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クラス 1 2 3 4 5 6

ジュニアカップ育成クラス アブソリュートＲＥＤ コントロール ドアマン ストライク デンジャラス

７ヶ月以上１２ヶ月未満 清水町　㈲田中牧場 広尾町　佐藤 孝一氏 清水町　櫻井 達也氏 帯広市川西　帯広農業高校帯広市川西　帯広農業高校

後代検定娘牛カーフクラス アイオーン レジェンド パリッシュ ルーレット バルストＲＥＤ

１０ヶ月以上１２ヶ月未満 清水町　小坂 洋平氏 帯広市川西　広山 辰徳氏 大樹町　山下　功典氏 幕別町　田村　寛興氏 帯広市川西　広山 辰徳氏

未経産カーフクラス ドアマン ロイ ユニクス ハイ オクターン ブレディ ソロモン

１０ヶ月以上１２ヶ月未満 陸別町　㈲編田牧場 士幌町　山岸　剛氏 音更町　小原　潤哉氏 更別村　天野 洋一氏 大樹町　木村 達也氏 清水町　㈲田中牧場

未経産ジュニアクラス ゴールドチップ マッカチェン コントラスト ユニクス ソロモン スパークリング

１２ヶ月以上１４ヶ月未満 清水町　高橋 喜一氏 清水町　㈲田中牧場 上士幌町　吉田 智貴氏 大樹町　㈲金丸牧場 上士幌町　小椋 淳一氏 清水町　櫻井 達也氏

未経産ジュニアミドルクラス レーザービーム アットウッド ドアマン マッカチェン ブロカウ ブロカウ

１４ヶ月以上１６ヶ月未満 中札内村　井上 和博氏 清水町　高橋 喜一氏 帯広市川西　野原 慎也氏 清水町　㈲田中牧場 中札内村　森 淑嗣氏 中札内村　森 淑嗣氏

未経産ミドルクラス マッカチェン ハイ オクターン ソロモン アットウッド ブロカウ クラッシュ

１６ヶ月以上１８ヶ月未満 広尾町　佐藤 孝一氏 更別村　天野 洋一氏 帯広市川西　野原 慎也氏 浦幌町　朝日 昇司氏 上士幌町　小椋 淳一氏 大樹町　㈲ミズノ

未経産シニアミドルクラス ドアマン アットウッド ウィンドブルック スパークリング マッカチェン クラッシュ

１８ヶ月以上２０ヶ月未満 広尾町　佐藤 孝一氏 清水町　大谷 純平氏 清水町　㈲田中牧場 上士幌町　小椋 直樹氏 広尾町　佐藤 孝一氏 本別町　鈴木 与志一氏

未経産シニアクラス ドアマン シド マッカチェン コントラスト ゴールドチップ ダイアモンドバック

２０ヶ月以上２２ヶ月未満 清水町　㈲田中牧場 士幌町　山岸　剛氏 広尾町　佐藤 孝一氏 中札内村　㈲新札内生産組合 大樹町　金曽 浩文氏 上士幌町　小椋 直樹氏

後代検定娘牛２歳クラス ★スパークリング ファンタジスタ アイオーン アイオーン スパークリング レガリア

３６ヶ月未満　初産 清水町　高橋 喜一氏 広尾町　㈱エスティリアデイリーサービス 清水町　大谷 純平氏 芽室町　鈴木 賢氏 陸別町　伊藤 耕太氏 幕別町　森 太一氏

ジュニア２歳クラス ★マッカチェン ソロモン シド マッカチェン ゴールドチップ アルマーニ

３０ヶ月未満 広尾町　㈲ミックランデーリィ 上士幌町　小椋 淳一氏 陸別町　㈲編田牧場 上士幌町　熊谷 肇氏 士幌町　山岸　剛氏 清水町　㈲田中牧場

シニア２歳クラス シド ★ドアマン ゴールドチップ アットウッド シド ビーマー

３０ヶ月以上３６ヶ月未満 上士幌町　小椋 淳一氏 音更町　小原 潤哉氏 上士幌町　熊谷 肇氏 帯広市川西　広瀬 靖史氏 帯広大正　杉浦 友樹氏 浦幌町　朝日 昇司氏

