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第８部 ジュニア２歳クラス（30カ月未満） 

１位・ベストアダー 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 （有）田中牧場 

 

２位・２ndベストアダー ＴＭＦ ＭＳ マツカ フアーニアー ロニー ＥＴ 2017.３.９生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：広尾町 （株）エスティリアデイリーサービス 

 

３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 アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：上士幌町 小椋 淳一 

 

４位 エンブレムＫ ソロモン シエリル 2017.１.13生 

父：ウオールナツトローン ソロモン ＥＴ 

出品：大樹町 穀内 隆志 

 

５位 サクランド ＨＤ シド アリエル 2016.12.１生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：士幌町 山岸 剛 

 

６位 クレスタ レデイス ソロモン ギヤルパラ 2017.３.１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 

 

７位 ステイゴールド ドアマン ＮＡＴＳＵ 2017.４.７生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：標茶町 佐藤 喜貴 

 

８位 ハツピーライン メリデイアン セーラム 2017.４.２生 

父：サリー ハート メリデイアン ＥＴ 

出品：上士幌町 吉田 智貴 

 

９位 ハーラ テンプトレス アツトウツド 2017.１.19生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：佐呂間町 原田 潤一 

 

10位 マドキヤツプ ＡＴＢ レミ 2017.３.13生 

父：ミスター アツトウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：大樹町 三木 隆志  
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第９部 シニア２歳クラス（30カ月以上 36カ月未満） 

１位・ベストアダー ＳＪフアーム ＲＴ ゴージリン ルル 2016.11.28生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ  

出品：上士幌町 吉田 智貴 

 

２位・２ndベストアダー ローヤル ジエダイ マークド 2016.11.14生 

父：Ｓ－Ｓ－Ｉ モントロス ジエダイ ＥＴ 

出品：湧別町 竹内 洋文 

 

３位 ハイロード リンゼイズ ＢＭ リアン 2016.９.22生 

父：ポル ビユート ＭＣ ビーマー ＥＴ 

出品：上士幌町 小椋 淳一 

 

４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 テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

５位 ウインホープ エコナ 2016.６.２生 

父：バルビツソン ドミニク ＥＴ 

出品：江別市 浜辺 一貴 

 

６位 ＫＡＬＭ ベル シド 2016.９.２生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：江別市 （株）Kalm角山 

 

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 ＢＲＦ フアイナンス プラネヒルズ 2016.10.２生 

父：レーガン プラネヒルズ ダラス ＥＴ 

出品：美瑛町 （株）ベイリッチランドファーム 

 

９位 レツドブリツク フイーバー ブラクストン 2016.８.１生 

父：クラツクホーム フイーバー ＥＴ 

出品：遠別町 佐久間 陽生 

 

10位 エクセルランド アーム キヤピタル ジエイズ 2016.８.10生 

父：スタントンズ キヤピタル ゲイン ＥＴ 

出品：根室市 （有）武隈牧場 
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第 10部 ジュニア３歳クラス（生後 36カ月以上 42カ月未満） 

１位・ベストアダー エルムレーン ゴールド マツカチエン パラダイス 2016.１.２生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：恵庭市 （有）福屋牧場 

 

２位 セジス ビユーテイ スパークリング メイ 2016.３.８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 高橋 喜一 

 

３位・２ndベストアダー ハイロード バースデー エルセレーヌ 2015.12.24生 

父：クラスデール バンクロール ＥＴ  

出品：福島県 鈴木 奨悟 

 

４位 サニーライズ ビーマース フアースト レベツカ ＥＴ 2016.１.11生 

父：ポル ビユート ＭＣ ビーマー ＥＴ 

出品：浦幌町 朝日 昇司 

 

５位 ハイロード スタールー ウツデイー 2016.３.19生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：上士幌町 小椋 淳一 

 

６位 パツシヨンランド ジエシツク リンデイ 2016.１.26生 

父：ジレツト ジエシツク ＥＴ 

出品：遠軽町 情野 修 

 

７位：ＹＫＴ フエブラリー ヤナギ 2016.２.２生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：帯広市 杉浦 友樹 

 

８位 ラツキー ブルーマスター ローラ 2016.４.19生 

父：メープル ウード ブルーマスター ＥＴ 

出品：湧別町 竹内 洋文 

 

９位 ＹＫＴ ロータミー トレーシー 2016.３.12生 

父：ビユーホーム モントレー ＥＴ 

出品：帯広市 杉浦 友樹 

 

10位 ＡＢＦ セーラム アクミー テス 2016.１.28生 

父：ＫＨＷ エルムパーク アクミー ＥＴ 

出品：幌延町 安孫子 二三夫 
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第 11部 シニア３歳クラス（生後 42月以上 48カ月未満） 

１位・ベストアダー クレイジヤスクルー モンスター ルーシー 2015.11.９生 

父：ウオールナツトローン ブレーク ＥＴ 

出品：置戸町 （有）小山牧場 

 

