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10 月 9 日(日)～10 日(月)
★Me-Do Meadows（Melanie 氏：Owner）
飼養頭数：60 頭（搾乳頭数：40 頭）
所有面積：40ha
乳量：11,600kg
使用精液：200H3205 ゴールドウィン、7H5157 ダーハム、7H9264 デンプシー、200H5592 フィー
バー
餌：乾草、コーンサイレージ等を分離給与
初回種付け月齢：12 ヶ月～15 ヶ月
※2010 年オール アメリカン＆カナディアン（５歳級）Rainyridge Talent Barbara EX95 の母牛
RF Outside Breeze EX93 を飼養
★Larson Acres
搾乳頭数：2,400 頭
所有面積：1,200ha
乳量(日量)：40kg
従業員数：27 名（オーナーは 3 人兄弟）
使用精液：7H8081 プラネット、7H9321 クラウン、7H9420 ガスリー、7H9173 プラトー（TPI 上
位のものを中心に選畜。判別精液を積極的に使用しており、牧場の上位 20%と下位 20%に使用。下
位 20%はトルコ向けの輸出牛で判別精液を使用することにより付加価値を付けている）
受胎率：40% 妊娠率：25%（⇔米国平均 17%）
※現在 2nd クロップの 7H8165 ミリオン、7H8221 アレキサンダーの二歳級を数多く搾乳中
★Jeffrey-Way Holsteins （Jeff 氏：Owner）
搾乳頭数：95 頭
所有面積：80ha（アルファルファ、コーン、ミックス グラスを耕作）
乳量：11,800kg 3.8%F 3.1%P
使用精液：7H9165 ブラクストン、7H9420 ガスリー、7H9264 デンプシー、200H5592 フィーバー、
200H3501 ウィンドブルック、7H10506 アットウッド、7H10920 ゴールドチップ、その他ゴール
ドウィン息牛
餌：コーンサイレージ、ヘイサイレージ、ハイ モイスチャー コーン等
※200H2243 テンプティング、11H9385 タルティーニ、218H0157 アーテスの生産牧場。
Jeffrey-Way Mascot Tina EX91 を母系に持つ。

★Mystic Valley Dairy（Mitch 氏：Owner）※昔の冠名が Jenny-Lou
搾乳頭数：370 頭（その他に乾乳牛：60 頭）
乳量：14,000kg 3.7%F 3.0%P
所有面積：370ha（コーン、アルファルファ、大豆、小麦を耕作）
使用精液：7H9420 ガスリー、7H9321 クラウン、7H9165 ブラクストン、7H10506 アットウッド、
7H10920 ゴールドチップ
1 種類当たりの精液から 50 頭の娘牛を取るようにしている。セレクトメイティング サービス（SMS）
を利用。
初回分娩月齢：23 ヶ月齢
※7H7359 ロウ、1H9235 トイストーリー、14H5434 トランプ ＜ショトル×BW マーシャル＞（現在
アクセルレイテッド ジェネティクス社で最多本数を販売）の生産牧場。牛群の約 30%が左記種雄牛
と同じファミリー。
★Ocean View Genetics（Daryl 氏：Owner）
搾乳頭数：46 頭
乳量：9,800kg 4.2%F 3.15%P
所有面積：70ha
使用精液：7H9165 ブラクストン、7H7004 ダミオン、7H8190 サンチェス、94H13666 デストライ
※マディソンにあるエキスポの共進会場から車で 15 分に位置。1 年ほど前にカルフォルニアの
Ocean View Farm から一部の牛を移動。Ocean View Lindy Sheen EX94 等の生産牧場。
Ocean－View Mandel Zandra EX95 が健在。
★Nehls Bros. Limited（Jim 氏：Herd Manager）
飼養頭数：4,000 頭（搾乳頭数：2000 頭）
乳量 12,600kg 3.5%F 3.0%P（3 回搾乳、体細胞：18 万）
従業員数：50 名（30 名：牛群管理、20 名：圃場管理）
所有面積：1600ha（880ha：コーン、640ha：アルファルファ、80ha：その他）
使用精液：SMS を利用し、100%セレクト サイアーズ種雄牛
経産牛：7H8925 オーウェン、7H7536 コールドスプリング、7H8361 ドミンゴ、7H9173 プラトー
※初回授精→検定済み種雄牛、2 回目→スーパー サンプラー、3 回目→後代検定牛
未経産牛：7H7536 コールドスプリング、7H9173 プラトー、7H8477 ガボアー
★Redtail Ridge Dairy（Joe&John 兄弟：Owner）
飼養頭数：2,200 頭（搾乳頭数：1,000 頭）
乳量：14,000kg（当牧場で最高乳量を記録した牛は 7H7514 デザインの娘。305 日で 22,000kg 以
上、5 泌乳期で 114,000kg を生産）
所有面積：3,600ha（コーンサイレージ及びヘイサイレージ）
従業員数：25 人

