
番　号 名　　　　　号 生年月日 父牛名号 母牛名号 地区 出品者

1006 ピースバレー　ゴールドサンダー　アミー   24.1.31  エルムレーン　ゴールドサンダー ピースバレー　ダビユーク　アミー 葛　巻 八　幡　勝　幸

605 グリーンリバー　インプレツシヨン　モデル 27.7.13 モニュメント　インプレツシヨン　ＥＴ グリーンリバー　デイストライ　チヤリー 葛　巻 折　元　大　樹

804 ストレートファーム　ラツキースパーク　モンチー　ＥＴ 26. 9. 4 ジレツドテイーウエーブ　スパークリング　ＥＴ リバテイーファーム　ラツキー　ラツキー 葛　巻 今　待　秀　幸
601 クイーンビュー　８９　マッカチェン 27. 8. 9 デス-　ＢＫＭ　マッカチェン　１１７４　ＥＴ クイーンビュー　アメイジング　ポリゴン 玉　山 中　山　真　人

BU 番　号 名号 生年月日 父牛名号 母牛名号 地区 出品者

1席 111 サンライズ　LＭ　ナツコ　ダンデイｰ　ＣＥＯ 28.8.23 リツクランド　アルタ　ＣＥＯ　ＥＴ サンライズ　ＬＭ　ダンデイ　ウツド　ＥＴ 奥中山 西　舘　友　紀
2席 103 申請中 28.10. 1 ジレッドテイーウエーブ　スパイラル　ＥＴ Ｋ４リバテｲｰファーム　エボニー　マセラテイ 玉　山 中　山　真　人
3席 105 申請中 28. 9.18 デス-　ＢＫＭ　マッカチェン　１１７４　ＥＴ グローバル　アツドウツド　ローヤルテイー 沿　岸 上　舘　勝　国
1席 201 ラビアンローズ　マイケル　ソロモン　フィーバー 28.7.29 ウオールナツトローン　ソロモン　ＥＴ ラビアンローズ　マイケル　フィーバー　メイソン 沿　岸 中　村　匡　志
2席 206 ユートピア　サンチェス　チツプ　クリスト 28.6.１6 ラークレスト　カンクン 　ＥＴ ユートピア　ゴールド　チップ　クリスト 奥中山 久　保　 　　淳
3席 204 ローズ　ララモーニング　セブンデー 28. 7. 7 レーガンクレスト　パラダイス　ＥＴ ローズ  エルローララミー　グツトモーニング　 九　戸 欠　端　浩　美
1席 305 リアスサイド　ハーバート　ブラツドニツク　ラツキー 28.3.20 レーガンクレスト　ＧＶ　Ｓ　ブラツドニツク　ＥＴ リアスサイド　ハーバート　ゴールドウイン　ラッキー　ＥＴ 沿　岸 阿　部　良　二
2席 307 サンライズ　LＭ　マツカチエン　テイーレ 28.1.10 デス-　ＢＫＭ　マッカチェン　１１７４　ＥＴ サンライズ　フィールド　ウツド　アイオーン　 奥中山 西　館　友　紀
3席 304 コイワイ　マツカチエン　ブラクストン　カウントペット 28.3.25 デス-　ＢＫＭ　マッカチェン　１１７４　ＥＴ コイワイ　マツカチエン　ゴールドウイン　カウントペット 小岩井 小 岩 井 農 場
1席 402 ノースランド　エンブレム　Ｋ　インカ 28.3.30 エンブレム　Ｋ　アンドリユー　ＥＴ ノースランド　レスフオー　インカ 陸　中 外　谷　辰　也
2席 403 ソルトファーム　サード　ポリー　キヨ 27.12.7 ＨＭＵ　ガード　マイラ ソルトファーム　ビギンス　ポリー　カズ 陸　中 塩　倉　康　美
3席 404 申請中 27.11.7 ピユアソウル　ロミオ　クリスマス　オーズ フオレスト　エキスポ　コムスター 花　平 圷　　　寬　 人
1席 509 マダム　ジレツド　スパークリング 27. 9.2 ジレツドテイーウエーブ　スパークリング　ＥＴ マダム　Ｆ　サンチェス　アシュモ 沿　岸 大牛内育成牧場