２位 ＴＬＭ ウイツトニー ア ラ モード 2015.６.５生 

父：ＴＬＭ ア ラ モード 

出品：帯広市 （有）十勝ライブストックマネージメント 

 

３位・２ndベストアダー クララ マツカチエン ヴアイオレツト 2015.９.14生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ  

出品：帯広市 道端 昌義 

 

４位 クララ アツトウツド サスピシヨン サンダー 2015.９.11生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：帯広市 道端 昌義 

 

５位 Ｋ．Ｓ ヒラリー アツトウツド マニ 2015.６.12生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：標茶町 鈴木 重充 

 

６位 エルムレーン アツトウツド シルビア ＥＴ 2015.11.21生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：恵庭市 （有）福屋牧場 

 

７位 エルムレーン ミテイオ アレキサンドラ 2015.11.11生 

父：サリー アルタミテイオ ＥＴ 

出品：恵庭市 （有）福屋牧場 

 

８位 レスポアール スパークリング ハーゲン 2015.７.19生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：豊富町 佐藤 道寛 

 

９位 セン－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 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

 

10位 レスポアール マツカチエン ハーゲン 2015.６.20生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：豊富町 佐藤 道寛 
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第 12部 ４歳クラス（４歳以上５歳未満） 

１位・ベストアダー ヘールストーン トラデイ ＡＣ ミラニスタ 2014.６.19生 

父：ＫＨＷ エルムパーク アクミー ＥＴ 

出品：幌延町 富樫 悠輔 

 

２位・２ndベストアダー ＹＫＴ ブラツド クイーン 2014.７.３生 

父：レーガンクレスト ＧＶ Ｓ ブラツドニツク ＥＴ 

出品：帯広市 杉浦 友樹 

 

３位 セノーフアーム アツトウツド エクセレンシー 2015.３.14生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

４位 サニーフイールド ミス ゴールドチツプ レイベン 2014.７.16生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：帯広市 野原 慎也 

 

５位 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 

 

６位 エルムレーン クリス フアイブ ホープ 2015.１.22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 （有）福屋牧場 

 

７位 ウエンデイヒース イシカゼ ＡＪ ヴアルクローズ 2014.11.２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 小坂 洋平 

 

８位 ダンケー スパークリング エコ 2014.７.15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 串田 健太郎  

 

９位 クララ ビー アツトウツド ラリマー 2014.10.27生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：帯広市 道端 昌義 

 

10位 セノーフアーム ＧＣ ブレンダ ２ ＥＴ 2015.５.30 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 
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第 13部 ５歳クラス（５歳以上６歳未満） 

１位・ ベストアダー サンシヤイン ゴールドチツプ マドレーヌ 2013.６.13生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：音更町 山田 哲義 

 

２位・２ndベストアダー サクランド アツトウツド アイリス 2013.12.11生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：士幌町 山岸 剛 

 

３位 セノーフアーム ＷＪ デイストライ ブレンダ 2013.12.29生 

父：サイエンテイフイツク デイストライ ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

４位 ＳＨ アイオーン ゲーリー 2013.12.26生 

父：ミツドフイールド ＣＣＭ アイオーン 

出品：羽幌町 安井 一貴 

 

５位 セジス ミルキー カツプ 2013.10.15生 

父：テイーウエーブ ロキシー ラビング カツプ 

出品：湧別町 木村 弘之 

 

６位 ミツクラン スパークリング リエツト 2013.６.７生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：広尾町 （有）ミックランデーリィ 

 

７位 レツドブリツク メリー ダート 2014.３.15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 

 

８位 ベルベツト タレンテイーノ ロクセツト ＥＴ 2013.９.24生 

父：ラデイーノ パーク タレント ＥＴ 

出品：清水町 （株）浅野牧場 

 

９位 センーミヤ ロール エリーゼ 2013.７.15生 

父：コムスター ローソリテイー ＥＴ 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

 

10位 エルムレーン デンプシー サンデー ＥＴ 2014.３.２生 

父：リル ドルー デンプシー 

出品：恵庭市 （有）福屋牧場 



2019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＋ 2019.6 

 

第 14部 成牛クラス（６歳以上） 

１位・ベストアダー ＴＭＦ ナデイル アツト アンナ エコー 2012.12.31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 

 

２位・２ndベストアダー 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 

 

３位 センターランド バーリー サンチエス 2011.１.20生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

出品：根室市 中川 佳代 

 

４位 ウツデイランド スパークリング エルトン ＥＴ 2013.１.26生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：宮城県 （有）渡辺ファーム 

 

５位 ヘイチヤン スターブライト ゴールド Ｄ ロジー ＥＴ 2013.３.26生 

父：レーガンクレスト エルトン ダーハム ＥＴ 

出品：白糠町 合同会社 伊深ファーム 

 

６位 ドリームサーチ パレルモ ロビン 2011.10.15生 

父：グレンアン パレルモ ＥＴ 

出品：釧路市 今村 恭法 

 

７位 セノーフアーム ＲＪ ジヤスパー ブレンダ ２ ＥＴ 2012.11.10生 

父：ウイルコツクスビユー ジヤスパー ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 