体細胞数 10 万以下
使用精液：7H9165 ブラクストン、7H8081 プラネットの他、スーパーサンプラーも使用（SMS を
利用し、ほぼ 100%セレクト サイアーズ種雄牛）※種雄牛選畜のポイントは TPI トップより高乳量
及びバランスのとれたもの。セレクト サイアーズ種雄牛を使用し始めて 9 年経つが、結果に非常に
満足している様子。
餌：61%が粗飼料、39%が濃厚飼料（摂取量計 25kg）
★Siemers Holsteins（Dan 氏：5 代目 Owner）
搾乳頭数：ショウカウ 20 頭＋その他 2,800 頭
乳量：15,000kg 3.7%F 3.1%P
所有面積：2,000ha（草、コーン、小麦を耕作→粗飼料の 100%、穀物の 40%を自給）
使用精液：7H9545 ヒーロー、7H9165 ブラクストン、7H10920 ゴールドチップ、7H10721 ブッケ
ム等スーパーサンプラーも多数使用。2,800 頭飼養の搾乳牛群では SMS の利用有り。
※牧場内に IVF の施設を完備。年間 2,000 卵の受精卵を作成。今回のエキスポではプレミア ブリー
ダーを惜しくも逃した。
★Milk Source Genetics（Jamie 氏：Herd Manager→過去に Arethusa Farm に勤務）
搾乳頭数： ショウカウ他 50 頭＋その他搾乳牛 20,000 頭（4 つの系列牧場から成る）
乳量：43kg／日（2 回搾乳）※Milk Source Genetics において
Genetics 牧場の従業員：4 名
所有面積：6,100ha
使用精液：200H2137 シド、200H5592 フィーバー、7H10506 アットウッド等。
※Milk Source Genetics は 4 年前にショウカウ及び名血牛用に作られた牧場。2011 年ワールド デ
イリー エキスポ R&W ショウのプレミア エキジビター。
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10 月 11 日(火)
★Lamberty Holsteins（Jim & Gordon:：Owner）
搾乳頭数 45 頭
乳量 8, 100kg 3.5%F 2.9%P
所有面積：70ha（コーン、大豆、アルファルファ、えん麦、大麦を耕作）
※昔ながらの伝統的酪農風景を残す牧場
★Fertile Ridge Dairy （Joel：Owner の息子／Herd Manager）
搾乳頭数：650 頭（3 回搾乳）
乳量：13,000kg 3.4%F 2.9%P
所有面積：600ha（コーン、アルファルファ、大豆 ※大豆は販売用）

使用精液：ゴールドウィン息牛、バックアイ息牛→使用精液中 75%はジェノミック サイアー（米国
平均は約 30%）
★Aspirin Acres
搾乳頭数：420 頭
乳量：12,000kg
使用精液：100％アクセルレイテッド ジェネティクス（AG）精液を使用
★White Gold Dairy
搾乳頭数：1,200 頭
所有面積：480ha（内 320ha は借地。アルファルファ等を耕作）
使用精液：14H5560 エメラルド、14H5382 コンタクト等
★Roth, Daniel & Roth, Chris
搾乳頭数：65 頭
乳量：13,500 kg
所有面積：400ha（コーン、大豆→主に販売用）
★O’BRIEN BROS.
搾乳頭数：240 頭
乳量：13,100 ㎏

3.5%F 3.8%P

所有面積：240ha（内 160ha は借地。コーン、大豆、アルファルファ、グラスを耕作）
使用精液：メイティング サービスを利用し、100%AG 精液を使用
★GLENN-ANN HOLSTEINS（Brian Behnke 氏：Owner の娘婿／SEMEX サイアー アナリスト）
搾乳頭数：80 頭
乳量：10,800kg 3.9%F 3.2%P
所有面積：200ha
使用精液：200H3501 ウィンドブルック、200H2137 シド、7H9420 ガスリー他、ジェノミック サ
イアー（使用精液中 50%はジェノミック サイアー：14H6456 ポロ等 ミリオン息牛等）
※14H5411 パレルモの生産牧場。
以上

