
番　号 名　　　　　号 生年月日 父牛名号 母牛名号 地区 出品者

1004 ピースバレー　ホルテツクス　ハマー 24.11.28 ジレツト　ウインドハマー　ＥＴ ピースバレー　ラスト　ダーハム 葛　巻 八　幡　勝　幸

606 レッツラゴー　ゴールドブローム　アイオーン 28. 7.26 ミツドフィールド　CCM　アイオーン レッツラゴー　スパイラル　サン　1380519908 岩手ふるさと 矢　作　雅　之

805 クレバーフイールド　テンプター　コムスター 27.10.26 ハピイイースト　アールエス　テンプター　ET クレーバーフィールド　フイーバー　グリーン いわい 遠　藤　正　憲
205 ＹＭＢ　クラツシユ　ガード　マージン　フレンズ 29. 6. 29 マーベリツク　クラツシユ ＹＭＢ　ラバンガード　テラソン　マージン　フレンズ 奥中山 山　火　裕　司

BU 番　号 名号 生年月日 父牛名号 母牛名号 地区 出品者

1席 103 グリーンリバー　ミステイ　アトリーズ　ＤＢ　モデル 29.10.10 ミスター　Ｄ　アツプル　ダイヤモンドバツク グリーンリバー　ミステイー　アトリー　ウツト 葛　巻 折　元　大　樹
2席 114 ドラゴンブルー　ハーゲン　セブンウインド　チップ 29. 8. 11 ミスター　チャシテイー　ゴールドチツプ　ＥＴ レスポアール　セブンウインド　ハーゲン　ＥＴ 沿　岸 大牛内育成牧場
3席 109 エボリユーシヨン　ソロモン　ロイ　ＥＴ 29. 9. 1 ウオールナツトローン　ソロモン　ＥＴ エボリユーシヨン　アツトウツド　ピース 葛　巻 上　野　勝　俊
1席 205 ＹＭＢ　クラツシユ　ガード　マージン　フレンズ 29.6.29 マーベリツク　クラツシユ YMB　ラバンガード　テラソン　マージン　フレンズ 奥中山 山　火　裕　司
2席 213 クイーンビユー　ＬＡＬＡ　クラツシユ 29. 5. 7 マーベリツク　クラツシユ クイーンビユー　ＧR　ポテトチツプ 玉　山 中　山　真　人
3席 211 ラビアンローズ　ローヤル　ウツド　モントレー 29.5.28 ビユーホーム　モントレー　ＥＴ ラビアンローズ　　アツトウツド　マーシヤル 沿　岸 中　村　匡　志
1席 303 セブンスヘブン　ＬＦ　ＭＢＢ　クラツシユ　ＥＴ 29. 3.4 マーベリツク　クラツシユ リバテイーファーム　MBB　７　アツトウツド　ＥＴ 花　平 宮　林　泰　之
2席 305 モリノウ　グランド　ファイナル 29.1.18 ＯＨリバー　ＳＹＣ　バイウエイ　ＥＴ モリノウ　グランド　ナラテイブ 学　校 盛岡農業高校
3席 306 モリノウ　ＫＥＤ　トリプル　ワン 29.1.11 ウオールナツトローン　ソチ　ＥＴ モリノウ　ＫＥＤ　セクシー　ガール 学　校 盛岡農業高校
1席 403 SFF　メドレーク　ビースター 28.11.5 Jリード　テレサ　ビースター　ＥＴ SFF　メドレーク　ガスリー　 沿　岸 福　士　牧　場
2席 402 パイニーデール　チヤンプ　BM　ベルベツト 29.2.18 BRF　リトルブルー　モンスター パイニーデール　チヤンピオン　ベルベツト 沿　岸 工　藤　淳　平
3席 401 マイク　フラワー　ユー 29.3.21 MD　ロードスター　マイク SF　ドリーム　フラワー　イズミー　A　フタゴ 陸　中 塩　倉　康　美
1席 503 ピースバレー　スイート　ドアマン 28.10.27 バルビツソン　ドアマン　ＥＴ ピースバレー　マセラテイ　リバテイー　スイートネス　ＥＴ 葛　巻 八　幡　勝　幸
