サンチェス：皆を振り向かせる牛を作出
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ファンシーな未経産牛。美しい経産牛。それこそがジェン マーク ストーマティック サンチェス（EX94-USA-ST）
が作出可能な類の娘牛である。サイズ、強さ、体積を伝達する体型種雄牛“サンチェス”は、ここカナダで三年前
から人々の関心を集め始めた。それは彼のセカンドクロップ娘牛が、その美しいフレーム、強さ、そして幅を伴っ
た未経産牛として数々のショウで勝ち始めた時の事だった。今日ショウリングに人々の目を向かせるのは、特別な
フレームと美しい乳房、そして素晴らしい肢蹄をした搾乳娘牛である。オンタリオ州リンゼイで開催された最新の
オンタリオ サマー ショウでは、
“サンチェス”による二頭の三歳シニア、バレービル レイ リン（VG89）とレブ
ー サンチェス パメラ（VG89）がクラスでそれぞれワン・ツーになってインターミディエイト チャンピオンとリ
ザーブ インターミディエイト チャンピオンを獲得し、最終的にレイ リンがリザーブ グランド チャンピオンに、
そしてパメラがオナラブル メンション グランド チャンピオンの座に就いた。
米国で生産及び所有されるジェン マーク ストーマティック サンチェスは、2003 年 4 月に誕生した。彼はニュ
ーヨーク州メースドンのマークランド ホルスタインズとジェネティ カンパニーによって繁殖された。現在十歳に
なる“サンチェス”は、オハイオ州プレインシティーにあるセレクト サイアーズ社での人工授精サービスにその人
生を送った。“サンチェス”は、コムスター ローザン ブラック（VG87-23*）から誕生した“ストーム”息牛で、
先のカナダ LPI ナンバーワン種雄牛であるコムスター ストーマティック（EX-Extra）を父に持つ。コムスター ロ
ーザン ブラックは、コムスター ローリー シーク ET（VG88-23*）の有名な“ブラックスター”娘牛の一頭である。
ペディグリーの母系側では、
“サンチェス”は評判高いヘンケシーン M ヒラリーET（EX94-3E-USA-DOM-GMD-3*）
ファミリーに遡る。彼の母ジェンマーク BW マー ウィニーET（EX90-2E-USA-GMD-1*）は、スペインの高体型
“ダーハム”息牛メズランド デュプレックス ET（EX91-ESP-ST）の母親と母方姉妹にあたる“ウィンチェスター”
娘牛（VG87-USA-GMD）から誕生した“BW マーシャル”娘牛である。三代前の母がヒラリーで、彼女は“ホリ
デー”によって作出されたブルード カウであり、その前は“チーフマーク”、“ボード チェアマン”、“コンダクタ
ー”によって作出された母達によって支えられる。
米国でサンプルにかけられ、米国で最初の成績を得た“サンチェス”は、その最初の成績を 2008 年 8 月に受け取
り、PTA 体型+3.86 で米国産トップ体型種雄牛としてデビューを果たした。その後、彼は 2009 年 4 月に PTA 体型
＋4.32 で米国全体のナンバーワン体型種雄牛になるのである。今日、彼は PTA 体型＋3.06 で米国の体型トップク
ラス種雄牛として留まっている（2013 年 8 月）
。
“サンチェス”は、彼の最初のカナダ国内成績を 2012 年 4 月に得
た。彼は＋16 の体型第三位タイでデビューし、スーペリアー タイプの称号を獲得した。現在“サンチェス”は、
4083 頭の娘牛に基づき体型＋13 である（2013 年 8 月）。カナダにおける彼の体格審査済み娘牛 4382 頭の内、見事

