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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：帯広市 杉浦 友樹 

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 

ＹＫＴ フエブラリー ヤナギ 2016.２.２生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

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  

 

２位 出品：清水町 （有）田中牧場 

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 

ＴＭＦ リラ スパーク ダスト インクスー 2016.８.１ 

父： ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

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  

 

３位 出品：帯広市 道端 昌義 

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 

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 

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 

 

４位 出品：恵庭市 （有）福屋牧場 

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 

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 

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 

 

５位 出品：上士幌町 小椋 淳一 

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 

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 

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 
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６位 出品：帯広市 （有）十勝ライブストックマネージメント 

ＴＬＭ ラヴ レキシコン クーナ シド 2016.12.24 

父：パインツリー シド ＥＴ 

ＴＬＭ ＲＡ ロツクセツト プラント 2015.12.18 

父：ウチ ロミオ OB プラント 

ＴＬＭ ウイツトニー ア ラ モード 2015.６.５ 

父：ＴＬＭ ア ラ モード 
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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） 

１位 十勝 

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 

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 

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 

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 

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 石狩 

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 

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 

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 

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 

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 
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３位 根室 

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 

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 

マウントエース パラダイス シドニー 2017.３.８生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：別海町 安部 克寿 

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 

センターランド バーリー サンチエス 2011.１.20 

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 網走 

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 

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 

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 

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 

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 
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５位 釧路 

ハツピーランド カレン エルシーリア ＥＴ 2018.９.６ 

父：ＯＣＤ フアーストクラス カレン ＥＴ 

出品：弟子屈町 吉田 雄貴 

ブライトランド ＬＦ カレン プラチナ 2018.７.22 

父：ＯＣＤ フアーストクラス カレン ＥＴ 

出品：弟子屈町 坪井 泰憲 

ステイゴールド ドアマン ＮＡＴＳＵ 2017.４.７ 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：標茶町 佐藤 喜貴 

K.S ヒラリー アツトウツド マニ 2015.６.12 

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 

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

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 留萌 

エルモ ドアーナ Ａ ジヤスミン ＥＴ 2018.７.７生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：幌延町 板垣 祐太 

SF ゲイン ジヤツク 2018.３.18生 

父：スタントンズ キヤピタル ゲイン ＥＴ 

出品：幌延町 佐藤 慎之介 

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 

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 

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 
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７位 宗谷 

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 

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 

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 

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 

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 

 

８位 道南 

クリサンス エルメン ＤＭ フアン バステン 2017.12.29生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：今金町 菊地 章太 

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 

シーサイド ブラツクダイヤ 2016.12.19生 

父：ミスター Ｄ アツプル ダイアモンドバツク 

出品：八雲町 佐藤 元彦 

ブロンデイン モーグル ジヤツク ＥＴ 2016.11.６生 

父：マウントフイールド ＳＳＩ ＤＣＹ モーグル ＥＴ 

出品：長万部町 笠原 正裕 

ブライトランド モントレー リアーナ ＥＴ 2016.10.４生 

父：ビユーホーム モントレー ＥＴ 

出品：今金町 湯元 宏 
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９位 後志 

アシユムーア スプラツシユ ブローカー 2018.３.18生 

父：ジレツト テイーウエーブ スプラツシユ ＥＴ 

出品：黒松内町 二階堂 和敏 

インマヌエル ドアマン エース 2018.１.28生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：黒松内町 二階堂 和敏 

スプレンド ＴＭホーム スカイハート デミ 2017.12.17生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：黒松内町 山下 竜治 

スプレンド アンジエリーコ 2017.２.27生 

父：ＮＬＢＣ ペリクレース オーソン ＥＴ 

出品：黒松内町 佐々木 誠崇 

グリーンシヤープ ブラク ソフトクリーム 2015.12.27生 

父：レーガンクレスト Ｓ ブラクストン ＥＴ 

出品：黒松内町 佐々木 誠崇 
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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  

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 

セジス ビユーテイ スパークリング メイ 2016.３.８生 

出品：清水町 高橋 喜一 

以上、父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

 

２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 

出品：清水町 小坂 洋平 

ダンケー スパークリング エコ 2014.７.15生 

出品：清水町 串田 健太郎 

以上、父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

 

