
グランドチャンピオンおよびシニアチャンピオン 13部　KWF　サンチェリア　ダーハム　ビュー　(サンチェス)　釧路市　㈱敬和ファーム

リザーブグランドチャンピオンおよびリザーブシニアチャンピオン14部　オークリーフ　サラ　FBI　(FBI)　津別　柏葉俊　氏

インターミディエイトチャンピオン 12部　TLM　GO　ウィン　トリニティ　ET　（ゴールドウィン）　帯広市　十勝ライブストックマネージメント

リザーブインターミディエイトチャンピオン 11部　TMF セジス　イルミナ　ダミオン　デューク　（ダミオン）　清水町　㈲田中牧場

ジュニアチャンピオン 6部　TMF　ナデイル　アット　アンナ　エコー　(アットウッド)　清水町　㈲田中牧場

リザーブジュニアチャンピオン 6部　ローヤルランド　ジューディ　スター　アイオーン　(アイオーン)　大樹町　木村達也　氏

クラス 1 2 3 4 5 6
未経産ｶｰﾌｸﾗｽ ゴールドウィン マッカチェン サンチェス アットウッド シャムロック ブロカウ

10～12ヵ月 北広島市　岩田政彦　氏 広尾町　佐藤孝一　氏 広尾町　佐藤孝一　氏 釧路市　安藤浩太郎　氏 中標津町　久保剛　氏 白糠町　細谷智　氏
後検　未経産ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ スプラッシュ アイオーン ルーキー スプラッシュ アイオーン アイオーン

12～14ヵ月 中札内村　㈲みどり牧場 北見市　吉野英之　氏 北見市　㈲上野牧場 北見市　山内誠　氏 幌延町　無量谷稔　氏 清水町　高橋喜一　氏
後検　未経産ｼﾞｭﾆｱﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ アイオーン アイオーン アイオーン アイオーン アイオーン マックス

14～16ヵ月 北見市　神田典廣　氏 厚岸町　内柴栄輔　氏 別海町　芳賀牧男　氏 上士幌町　小椋直樹　氏 大樹町　木村達也　氏 江別市　㈲小林牧場
未経産ﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ ゴールドチップ ジャスパー アイオーン ゴールドウィン ララミー ブラクストン

16～18ヵ月 陸別町　編田牧場 岩見沢市　㈱瀬能牧場 上士幌町　小椋直樹　氏 中標津町　佐々木宏之　氏 別海町　酒井保幸　氏 枝幸町　赤坂一弘　氏
未経産ｼﾆｱﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ スパイラル スパークリング サンチェス マスターピース ゴールドウィン ラバンガード

18～20ヵ月 恵庭市　㈲福屋牧場 中札内村　森淑嗣　氏 広尾町　佐藤孝一　氏 別海町　丹羽博文　氏 中標津町　佐々木昭雄　氏 置戸町　小建祐輔　氏
未経産ｼﾆｱｸﾗｽ アットウッド アイオーン スパークリング アメイジング ローソリティ スパークリング

20～22ヵ月 清水町　㈲田中牧場 大樹町　木村達也　氏 広尾町　広瀬康史　氏 岩見沢市　㈱瀬能牧場 鶴居村　清水武志　氏 幌延町　無量谷裕二　氏
後検2歳ｸﾗｽ アイオーン アイオーン アイオーン ゴールドドリーム スプラッシュ スパークリング

36ヶ月未満　初産 鹿追町　高田泰輔　氏 天塩町　泉波展幸　氏 別海町　山田博和　氏 佐呂間町　Lakeviewﾎﾙｽﾀｲﾝ 江別市　㈲町村牧場 中標津町　福嶋寿顕　氏
ｼﾞｭﾆｱ2歳ｸﾗｽ ★アットウッド ☆ゴールドロイ シド シド レッドライナーRED シド
30ヵ月未満 大樹町　木村達也　氏 北広島市　岩田政彦　氏 陸別町　㈲編田牧場 更別村　天野洋一　氏 江別市　㈲町村牧場 上士幌町　小椋淳一　氏
ｼﾆｱ2歳ｸﾗｽ ★ブラクストン ☆アットウッド アットウッド フィーバー ウインドブルック ブラクストン
30～36ヵ月 北広島市　岩田政彦　氏 日高町　門別ﾄﾞﾘｰﾑｽﾄﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 湧別町　竹内洋文　氏 根室町　㈲武隈牧場 湧別町　竹内洋文　氏 幌延町　無量谷稔　氏
後検3歳ｸﾗｽ ★アイオーン ☆アイオーン アイオーン デスチニィ ミラクルＪ アイオーン
36～48ヵ月 清水町　小坂洋平　氏 江別市　中田和孝　氏 幌延町　富樫悠輔　氏 根室市　矢部譲治　氏 帯広市　㈲十勝ﾗｲﾌﾞｽﾄｯｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 標津町　櫻井孝裕　氏