2席 508 カーミー　アイオーン　トツプ 27. 9.5 ミツドフィールド　ＣCM　アイオーン カーミー　スパイラル　コミッショナー 陸　中 塩　倉　健　一
3席 502 フィールド　タレント　マスターチツプ 27.12.3 ミスター　チャシテイー　ゴールドチツプ　ＥＴ フィールド　マスターピース　アイオン 沿　岸 工　藤　淳　平
1席 605 グリーンリバー　インプレツション　モデル 27.7.13 モニュメント　インプレツション　ＥＴ グリーンリバー　デイストライ　チャリー 葛　巻 折　元　大　樹
2席 601 クイーンビユー　８９　マツカチエン 27.8. 9 デス-　ＢＫＭ　マッカチェン　１１７４　ＥＴ クイーンビユー　アメイジング　ポリゴン 玉　山 中　山　真　人
3席 602 レッツラゴー　スパモス　シン　ドリーム 27.8. 6 エマーク　マンモス　 ヤハギファーム　１８８２ 岩手ふるさと 矢　作　雅　之
1席 ○ 702 ミスPV　カルブレツド　エアリフト　サミー 27.2.20 キャニオンブリーズ　ＡＴ　エアリフト　ＥＴ ミス　PV　カルブレット　ミスターサミー 葛　巻 酒　多　利　明
2席 705 ムラサワファーム　シユラック　イツチ 26.11.24 UFM　ダブス　シユラツク　ＥＴ ムラサワファーム　エキスポ　アナ 葛　巻 村　澤　由　明
3席 701 コイワイ　アフターシヨック　バーンズ　テーデ 27.2.27 ＭＳ　アトリーズ　ＳＨＴ　アフターシヨック　ＥＴ コイワイ　バーンズ　ゴールドウイン　テーデ 小岩井 小 岩 井 農 場
1席 804 ストレートファーム　ラッキースパーク　モンチｰ　ＥＴ 26. 9.4 ジレツドテイーウエーブ　スパークリング　ＥＴ リバテイーファーム　ラツキー　ラツキー 葛　巻 今　待　秀　幸
2席 〇 809 オームスビー　アシツクス　メロデイ 25.12.20 オムラ　スイｰテイー　アシツクス　ＥＴ オームスビー　クストー　メロデイ 南　部 高　橋　昭　典
3席 808 ピースバレー　ジョイフル　アイオーン 26.5.　1 ミツドフィールド　ＣCM　アイオーン ピースバレー　ジヨイフル　ドレーク 葛　巻 八　幡　勝　幸
1席 ○ 905 モージﾔス　アルタアメイジング　アトリー 25.10.16 ミスター　アトリーズ　アルタアメイジング　ＥＴ モージャス　ジョーダン　ベイビツト 葛　巻 中　村　大　地
2席 906 アイベリー　　アレキサンダー　チエリー 25. 8.24 ゴールデンオークス　ＳＴ　アレキサンダー　ＥＴ アイベリー　ミニスター　チエリー 陸　中 堤　内　武　人
3席 904 モリノウ　ウイニングラン　ゴールド 25.10.17 ミスター　チャシテイｰ　ゴールドチツプ　ＥＴ ピーターチェ　ブラックス　　マーラ 学　校 盛　岡　農　高
1席 ○ 1006 ピースバレー　ゴールドサンダー　アミー 24.1. 31 エルムレーン　ゴールドサンダー ピースバレー　ダビユーク　アミー 葛　巻 八　幡　勝　幸
2席 1004 セブンスヘブン　ＢＪ　ファースト　サンチェス　ＥＴ 24.7.29 ジェンマーク　ストーマテイツク　サンチェス セブンスヘブン　ＢＪ　ダーハム 花　平 鈴　木　　 　稔
3席 1003 スモールメドー　ブラクストン　Ｓ　リートン 24.8. 26 レーガンクレスト　Ｓ　ブラクストン　ＥＴ スモールメドー　ＧＷ　リードマン 遠　野 佐　野　幸　人