後代検定娘牛３歳クラス ★スパークリング スパークリング レガリア ブルース プレジャー アイオーン

３６ヶ月以上４８ヶ月未満 清水町　小坂 洋平氏 大樹町　穀内 隆志氏 中札内村　㈲新札内生産組合 大樹町　前田 竜志氏 札内　藤原 広氏 清水町　㈱浅野牧場

ジュニア３歳クラス ★マッカチェン アクミー ゴールドチップ アティック ゴールドチップ スーパーサイアー

３６ヶ月以上４２ヶ月未満 音更町　山田 哲義氏 陸別町　㈲編田牧場 清水町　成松 直樹氏 鹿追町　石村 雄輝氏 中札内村　ミッド・ビルシンジケート 幕別町　田村 寛興氏

シニア３歳クラス アルマーニ ★アットウッド アクミー ゴールドウィン ウィンドブルック アルマーニ

４２ヶ月以上４８ヶ月未満 上士幌町　小椋 淳一氏 帯広大正　杉浦 友樹氏 士幌町　山岸　剛氏 上士幌町　テイクアドリームシンジケート 大樹町　三木 隆志氏 清水町　櫻井 達也氏

４歳クラス ブラッドニック ★ゴールドチップ フィーバー レキシコン レキシコン エクスプロード

４歳以上５歳未満 帯広市川西　野原 慎也氏 大樹町　穀内 隆志氏 清水町　㈲田中牧場 広尾町　㈲ミックランデーリィ 本別町　鈴木 正則氏 帯広大正　道端 昌義氏

５歳クラス ★スパークリング ゴールドチップ ブラッドニック レジナルド アレキサンダー アイオーン

５歳以上６歳未満 中札内村　森 淑嗣氏 陸別町　㈲編田牧場 帯広市川西　野原 幸治氏 清水町　大久保大輔氏 清水町　小坂 洋平氏 清水町　㈱浅野牧場

成年クラス ダミオン ★エアレイド アットウッド アドベントＲＥＤ

６歳以上 更別村　今村 慎吾氏 清水町　大久保大輔氏 大樹町　木村 達也氏 本別町　唯野 真平氏

ABS ベストアダー　★
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グランドチャンピオン フオレツクス　アフター　スパーク　ジヨデイ　ＥＴ  （スパークリング）  中札内村  森  淑嗣氏

サニーフイールド　Ｇ　ニツク　インデイー　ポリー　（ブラツドニツク）　帯広市川西　野原　慎也氏

フオレツクス　アフター　スパーク　ジヨデイ　ＥＴ  （スパークリング）  中札内村  森  淑嗣氏

４部

５部

インターミディエイトチャンピオン

リザーブインターミディエイトチャンピオン

１部

ジュニアチャンピオン

ウエンデイヒース　イシカゼ　ＡＪ　ヴアルクローズ　(スパークリング)　清水町　小坂　洋平氏　

セジス　ビユーテイ　スパークリング　メイ　（スパークリング）　清水町　高橋　喜一氏

サクランド　ＨＤ　シド　アリエル　（シド）　士幌町　山岸　剛氏

サニーフイールド　Ｇ　ニツク　インデイー　ポリー　（ブラツドニツク）　帯広市川西　野原　慎也氏

シニアチャンピオン

リザーブジュニアチャンピオン

ＯＴＲ　ドアマン　ビスタ　ＥＴ　（ドアマン）　清水町　(有)田中牧場

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49回　十勝総合畜産共進会
会場：十勝農協連家畜共進会場 （ 音更町 ）

期日：2018年  8月18日（土）

審査員：　　福屋  茂生氏　（一般社団法人 家畜改良事業団）


