
平成２４年4月14日（静岡県御殿場市）
審 査 員  ： 串田 雅樹 氏　（北海道 酪農家）　　ｱｼｽﾀﾝﾄ審査員 ： 糟谷 英文　氏　（千葉県 酪農家）

　ベリーエフ　イン　アドベント （父：アドベントレッド） 愛知県　浅田ファーム

　ゴツドフレイ　アトラス　ウイング （父：アトラス） 群馬県　三輪 圭吾 氏

　MMS　ジエツト ダーハム （父：ダーハム） 群馬県　三輪 圭吾 氏

　ピーチヒル　フオーチユン　ウオーカーブレイ （父：フォーチュン） 群馬県　清水 邦男 氏

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

未経産 ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ ｱﾌﾀｰｼｮｯｸ ﾗﾃｨﾁｭｰﾄﾞ アドベントレッド ﾏｾﾗﾃｨ
（9ヵ月以上12ヵ月未満）/出品者 栃木県　高塩 浩典 氏 兵庫県 OFJ シンジケート 静岡県 岩﨑 藤和 氏 静岡県 岩﨑 藤和 氏 愛知県 戸田 博行 氏

未経産 フォーチュン サンチェス ゴールドウィン ﾏﾘｰﾝﾚｯﾄﾞ ﾎﾞﾙﾄﾝ
　（12ヵ月以上15ヵ月未満）/出品者 群馬県 清水 邦男 氏 静岡県 鈴木 正則 氏 岡山県 (有)長恒牧場 岐阜県 佐藤 孝志 氏 群馬県 県立中之条高等学校

未経産 ﾌﾞﾚｰｸｱｳﾄ サンチェス アドベントレッド ﾃﾞｨｽﾄﾗｲ ゴールドウィン
（15ヵ月以上18ヵ月未満）/出品者 兵庫県 堤 大樹 氏 群馬県 三輪 圭吾 氏 神奈川県 吉田 雅章 氏 愛知県 土屋 敦敬 氏 愛知県 ＩＬＧ

未経産 サンチェス サンチェス ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ジャスパー ﾎﾞﾙﾄﾝ
（18ヵ月以上21ヵ月未満）/出品者 神奈川県 相澤 宗明 氏 群馬県 砥上雅道 氏 兵庫県 吉川 稔英 氏 栃木県 植木 靖 氏 兵庫県 ＯＦＪシンジケート

未経産 ダーハム サンチェス デザイン サンチェス ﾛｲ
（21ヵ月以上24ヵ月未満）/出品者 群馬県 三輪 圭吾 氏 岡山県 県農林水産総合センター 埼玉県 青木 洋介 氏 神奈川県 小沼 喜代治 氏 愛知県 福井 邦仁 氏

ジュニア２歳クラス *ミスターバーンズ ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ サンチェス ﾄﾞﾚｰｸ プロント
（2歳6ヶ月未満）/出品者 群馬県 大澤 一夫 氏 岐阜県 渡辺 修一郎 氏 東京都 北島 隆 氏 愛知県 山田 良治 氏 静岡県 高橋 実徳 氏

シニア２歳クラス *アドベントレッド ダーハム ﾛｲ ｱﾄﾗｽ ﾌﾞﾗｯｸｽ
（2歳6ヶ月以上3歳未満）/出品者 愛知県 浅田ファーム 群馬県 (有)萩原牧場 神奈川県 田所 泰幸 氏 千葉県 県立大網高等学校 愛知県 福井 邦仁 氏

ジュニア３歳クラス ﾛｲ *ダーハムロス ﾊﾞｸｽﾀｰ ｼﾞｪｽﾛ ゴールドウィン
（3歳以上3歳6ヶ月未満）/出品者 愛知県 神田 峰男 氏 群馬県 (有)萩原牧場 群馬県 真下 穣 氏 東京都 常盤 幸二 氏 千葉県 高橋 憲二 氏

シニア３歳クラス *ｱﾄﾗｽ ｽｲｰﾄ ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ ジャスパー ﾛｲ
（3歳6ヶ月以上4歳未満）/出品者 群馬県 三輪 圭吾 氏 長野県 手塚 尚典 氏 山梨県 シンジケートスパルタン 群馬県 上谷川 直人 氏 静岡県 澤里 優 氏

４歳クラス ダーハム *ﾄｲｽﾄｰﾘｰ ﾎﾞﾙﾄﾝ ﾎﾞﾙﾄﾝ ﾄﾞﾚｰｸ
（4歳以上5歳未満）/出品者 群馬県 三輪 圭吾 氏 千葉県 高橋 秀嘉 氏 長野県 前田 勉 氏 神奈川県 田所 泰幸 氏 神奈川県 片倉 幸一 氏

５歳クラス *ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ ダミオン ゴールドウィン エルヒーローズ ﾀﾞﾋﾞｭｰｸ
（5歳以上6歳未満）/出品者 栃木県 和田 泰 氏 静岡県 野秋 勝裕 氏 東京都 北島 隆 氏 栃木県 中山 真介 氏 神奈川県 伊藤 宏 氏

成牛クラス *ストーム ﾄﾚﾋﾞﾉ ﾏｰﾁｬﾝﾄ セプテンバー ﾌｨﾝﾘｰ
（6歳以上）/出品者 群馬県 (有)神澤牧場 愛知県 前田 和也 氏 愛知県 伴 英之 氏 栃木県 荒井 康裕 氏 神奈川県 大川 元善 氏

輸入精液／輸入受精卵／輸入牛のご相談は

株式会社　野澤組　畜産部　Nosawa&Co.,LTD  Livestock Division
本社　〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル　℡ 03-3216-3476 札幌営業所  〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-1-4北三条ﾋﾞﾙ　℡ 011-221-3323

URL http://www.nosawa.co.jp　E-Mail livestock@nosawa.co.jp 九州営業所　〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-10-7光永ビル４０３　℡ 096-381-3914

シーメックス
種雄牛

＊ベストアダー

第37回　中部日本B&Wショウ

グランド チャンピｵン 　リージエント　ダンデイー　ライラック （父：ダンディー） 栃木県　和田 泰 氏
＜シニア チャンピオン＞
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　リスペクト　クラーク　ダーハム　クリステル

ワールドワイド
サイアーズ

種雄牛

（父：ダーハム） 群馬県　三輪 圭吾 氏
＜リザーブ シニア チャンピオン＞

インターミディエイト チャンピオン

リザーブ グランド チャンピｵン
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リザーブ ジュニア チャンピオン
ジュニア 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

クラス／サイアー
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