ラビアンローズ　マイケル　ソロモン　フィーバー 28.7.29 ウオールナツトローン　ソロモン　ＥＴ ラビアンローズ　マイケル　フィーバー　メイソン

リアスサイド　ハーバート　ブラツドニツク　ラツキー 28.3.20 レーガンクレスト　ＧＶ　Ｓ　ブラツドニツク　ＥＴ リアスサイド　ハーバート　ゴールドウイン　ラッキーＥＴ

マダム　ジレツド　スパークリング 　27.9.2 ミスター　チャシテイー　ゴールドチツプ　ＥＴ プロスペリー　エルトン　ラツキー　ダスト

リバテイーファーム　アイオーン　ストーリー 28. 4.28 ミツドフィールド　CCM　アイオーン リバテイーファーム　マスターピース　ウエイン

グリーンリバー　デリア　ミスティ　バルビツソン 27. 12.8 バルビツソン　ドアマン　ＥＴ グリーンリバー　ミステイ　アトリーウツト

グリーンリバー　インプレツション　モデル　 27. 7.13 モニュメント　インプレツション　ＥＴ グリーンリバー　デイストライ　チャーリー

サンライズ　LＭ　ナツコ　ダンデイｰ　ＣＥＯ 28.8.23 リツクランド　アルタ　ＣＥＯ　ＥＴ サンライズ　LＭ　ダンデイ　ウツド

ユートピア　サンチェス　チツプ　クリスト 28.6.16 ジェンマーク　ストーマテイツク　サンチェス ユートピア　ゴールド　チップ　クリスト

サンライズ　LＭ　マツカチエン　テイーレ 28.1.10 デス-　ＢＫＭ　マッカチェン　１１７４　ＥＴ サンライズ　LＭ　ダンデイ　ウツド

ミスPV　カルブレツド　エアリフト　サミー 27.2.20 キャニオンブリーズ　ＡＴ　エアリフト　ＥＴ ミスPV　カルブレツト　ミスター　サミー

ストレートファーム　ラッキースパーク　モンチｰ　ＥＴ 26.9.4 ジレツドテイーウエーブ　スパークリング　ＥＴ リバテイーファーム　ラツキー　ラツキー

ピースバレー　ゴールドサンダー　アミー 24. 1.31 エルムレーン　ゴールドサンダー ピースバレー　ダビユーク　アミー

スマイルファーム　ブツラツクアイ　ダンデイー 26.9.27 レーガンクレスト　ダンデイー　ＥＴ スマイルファーム　ブラツクアイ
スモールメドー　ブラクストン　Ｓ　リートン 24.8.26 レーガンクレスト　Ｓ　ブラクストン　ＥＴ スモールメドー　ＧＷ　リードマン

プロスペリー　マダム　ブラツクス 22.8.15 ティーウエーブ　ホリ　フリスキー　オールブラックス プロスペリー　マダム　ボルトン

デーモンクロス　ゴールド　アトリー 25.11.5 ＭＳ　アトリーズ　ＳＨＴ　アフターシヨック　ＥＴ デーモンクロス　ゴールド　ヒラリー

パテイエンス　プラスバード　オア　リリア 24. 9.19 トップジーン　ゴールド　オア　ＥＴ プライド　ロイ　リリア
セブンスヘブン　ＢＪ　ファースト　サンチェス　ＥＴ 24. 7.29 ジェンマーク　ストーマテイツク　サンチェス セブンスヘブン　ＢＪ　ダーハム

葛巻町乳牛改良同志会

2席 1113 遠野地方酪農部会

3席 1112 花平ホルスタイン改良同志会

1114

沿岸地区ホルスタイン改良同志会

2席 1103 葛巻町乳牛改良同志会

3席 1104 奥中山酪農生産部会

1102

第10部 経　産

第11部

未経産

1席

経産

1席

第7部 経　産

第8部 経　産

第9部 経　産

第5部 未経産

第6部 未経産

第3部 未経産

第4部 未経産

出　品　区　分

第1部 未経産

第2部 未経産

リザーブチャンピオン
経　産
未経産

2017岩手県ブラックアンドホワイトショウ受賞目録

出　　品　　区　　分

グランドチャンピオン
経　産

未経産


