2016年 北海道ホルスタインウインターフェア
期日：２０１６年１０月２３日(日) 場所： 十勝農協連 家畜共進会場（音更）
審査員： ブロイス トンプソン 氏 (イースサイド ファーム)
グランドチャンピオンおよびインターミディエイトチャンピオン

１１部 ウッズスター コロナ ホワイトストーン ローズ （ブラクストン） 白糠町 林 稔幸 氏
リザーブグランドチャンピオンおよびリザーブインターミディエイトチャンピョン

１２部 TMF ナデイル アット アンナ エコー （アットウッド） 清水町 （有）田中牧場
シニアチャンピオン

１３部 ハッピーライン スタールー シトロエン （シド） 帯広大正 村上 敦俊 氏
リザーブシニアチャンピョン

１３部 ハイロード SID エスピリオ （シド） 上士幌町 小椋 淳一 氏
ジュニアチャンピオン

５部 エルムレーン アットウッド コレット （アットウッド） 恵庭市 （有）福屋牧場
リザーブジュニアチャンピオン

１部 ミックラン マッカチェン メルモ ET （マッカチェン） 広尾町 （有）ミックランデーリィ
１部

６ヶ月以上８ヶ月未満

２部

８ヶ月以上１０ヶ月未満

３部

１０ヶ月以上１２ヶ月未満

４部

１２ヶ月以上１５ヶ月未満

５部

１５ヶ月以上１８ヶ月未満

６部

１８ヶ月以上２１ヶ月未満

７部

２１ヶ月以上２４ヶ月未満

９部

３０ヶ月未満

1
マッカチェン
広尾町 （有）ミックランデーリィ

１０部 ３０ヶ月以上３６ヶ月未満
１１部 ３６ヶ月以上４２ヶ月未満
１２部

４２ヶ月以上４８ヶ月未満

１３部

４才以上５才未満

１４部

５才以上６才未満

１６部

６才以上

2
アメイジング
士幌町 山岸 剛 氏
ストーマッティク

アットウッド
上士幌町 吉田 智貴 氏
アイオーン
清水町 高橋 喜一 氏
シド
清水町 高橋 喜一 氏
アットウッド
恵庭市 （有）福屋牧場
バープワイヤーRED
北見市 山内 誠 氏
スプラッシュ
佐呂間町 原田 良一 氏
スパークリング★
陸別町 （有）編田牧場
ウインドブルック★

ドアマン
音更町 小原 潤也 氏
アットウッド

士幌町 山岸 剛 氏

帯広市川西 野原 慎也 氏

ブラクストン★
白糠町 林 稔幸 氏
アットウッド
清水町 （有）田中牧場
シド★
帯広大正 村上 敦俊 氏

士幌町 山岸 剛 氏

アットウッド
広尾町 佐藤 孝一 氏

ブロカウ
広尾町 佐藤 孝一 氏

広尾町 佐藤 孝一 氏

ブロカウ
北見市 神田 典廣 氏
ブロカウ
白糠町 林 稔幸 氏
ブッラドニック

3
ララミー
中札内村 （有）新札内生産組合

ドアマン
音更町 山田 哲義 氏
ドアマン
弟子屈町 坪井 奏憲 氏
ゴールドウイン
恵庭市 （有）福屋牧場
アットウッド
清水町 （有）田中牧場
アティック
日高町 梅村 義郎 氏
アメイジング
上士幌町 吉田 智貴 氏
ウインドブルック
大樹町 三木 隆志 氏
スパークリング
大樹町 天野 孝弘 氏

アイオーン

レキシコン

広尾町 （有）ミックランドデーリィ

帯広大正 （有）十勝ライブストックマネージメント

ウインドブルック★

ウインドハマー

上士幌町 アポロプログラム

中札内村 （有）新札内生産組合

シド

アットウッド
清水町 （有）田中牧場

上士幌町 小椋 淳一 氏

4
ローソリティ
大樹町 （有）金丸牧場
コントラスト
鹿追町 蓮井 大地 氏
スパークリング
清水町 （有）田中牧場
アイオーン
大樹町 木村 達也 氏

ア ラ モード
帯広大正 （有）十勝ライブストックマネージメント

シーバー
上士幌町 小椋 直樹 氏
ゴールドチップ
北見市 神田 典廣 氏
アットウッド
芽室町 鈴木 賢 氏
ゴールドウイン
清水町 （有）田中牧場
スパークリング
中札内村 森 淑嗣 氏
ゴールドウイン
大樹町 穀内 隆志 氏

シド★
清水町 （有）田中牧場
アドベントRED★
清水町 大久保 大輔 氏

ABS

★：ベストアダー
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！

5
アットウッド
上士幌町 小椋 淳一 氏
ドアマン
上士幌町 熊谷 肇 氏
ゴールドウイン
清水町 高橋 喜一 氏
ゴールドウイン
更別村 今村 慎吾 氏
ブロカウ
清水町 小坂 洋平 氏
アットウッド
帯広大正 （有）十勝ライブストックマネージメント

6
シド
上士幌町 小椋 淳一 氏
ゴールドウイン
日高町 花岡 正徳 氏
ブレーク
日高町 佐々木 克博 氏
マッカチェン
音更町 山田 哲義 氏
アイオーン
上士幌町 小椋 淳一 氏
フィーバー
北広島市 岩田 政彦 氏

スパークリング
鹿追町 石村 雄輝 氏

帯広大正 （有）十勝ライブストックマネージメント

シド
上士幌町 熊谷 肇 氏
ウインドブルック
恵庭市 （有）福屋牧場
ステディー
鹿追町 蓮井 大地 氏

ゴールドオア

スパークリング
広尾町 （有）ミックランドデーリィ

ゴールドチップ
芽室町 鈴木 賢 氏
デンプシー
清水町 （株）浅野牧場