90%がグッドプラス以上で、一頭のエクセレント、1367 頭のベリーグッド、2558 頭のグッドプラスがいる。
“サン
チェス”は、8 月 9 日に彼のカナダで最初のエクセレント娘牛を得た。それはデュボッソン フリリュース サンチ
ェス（EX91）で、四世代連続エクセレントを成し遂げた牛である。ケベック州サン-テオドール-ダクトン所在のフ
ァーム デュボッソン Enr.によって繁殖及び所有される彼女は、2E の“チャンピオン”娘牛から誕生し、その前が
4E で 8 スターの“スカイチーフ”娘牛、そして 3E で 4 スターの“ビクター”娘牛と続く。
“サンチェス”のカナ
ダにおける 4083 頭の搾乳娘牛は、
成牛換算平均で乳量 12,076kg、
脂肪 3.7% 443kg、
蛋白 3.1% 376kg
（228-227-227）
である。
“サンチェス”は、ショウリングでの次なる素晴らしい牛の作出を求める多数のカナダ ホルスタイン ブリーダ
ーの間で人気の種雄牛になっている。それは結果が物語る。過去三年において“サンチェス”は、オールカナディ
アンのオープンクラス及び 4H クラスにノミネートされた、
二歳シニアを最高齢とする 26 頭の娘牛を輩出している。
その内 14 頭が四つのオールカナディアン、六つのリザーブ、そして十のオナラブル メンションを獲得している。
2012 年“サンチェス”は、手ごわい“ゴールドウィン”に続いてオールカナディアンのリーディング サイアー二
位になった。
「
“サンチェス”は、確かに素晴らしい牛を作出可能である」と、セレクト サイアーズのデイリー サイアー ア
ナリスト、ブライアン ギャリソンは言明する。
「彼は今日、多くの場合においてブリーダーが探し求める‘乳用強
健性’をもたらす種雄牛である。彼の娘牛は、彼のペディグリーに連なる種雄牛から予想されるよりも極まったフ
レーム、強さ、骨質を持つが、彼の母系がその幅と強さに貢献しバランスを取っている。彼は骨質鮮明で短めの乳
頭をしたデイリーな牛に最も合う。彼は様々な血統に好配合で、“ゴールドウィン”は非常に納得いく一頭である。
“サンチェス”は多くの事々を一世代で直すことができ、また彼が持つ幅とフレームを必要とする今日の多数の非
常にデイリーで鋭角的な牛に合うため、大変人気である。

カナダの“サンチェス”娘牛
カナダでは多くの素晴らしい“サンチェス”娘牛が見られる。疑うことなく、今日最も有名な“サンチェス”娘
牛はバレービル レイ リン（VG89-2YR）で、この高く評価される若牛は、オンタリオ州ヴォーンにあるポールと
アリ エクステインのクオリティー ホルスタインズに住んでいる。現在のところクオリティー ホルスタインズ、ス
ペイン リェイダのポンデローサ ホルスタインズ、エルス ホルスタレッ
ツ デ トスト、そしてイタリアのトーリ テスタティとアグリバーによっ
て所有されるこのスタイリッシュで美しい乳器をしたシニア三歳は、今
年のオンタリオ サマーショウ及びオンタリオ スプリング ディスカバ
リーの両方でインターミディエイト チャンピオンとリザーブ グランド
チャンピオンになった。
プリンス エドワード アイランドのハンターリバーにあるバレービル
ファーム Inc.のガースとシンシア フリッツェル及びその一家によって繁
殖されたレイ リンは、イーストサイド ルイスデール ゴールド ミッシ
ー（EX95-2*）の母方姉妹である、EX90-2E で 2 スターの“チャンピオ
ン”娘牛を母に持つ。ゴールド ミッシーは、三度のオールアメリカン、
二度のオールカナディアンになった“ゴールドウィン”娘牛で、2011 年
のロイヤル ウィンター フェアとワールド

デイリー エキスポのシュ

ープリーム チャンピオンである。二代前の母は、ブルード カウとして
知られる“アウトサイド”による娘、スタダコナ アウトサイド エーベ

バレービル レイ リン（VG89-2YR）
世界で最も有名な“サンチェス”娘牛の一頭で
あるレイ リンは、2012 年のシニア二歳リザー
ブ オールカナディアンで、今年はオンタリオ
サマー ショウ及びオンタリオ スプリング デ
ィスカバリーにおいてインターミディエイト
チャンピオンとリザーブ グランド チャンピオ
ンになっている。現在クオリティー ホルスタイ
ンズ（オンタリオ州ヴォーン）、ポンデローサ ホ
ルスタインズ、エル ホルスタレッツ デ トスト
（スペイン リェイダ）、トーリ テスタティとア
グリバー（イタリア）によって所有される彼女
は、カナダで最も若い二歳 VG89 である。

