑甫 

 

４位 エルムレーン ソロモン サンライズ 2018.４.17生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

５位 ハツピーライン ＡＲＫ ＤＭ フアンタジスタ ＥＴ 2018.３.20生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：上士幌町 吉田 智貴 

 

６位 ＴＭＦ エステイリア ドア アレクミス ライラ 2018.５.５生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

７位 ＲＧＵ ルーシー ダイヤモンド ＢＲ リリー ＥＴ 2018.３.15生 

父：ミスター Ｄ アツプル ダイアモンドバツク 

出品：江別市 （学）酪農学園フィールド教育研究センター 

 

８位 プラムオーチヤード ＤＳ ソロキム ＥＴ 2018.３.８生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

９位 ハーラ ソロモン ドリーム 2018.３.12生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：佐呂間町 原田 潤一 

 

10位 ヨシノフアーム テインカーベル ドア ＥＴ 2018.３.12生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：北見市 吉野 英之 
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第４部 未経産ミドルクラス（15カ月以上 18カ月未満） 

１位 ノースドリーム ボスアグリ カレン 2017.12.11生 

父：ＯＣＤ フアーストクラス カレン ＥＴ 

出品：北広島市 岩田 政彦 

 

２位 アミダ プレリー ＤＭ メアリー 2017.12.12生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：陸別町 （有）編田牧場 

 

３位 ＴＭＦ ゴールド ジエイコブ フアクター リアン ＥＴ 2017.12.１生 

父：ＪＫ エダーアイ コントロール ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 

 

４位 エルムレーン ドアマン パラダイス 2017.12.25生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：恵庭市 （有）福屋牧場 

 

５位 ＳＦ アーチライバル アイク 2017.12.３生 

父：エクリプス アツトウツズ アーチライバル ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

６位 エルムレーン フアイナル クラツシユ ベスト 2018.１.25生  

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

７位 スカイハイ ドアーズ パンナ 2018.１.４生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：稚内市 白崎 紘希 

 

８位 ロツクウ ビー ビー ソロ デジヤヴー 2018.２.５生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：北見市 （有）上野牧場 

 

９位 アーノルド ウイリアムズ ソロウインダム 2017.12.16生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：新ひだか町 佐々木 克博 

 

10位 ＴＭＦ ゴールド ジエイコブ インサート リアン ＥＴ 2018.１.３生 

父：ＪＫ エダーアイ コントロール ＥＴ 

出品：広尾町 佐藤 孝一 
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第５部 未経産シニアミドルクラス（18カ月以上 21カ月未満） 

１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 

 

２位 ローヤルランド ブレデイ ゼラ 2017.10.11生 

父：バツツバトラー アツトウツド ブレデイ ＥＴ 

出品：大樹町 木村 達也 

 

３位 オムラ フジサン ブラツク ＥＴ 2017.10.２生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：枝幸町 小椋 義則 

 

４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 

 

５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 

 

６位 ＴＭＦ サクランド エクレア ソロ リジツド ＥＴ 2017.10.６生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

７位 エンシーノ ソロモン エコノ 2017.10.１生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：佐呂間町 牧野 勇 

 

８位 ハイリークイーン ＢＡ アカベー ＲＥＤ フタゴ 2017.９.20生 

父：ミスター Ｄ アツプル ダイアモンドバツク 

出品：訓子府町 今野 友樹 

 

９位 メドーブリツジ ドアマン ジヤステイン 2017.10.９生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：弟子屈町 （株）メドーブリッジホルスタインズ  

 

10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 
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第６部 未経産シニアクラス（21カ月以上 24カ月未満） 

１位 クレーン シルキー ドアマン 2017.８.15生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：伊達市 佐藤 裕平 

 

２位 ベリーエフ クラツシユ ローテイ 2017.６.23生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：江別市 髙橋 栄 

 

３位 ハーバート ラツキー シド 2017.８.25生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

４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 

 

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 ロイヤルクイーン クラツシユ ミニヨン ジヤグラー 2017.７.11生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：訓子府町 稲辺 祐也 

 

７位 ＴＭＦ アレルド ライバル ユウ ステーシヨン 2017.８.13生 

父：バツツバトラー アツトウツド ブレデイ ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

８位 ハイリークイーン パイン ビユー チツプ 2017.８.15生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：訓子府町 高倉 英介 

 

９位 エルムレーン クラツシユ ジユリエツト 2017.８.16生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：恵庭市 （有）福屋牧場 

 

10位 グリークエスト ＲＯ クラツシユ デンプシー 2017.６.21生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：弟子屈町 坪井 秀明 
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第７部 ジュニアカップ（６カ月以上 11カ月未満） 

１位 セジス ビユーテイ アルテイ チエンス マウイ ＥＴ 2018.７.23生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：江別市 竹中 徳明 

 

２位 パインリツジ ブローカー チヤーム １ ＥＴ 2018.７.14生 

父：ミスター アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：帯広市 加藤 光希 

 

３位 エルムレーン ゴールド ドアマン パラダイス 2018.７.１生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：江別市 前嶋 拓夢 

 

４位 パイン リツジ ポンチヤツク クラツシユ 2018.８.12生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：帯広市 大西 拓海 

 

５位 クララ ＭＡ ミス カレン 2018.７.10生 

父：ＯＣＤ フアーストクラス カレン ＥＴ  

出品：江別市 小林 希綱 

 

６位 アミダ コピア スパークリング ケアーシヤ 2018.７.21生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：帯広市 吉田 晴 

 

７位 トワノモリ ダンケー ダミオン エム 2018.９.25生 

父：ビユーホーム モントレー ＥＴ 

出品：江別市 青木 健士郎 

 

８位 カチノー スープラ ギヤラ ゴールデン 2018.９.29生 

父：モントラツプ ゴールデン ボルトン ＥＴ 

出品：帯広市 高橋 将太 

 

９位 トワノモリ ダンケー デンバー アリー 2018.８.26生 

父：ブレンランド デンバー 

出品：江別市 佐々木 凛也 

 

10位 ミーンズバンチ クラツシユ マリナー 2018.８.１生 

父：マーベリツク クラツシユ 

出品：帯広市 阪本 幸多 