ｼﾞｭﾆｱ3歳ｸﾗｽ ★ダミオン ☆ゴールドウィン アルフレッド ゴールドロイ ミスターサム ダーハム
36～42ヵ月 岩見沢市　㈱瀬能牧場 豊富町　栗城一貴　氏 佐呂間町　Lakeviewﾎﾙｽﾀｲﾝ 湧別町　柏葉俊　氏 湧別　菅井慎也　氏 別海町　丹羽博文　氏
ｼﾆｱ3歳ｸﾗｽ ★ゴールドウィン ☆ダンディー ゴールドウィン エルヒーローズ サンチェス SSダスク
42～48ヵ月 帯広市　㈲十勝ﾗｲﾌﾞｽﾄｯｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 湧別町　久保拓也　氏 日高町　梅村義郎　氏 鶴居村　(農)清和農場 遠別町　佐久間陽生　氏 恵庭市　㈲福屋牧場

4歳ｸﾗｽ ★サンチェス ☆チャンピオン ジャスパー アドベントRED ワイルドマン アドベントRED
4～5歳 釧路市　㈱敬和ファーム 湧別町　菅井慎也　氏 別海町　山田晃嗣　氏 清水町　大久保大輔　氏 日高町　㈲岡藤牧場 伊達市　白土成太郎　氏
5歳ｸﾗｽ ★FBI ☆ミスターバーンズ リヴェレスト ミスターバーンズ エアレイド ファイナルカット
5～6歳 津別町　柏葉俊　氏 更別村　天野洋一　氏 別海町　浮川優　氏 富良野市　㈲三好牧場 清水町　大久保大輔　氏 今金町　山崎良介　氏

成年ｸﾗｽ ☆アドベントRED ★アドベントRED ダンディー GWハーゲン ボルトン ダンディー
6歳以上 上士幌町　ｽｳｨｰﾄﾈｽｼﾝｼﾞｹｰﾄ 幌延町　無量谷裕　氏 豊富町　栗城一貴　氏 広尾町　斉藤美富　氏 旭川市　加藤智宏　氏 上士幌町　熊谷肇　氏

ジャージー種
未経産ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ ミニスター ミニスター テキーラ ハイアードガン リーガル テキーラ
12～14ヵ月17ヵ月 弟子屈町　坪井新奈　氏 帯広市　加藤聖墾　氏 剣淵町　㈱ｵｰﾙﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 訓子府町　渡辺正昇　氏 伊達市　森正一　氏 鹿追町　高田麻里衣　氏
未経産ｼﾆｱｸﾗｽ テキーラ ミニスター キング ミニスター

17～22ヵ月 士別市　Kﾗｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 弟子屈町　坪井新奈　氏 函館市　松岡昭好　氏 訓子府町　渡辺正昇　氏
3歳未満ｸﾗｽ ★アクション ミスターチーフ ☆テキーラ ハイアードガン レーザー
36ヵ月未満 北広島市　岩田政彦　氏 帯広市　加藤聖墾　氏 剣淵町　㈱ｵｰﾙﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 佐呂間町　Lakeviewﾎﾙｽﾀｲﾝ 鶴居村　安藤功　氏
3歳以上ｸﾗｽ ☆コメリカ ★イアトーラ リーガル ミスターチーフ イアトーラ イアトーラ
36ヶ月以上 帯広市　加藤聖墾　氏 岩見沢市　㈱瀬能牧場 伊達市　森正一　氏 鹿追町　高田麻里衣　氏 帯広市　加藤聖墾　氏 佐呂間町　Lakeviewﾎﾙｽﾀｲﾝ

ジュニアカップ
育成ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ ステディー アットウッド アイオーン スタンリーカップ ゴールドチップ マッカチェン

7～9ヶ月 江別市　本間巧斗　氏 江別市　曽我殊未　氏 江別市　佐藤真琴　氏 北見市　神田修輔　氏 湧別町　竹内皓大　氏 美瑛町　浦十夢　氏
育成ｼﾆｱｸﾗｽ アットウッド レキシコン ゴールドチップ シド アイオーン ゴールドチップ

9～12ヵ月 帯広市　須田空流　氏 北見市　山内雅斗　氏 北広島市　山内亮弥　氏 江別市　八尾成海　氏 上士幌町　橋本佳奈　氏 江別市　斉藤丈嗣　氏

★：ベストアダー　☆：セカンドベストアダー
ABS
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出品者、関係者の皆様お疲れ様でした！受賞者の皆様本当におめでとうございます！

第16回　北海道総合畜産共進会
期日：2014年9月27日(土)～28日(日)　場所：北海道ホルスタイン共進会場設(勇払郡安平町早来新栄)

オフィシャルジャッジ：　千葉　義博　氏　(北海道ホルスタイン農業協同組合　審査部部長)
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アソシエートジャッジ&ジャージー部門オフィシャルジャッジ：　小泉　俊裕　氏　(北海道ホルスタイン農業協同組合　審査部次長)

ジュニアカップジャッジ&リードマンコンテストジャッジ：　福屋　茂生　氏　((一社)家畜改良事業団　十勝種雄牛センター　業務課長代理)
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