ル（VG88-29*）である。
2010 年フリッツェル一家は、10 ヶ月の仔牛だったレイ リンをプリンス エドワード アイランドで行われたアイ
ランド ヒート ウェーブ サマー セールに委託した。
「セール テントに入った時、レイ リンは直ぐに私の目を捕ら
えた」とアリ エクステインは思い起こす。
「私は体長があり長い首のデイリーな牛が好きなのだが、彼女はそれら
全ての形質を持っていた。彼女は非常にバランスが良く、もう少しで深すぎるところだったが、それでもなお多く
のスタイルと長さを持っていた。私は他の人に彼女の母親の乳房がどうか尋ね、母親が素晴らしい乳器を持ってい
ると教えられた。彼女がどのファミリーから来ているかがわかるとすぐ、彼女を購入するためにはベストを尽くさ
なければならないと思った。
」エクステインは確かに成功し、13,000 ドルの値を付けてレイ リンをクオリティー ホ
ルスタインズに購入した。10 月 6 日生まれでありながら、彼女は次の日に行われたアトランティック サマー クラ
シックのシニア カーフ クラスで三席になり、その後の秋にはハルトンピール クラブ ショウのクラストップ及び
リザーブ ジュニア チャンピオンになった。
レイ リンは 2011 年 9 月に初産分娩を迎えた。数週間以内には、彼女はカナダで最も若い二歳 VG89 になった。
彼女はオータム オポチュニティーのミルキング イヤリング クラスで一席になり、ロイヤル ウィンター フェアで
12 席、そしてその後オールカナディアンのノミネーションを果たした。ロイヤルにおいて、エクステイン一家は彼
女の所有権の一部をイタリア ピアセンザのポンデローサとアルベロ ランド&キャトルに売った。彼女はその後二
歳記録として乳量 14,482kg、脂肪 4.4%、蛋白 3.2%（322-381-329）を完了することになる。その次の春、レイ リ
ンはオンタリオ スプリング ディスカバリーにおいて二歳シニア一席及びリザーブ グランド チャンピオンになっ
た。彼女は 10 月に再び分娩し、ロイヤルを力強く二席で終えた。彼女は 2012 年のシニア二歳オールカナディアン
に指名された。
レイ リンは、現在三歳として乳量 14,911kg、脂肪 3.9%、蛋白 3.1%（324-334-317）が予測されている。体型に
関しカナダでトップクラスのインデックスを持つ一頭である彼女は、2012 年 4 月に+18 で雌牛体型第一位タイであ
った。彼女は現在、体型+15 である。
「私は、彼女が日々同じに見えるところを非常に気に入っている」と、アリ エ
クステインはレイ リンについて言う。
「彼女はほとんど欠点を持たず、素晴らしい性格をしている。レイ リンはと
ても長くデイリーで、私がこれまでに見た中で最も優れた乳器を持っていることは間違いない。レイ リンは今“ア
フターショック”を妊娠しており、2014 年 3 月に分娩予定である。彼女は昨年 10 月に分娩したが未だに良く牛乳
を生産しており、前回の乳量検定では 42kg を記録した。我々は泌乳期間が 13 ヶ月になる彼女を今年のロイヤルに
出品したいと思っている。
」
レイ リンにはクオリティー ホルスタインズに二頭の娘がいる。
“アットウッド”による彼女の最初の娘はイタリ
アのパートナーと共に所有され、ミルキング イヤリングとしてこの秋に分娩予定である。彼女から直接産まれた一
番新しい仔牛は“ローソリティー”娘牛で、
「美しい仔牛だ」とエクステインは言う。彼女にはまた、二頭の“ドア
マン”と一頭の“ゴールドウィン”が生まれる予定である。
クオリティー ホルスタインズはレイ リンの姉妹を数頭獲得している。「我々は、クオリティーにおけるレイ リ
ンの将来と、彼女のファミリーの将来を非常に楽しみにしている」と、エクステインは言う。「我々は、レイ リン
のフルシスターで 7 月に分娩した見事なジュニア二歳と、妊娠して間もないもう一頭の素晴らしいフルシスターを
所有している。また、2012 年 9 月生まれの“フィーバー”による本当にスペシャルな妹たちもおり、我々は彼女た
ちを来年のミルキング イヤリングに向けて繁殖させる予定である。我々はここ数か月間レイ リンの母と共に働い
ており、彼女から誕生する予定の仔牛たちを楽しみにしている。
」
「レイ リンは、夢の実現である」と、エクステインは言う。「若い未経産牛を購入する時、その牛が素晴らしい
乳器を付けてくれることを常に皆望む。レイ リンは、素晴らしいカウ ファミリーに由来し、正しい種雄牛の掛け
合せによって誕生した良い未経産牛を購入するのに損はない事の、確かな証拠である。
」（後編に続く）

