2016年 北海道ホルスタインナショナルショウ
会場：北海道ホルスタイン共進会場
（勇払郡安平町早来）
期日：2016年 9月24日・25日
審査員：松原 秀夫 氏 （清水町・酪農家）
９部 TMF モ－サン ミツシ－ ゴ－ルドコ－スト ET （アットウッド） 帯広市 ライブフィールド

グランドチャンピオン
インターミディエイトチャンピオン

１４部 グランデ－ル アストロ ルデイ－ ロイ （ゴールドロイ） 北広島市 岩田 政彦 氏

リザーブチャンピオン
シニアチャンピオン

１部
２部
３部
４部
５部
６部
７部
８部
９部
１０部
１１部
１２部
１３部
１４部
15部
16部

ジュニアチャンピオン

5部 ウオ－タドリ－ム リステル チツプ ET （ゴールドチップ） 中札内村 水崎 勝秀 氏

リザーブジュニアチャンピオン

3部 ＴＭＦ メ－プル ブロカウ エステイ カモミ－ル ET （ブロカウ） 広尾町 佐藤 孝一 氏

リザーブインターミディエイトチャンピオン

12部 アミダ プリンセス ゴ－ルド チツプ ロ－ザ

リザーブシニアチャンピオン

15部 エツセンス ゴ－ルド アポロ エル ダ－ハム ET （ゴールドウィン） 豊富町 栗城 一貴 氏

クラス

1

2

J ｻｲｱ ｶｰﾌｸﾗｽ
10カ月以上12カ月未満
未経産ｶｰﾌｸﾗｽ
10カ月以上12カ月未満
未経産ｼﾞｭﾆｱｸﾗｽ
12カ月以上14カ月未満
未経産ｼﾞｭﾆｱﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ
14カ月以上16カ月未満
未経産ﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ
16カ月以上18カ月未満
未経産ｼﾆｱﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ
18カ月以上20カ月未満
未経産ｼﾆｱｸﾗｽ
20カ月以上22カ月未満
J ｻｲｱ 2歳ｸﾗｽ
36カ月未満 初産
ｼﾞｭﾆｱ2歳ｸﾗｽ
30カ月未満
ｼﾆｱ2歳ｸﾗｽ
30カ月以上36カ月未満
J ｻｲｱ 3歳ｸﾗｽ
36カ月以上48カ月未満
ｼﾞｭﾆｱ3歳ｸﾗｽ
36カ月以上42カ月未満
ｼﾆｱ3歳ｸﾗｽ
42カ月以上48カ月未満
4歳ｸﾗｽ
4歳以上5歳未満
5歳ｸﾗｽ
5歳以上6歳未満
成年ｸﾗｽ
6歳以上

ｱｲｵｰﾝ
清水町 高橋 喜一 氏
ﾀﾞﾐｵﾝ
江別市 高橋 栄 氏
ﾌﾞﾛｶｳ
広尾町 佐藤 孝一 氏
ｻﾝﾁｪｽ
北見市 山内 誠 氏
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁｯﾌﾟ
中札内村 水崎 勝秀 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
北広島市 岩田 政彦 氏
ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾆｯｸ
遠軽町 木村 吉里 氏
★ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
陸別町 (有)編田牧場
★ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
帯広市 ﾗｲﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ
★ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁｯﾌﾟ
大樹町 穀内 隆志 氏
★ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
大樹町 三木 隆志 氏
★ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁｯﾌﾟ
陸別町 (有)編田牧場
★ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙｯｸ
別海町 佐藤 正一 氏
★ｺﾞｰﾙﾄﾞﾛｲ
北広島市 岩田 政彦 氏
★ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ
豊富町 栗城 一貴 氏
★ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄ RED
清水町 大久保 大輔 氏

ｱｲｵｰﾝ
本別町 星崎 政博 氏
ﾀﾞｰﾊﾑ
北見市 吉野 英之 氏
ｱﾃｨｯｸ
江別市 (株) Kalm角山
ﾌﾞﾗｸｽﾄﾝ
日高町 立石 良晴 氏
ﾌｨｰﾊﾞｰ
訓子府町 渡辺 重明 氏
ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ
津別町 (株)柏葉牧場
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ
上士幌町 吉田 智貴 氏
ｱｲｵｰﾝ
山形県 渡辺 雄大 氏
ｻﾝﾁｪｽ
北見市 山内 誠 氏
ﾌﾞﾗｸｽﾄﾝ
別海町 宗像 卓朗 氏
ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
広尾町 (有)ﾐｯｸﾗﾝﾃﾞｲﾘｰ
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁｯﾌﾟ
山形県 渡辺 雄大 氏
ﾌｨｰﾊﾞｰ
広尾町 山口 潤一 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ

ABS

ベストアダー ★
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ｱｲｵｰﾝ
大樹町 木村 達也 氏
ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ
清水町 高橋 喜一 氏
ｼﾄﾞ
清水町 高橋 喜一 氏
ﾄﾞｱﾏﾝ
音更町 小原 潤哉 氏
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ
清水町 大谷 順平 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
中標津町 佐々木 宏之 氏
ｼﾄﾞ
上士幌町 小椋 淳一 氏
ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
更別村 今村 慎吾 氏
ﾀﾞﾐｵﾝ
上士幌町 小椋 淳一 氏
ﾀﾞﾐｵﾝ
上士幌町 吉田 智貴 氏
ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
中札内村 森 淑嗣 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
上士幌町 熊谷 肇 氏
ﾋﾞｰｺﾝ
大樹町 三木 隆志 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
日高町 門別ﾄﾞﾘｰﾑストリートｸﾗﾌﾞ
音更町 小原 潤哉 氏
ｻﾝﾁｪｽ
ﾌｨｰﾊﾞｰ
遠軽町 佐久間 陽生 氏 恵庭市 (有)福屋牧場
ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄ RED
ｴｱﾚｲﾄﾞ
幌延町 無量谷 裕 氏 清水町 大久保 大輔 氏

（ゴールドチップ） 陸別町 （有）編田牧場
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ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
ｱｲｵｰﾝ
長沼町 (有)宇都宮牧場 別海町 菊地 正明 氏
ｴﾝﾊﾞｼｰ
ｻﾝﾁｪｽ
訓子府町 高倉 栄介 氏 北見市 神田 典廣 氏
ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁｯﾌﾟ
岩見沢市 (株)瀬能牧場
士幌町 山岸 剛 氏
ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰ
ｱ ﾗ ﾓｰﾄﾞ
弟子屈町 坪井 秀明 氏 (有)十勝ﾗｲﾌﾞｽﾄｯｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
ﾄﾞｱﾏﾝ
ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰ
群馬県 (有)萩原牧場
恵庭市 (有)福屋牧場
ｱﾃｨｯｸ
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
広尾町 佐藤 孝一 氏
広尾町 佐藤 孝一 氏
ｽﾌﾟﾗｯｼｭ
ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
佐呂間町 原田 良一 氏 稚内市 白崎 紘希 氏
ｶﾒﾚｵﾝ
ﾎﾞﾙﾃｰｼﾞﾏｯｸｽ
根室市 (有)武隈牧場
鶴居村 清水 武志 氏
ﾌｨｰﾊﾞｰ
ﾌﾞﾗｳﾗｰ
北見市 神田 典廣 氏
豊富町 栗城 一貴 氏
ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾆｯｸ
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
帯広市 野原 慎也 氏
枝幸町 小椋 義則 氏
ｱｲｵｰﾝ
ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
広尾町 (有)ﾐｯｸﾗﾝﾃﾞｲﾘｰ 釧路市 安藤 浩太朗 氏
ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾆｯｸ
ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ
恵庭市 (有)福屋牧場
遠軽町 山口 由幹 氏
ﾌﾞﾗｸｽﾄﾝ
ｱﾌﾀｰｼｮｯｸ
遠軽町 佐久間 陽生 氏 更別村 天野 洋一 氏
ﾀﾞﾐｵﾝ
ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙｯｸ
更別村 今村 慎吾 氏
豊富町 栗城 一貴 氏
ｱﾌﾀｰｼｮｯｸ
ﾐｽﾀｰﾊﾞｰﾝｽﾞ
幌延町 無量谷 裕 氏 岩見沢市 (株)瀬能牧場
ﾛｲ
ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ
上士幌町 小椋 直樹 氏 帯広市 広瀬 靖史 氏

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！
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ｵｰｿﾝ
枝幸町 内田 喜久男 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
広尾町 佐藤 孝一 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
北見市 (有) 上野牧場
ｱｲｵｰﾝ
上士幌町 小椋 淳一 氏
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁｯﾌﾟ
別海町 丹羽 博文 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
釧路市 安藤 浩太朗 氏
5G
岩見沢市 (株)瀬能牧場
ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
大樹町 天野 孝弘 氏
ｵｰｸ
美瑛町 上田 雅樹 氏
ｱｯﾄｳｯﾄﾞ
陸別町 (有)編田牧場
ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
訓子府町 渡辺 重明 氏
ｼﾞｬｽﾊﾟｰ
岩見沢市 (株)瀬能牧場
ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙｯｸ
上士幌町 ｱﾎﾟﾛ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ﾋﾙ
富良野市 (有)三好牧場
ｼﾞｰﾌﾞｽﾞ
本別町 唯野 真平 氏
ｻﾝﾁｪｽ
根室市 中川 勉 氏