2席 504 ノースランド　ＣＥＯ　バーマ　ＲＥＤ 28.10.16 リツクランド　アルタシーイーオー　ＥＴ ノースランド　サンチェス　マツクス　バーマ 陸　中 外　谷　辰　也
3席 501 ソアラツプ　オブザーバー　マリー 28.12.10 デスー　オブザーバー　ＥＴ ソアラツプ　　ローズマリー　レオ 陸　中 苗代澤　佳 知
1席 606 レッツラゴー　ゴールドブローム　アイオーン 28.7.26 ミツドフィールド　CCM　アイオーン レッツラゴー　スパイラル　サン　1380519908 岩手ふるさと 矢　作　雅　之
2席 605 ノースランド　ＫＤ　フィーバー　ブロカウ 28. 8. 6 ミスター　アツトウツド　ブロカウ　ＥＴ ブツクブロンズ　カードア　フィーバー　タイディ 陸　中 外　谷　辰　也
3席 602 ローモント　ブラツクホリー　ジヨーダン 28. 8.23 ロイレーン　ジヨーダン　ＥＴ ローモント　ルーベンベル　ブラツクホリー 九　戸 田　澤　太　朋
1席 ○ 701 セブンスヘブン　ＢＪ　ゴールド　コマンダー 28.3.25 ラークレスト　コマンダー　ＥＴ セブンスヘブン　ＢＪ　ゴールドウイン 花　平 鈴　木　　　 稔
2席 703 アマリア　マツカチエン　ブラツクスター　Ｂ　フタゴ 28.1. 7 デスー　BKM　マツカチエン　1174　ＥＴ アマリア　ダンデイー　コメツト 葛　巻 川　村　竜　太
3席 706 スプリングウオーター　パラダイス　ラブリー　 27.9.13 レーガンクレスト　パラダイス　　ＥＴ スプリングウオーター　ガスリー　ラブリー 陸　中 下　舘　友　裕
1席 ○ 805 クレーバーフィールド　テンプター　コムスター 27.10.26 ハピイイースト　アール　エス　テンプター　ＥＴ クレーバーフィールド　フイーバー　グリーン いわい 遠　藤　正　憲
2席 803 インフィニテイ　オーソン　ドウダン 28. 1.27 ＮＬＢＣ　ペリクレース　オーソン　ＥＴ インフィニテイー　ゴブリン　スイートピー 岩手ふるさと 本　舘　尚　之
3席 806 リバテイーファーム　アイオーン　ロイシーク 27.10.26 ミツドフィールド　ＣCM　アイオーン リバテイーファーム　MBB　ロイストーリー 葛　巻 中六角　保　広
1席 911 プロスペリー　アストア　ファンタジー　ライナー　RＥＤ 26. 7.22 スイートピーズ　リアル　ファンタジー　ＲＥＤ プロスペリー　アストア　アドベント　ライナー　ＲＥＤ　 遠　野 佐　野　茂　樹
2席 〇 907 コイワイ　ドロシー　リヴエレスト　ローズ 26.11.21 コインファームス　　ドロシー　ＥＴ コイワイ　リヴエレスト　エレガンス　ローズ 小岩井 小岩井 農 場
3席 910 リバテイーファーム　スパークリング　アリシア 26. 7.24 ジレツト　ティーウエーブ　スパークリング　ＥＴ リバテイーファーム　シド　ストーマテイツク 葛　巻 中六角　保　広
1席 ○ 1004 ピースバレー　ホルテツクス　ハマー 24.11.28 ジレツト　ウインドハマー　ＥＴ ピースバレー　ラスト　ダーハム 葛　巻 八　幡　勝　幸
2席 1006 プロスペリー　アストア　アドベント　ライナー　RＥＤ 24. 5.24 フラドン　レッドライナー　ＲＥＤ　ＥＴ プロスペリー　アストア　アドベント　Ｂ　ＲＥＤ　フタゴ 遠　野 佐　野　茂　樹
3席 1001 コイワイ　ウインドブルツク　ボルトン　タルク 25.10.6 ジレツト　ウインドブルツク　ＥＴ コイワイ　ボルトン　プログレス　タルク 小岩井 小岩井 農 場