３位  

プリンセスデール アルフレツド スパークバラ 2014.８.29生 

出品：鹿追町 石村 雄輝 

ミツクラン スパークリング リエツト 2013.６.７生 

出品：広尾町 （有）ミックランデーリィ 

以上、父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

 

４位  

ヒルベール シートン スパークリング 2016.８.23生 

出品：中頓別町 鈴木 雄登 

レスポアール スパークリング ハーゲン 2015.７.19生 

出品：豊富町 佐藤 道寛 

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 19部 ジャージー種 未経産ジュニアクラス（12カ月以上 17カ月未満） 

１位 ＳＦ ドレーパー チエリー 2018.１.24生 

父：フアリア ブラザーズ ドレーパー ＥＴ 

出品：広尾町 （株）エスティリアデイリーサービス 

 

２位 ビユーテイ ケニフロウ デザイン Ｔ クララベル 2018.５.30生 

父：ジヤー ベル アビーズ アワード 

出品：鹿追町 高田 麻里衣 

 

３位 グリーンパスチヤー プレミア エンペラー 2018.４.29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 

 

４位 ノースドリーム バレンチノ ベリー 2018.３.１生 

父：オール リンズ ルーイ バレンテイノ ＥＴ  

出品：中頓別町 澤里 尚広 

 

５位 オールダーランド Ｈ レモン ブリーズ ３５７ 2018.５.12生 

父：フオレスト グレン シー ブリーズ 

出品：剣淵町 （株）オールダーランド 

 

６位 ビユーテイ ケニー ハヤブサ 2018.３.17生 

父：ＳＶ ジエイド ハイアード ガン ＥＴ 

出品：鹿追町 高田 麻里衣 

 

７位 オールダーランド ＷＦ ドレーパー ジエル ３４１ 2018.２.２ 

父：フアリア ブラザーズ ドレーパー ＥＴ 

出品：剣淵町 （株）オールダーランド 
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第 20部 ジャージー種 未経産シニアクラス（17カ月以上 22カ月未満） 

１位 Ｊ－ＭＥＧ ハイガーンド ラテ 2017.９.５生 

父：ＳＶ ジエイド ハイアード ガン ＥＴ 

出品：訓子府町 森岡 えり子 

 

２位 ビユーテイ ケニフロウ デザイン ベン ＥＴ 2017.８.15生 

父：ハワーデン インパルス プレミア 

出品：鹿追町 高田 麻里衣 

 

３位 アサナベ ＪＬ リオ カンデオ 2017.８.９生 

父：ギモ ジヨエル ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

４位 オールダーランド Ｂ メリー オリバー 335Ｐ 2017.12.26 

父：ダツチ ホロー オリバー Ｐ 

出品：剣淵町 （株）オールダーランド 
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第 21部 ジャージー種 ３歳未満クラス（36カ月未満） 

１位・ベストアダー アサナベ ＭＴ ＮＤ ルイス ゴールド パルルン 2017.２.24 

父：ノースドリーム ＧＯＧＯ マーチン 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 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 オールダーランド Ｂ イブ レモン ３０６ 2017.５.13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 

 

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 グリーンパスチヤー バーバテイム ローズ 2016.６.17生 

父：アリスーザ バーバテイム レスポンス ＥＴ 

出品：訓子府町 渡邉 正昇 

 

６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 

 

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 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 

 

９位 ビユーテイ ケニフロウ デザイン ドナルド 2017.５.11生 

父：ハワーデン インパルス プレミア 

出品：鹿追町 高田 麻里衣 

 

10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 
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第 22部 ジャージー種 ３歳以上クラス（36カ月以上） 

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 ケニフロウ テキーラ ロツキー 2015.７.23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 

 

３位 オールダーランド Ｂ メアリー ハイアード １２４０ 2014.12.30生 

父：ＳＶ ジエイド ハイアード ガン ＥＴ 

出品：剣淵町 （株）オールダーランド 
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リードマンシップコンテスト 

１位 江別市 竹中 徳明（高校３年・えべつＪＨＣ） 

２位 江別市 小林 希綱（高校３年・えべつＪＨＣ） 

３位 江別市 前嶋 拓夢（大学１年） 

４位 帯広市 吉田  晴（高校２年・十勝ＪＨＣ） 

５位 帯広市 大西 拓海（高校２年・十勝ＪＨＣ） 

 