セブンスヘブン　ＬＦ　ＭＢＢ　クラツシユ　ＥＴ 29. 3. 4 マーベリツク　クラツシユ リバテイーファーム　MBB　７　アツトウツド　ＥＴ

セブンスヘブン　ハナ　ゴールドチツプ 29. 1. 4 ミスターチヤシテイー　ゴールドチツプ　ＥＴ ハナ　アイオーン　ブラツクス

デーモンクロス　ブレーク　ウイニー 28.12. 6 ウオールナツトローン　ブレーク　ＥＴ デーモンクロス　シエラツク　チヤンピオン

ノースランド　ＣＥＯ　バーマ　ＲＥＤ 28.10.16 リツクランド　アルタシーイーオー　ＥＴ ノースランド　サンチェス　マツクス　バーマ

ノースランド　ＫＤ　フィーバー　ブロカウ 28. 8. 6 ミスター　アツトウツド　ブロカウ　ＥＴ ブツクブロンズ　カードア　フィーバー　タイディ

ノースランド　レガリア　カリン 28. 7. 9 グリーンハイツ　レガリア　ＥＴ ブツクブロンズ　アイオーン　オア　カリン

ドラゴンブルー　ハーゲン　セブンウインド　チップ 29. 8.11 ミスターチヤシテイー　ゴールドチツプ　ＥＴ レスポアール　セブンウインド　ハーゲン　ＥＴ

ラビアンローズ　ローヤル　ウツド　モントレー 29. 5.28 ビユーホーム　モントレー　ＥＴ ラビアンローズ　　アツトウツド　マーシヤル

SFF　メドレーク　ビースター 28.11. 5 Jリード　テレサ　ビースター　ＥＴ SFF　メドレーク　ガスリー　

プロスペリー　アストア　ファンタジー　ライナー　RＥＤ 26.7.22 スイートピーズ　リアル　ファンタジー　ＲＥＤ プロスペリー　アストア　アドべント　ライナー　RED

プロスペリー　アストア　アドベント　RＥＤ 26.6.11 KHW　アドベント　RED　ET プロスペリー　アストア　タルボツト　マーク　RED

プロスペリー　アストア　アドベント　ライナー　RＥＤ 24.5.24 フラドン　レッドライナー　ＲＥＤ　ＥＴ プロスペリー　アストア　アドベント　B　RED　フタゴ

コイワイ　ドロシー　リヴエレスト　ローズ 24.11.7 コインファームス　ドロシー　ＥＴ コイワイ　リヴエレスト　ローズ

コイワイ　ウインドブロツク　ボルトン　タルク 25.10.6 ジレツト　ウインドブルツク　ＥＴ コイワイ　ボルトン　プログレス　タルク
コイワイ　ブラクストン　アレキサンダー　カウンペツト 24.9.16 レーガンクレスト　S　ブラクストン　ET コイワイ　アレキサンダー　ジョーダン　カウントペツト

アマリア　マツカチエン　ブラツクスター　Ｂ　フタゴ 28.1.７ デスー　BKM　マツカチエン　1174　ET アマリア　ダンデイー　コメツト

リバテイーファーム　スパークリング　アリシア 26.7.24 ジレツト　テｲーウエーブ　スパークリング　ET リバテイーファーム　シド　ストーマテイツク　

ピースバレー　ホルテツクス　ハマー 24.11.28 ジレツト　ウインドハマー　ＥＴ ピースバレー　ラスト　ダーハム

遠野地方酪農部会

2席 1111 小 岩 井 農 場

3席 1110 葛巻町乳牛改良同志会

1106

花平ホルスタイン改良同志会

2席 1102 陸中ホルスタイン改良同志会

3席 1103 沿岸地区ホルスタイン改良同志会

1104

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

2018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


