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Showcase Selections 種雄牛、秋のショウシーズンで輝く
セレクト サイアーズの 30 頭を超える過去及び現在の種雄牛メンバーが、今秋のショウにおいてホルスタイン
もしくはレッド&ホワイトのクラスで上位 5 位入賞を果たした娘牛を輩出した。7H10506 メープル ドーンズ I
、7H8190 ジェンマーク ストーマティック サンチェス（EX94）
、7H8221 ゴー
G W アットウッド ET（EX90）
、7H9264 リル ドリュー デンプシー（VG86）そして 7H9165
ルデン オークス ST アレキサンダーET（EX94）
レーガンクレスト S ブラクストン ET（EX95）は、オール アメリカン デイリー ショウ（またはイースタン フ
ォール ナショナル ホルスタイン ショウ）
、ワールド デイリー エキスポ（WDE）、ロイヤル アグリカルチャ
ー ウィンター フェア（RAWF）そしてノース アメリカン インターナショナル ライブストック エクスポジシ
ョン（NAILE／またはミッドイースト フォール ナショナル ホルスタイン ショウ）において傑出した娘牛を数
多く生産した。
米国ホルスタイン協会が最近公表した Pedigree Analysis of National Show Winners では、アットウッド、サ
ンチェス、アレキサンダー、ブラクストン、7H10920 ミスター チャシティー ゴールド チップ ET（EX92）、
デンプシー、7H9420 フーステッド ゴールドウィン ガスリーET（EX94）が、米国ナショナル ショウの上位 3
位入賞牛を作出した種雄牛ランキングのトップ 22 頭に入った。アットウッドは総合部門と未経産部門の第二位
にランクし、一方でサンチェスは経産部門の第二位であった。両種雄牛ともアクティブな種雄牛としてはそれぞ
れの部門でトップにランクし、先述の種雄牛 7 頭全頭が容易に入手可能な精液を持つ。
アットウッドはこのショウ シーズンで最多頭数のクラス
トップ牛とチャンピオン牛を誇って Showcase Selection™種
雄牛をリードし、それは WDE とオール アメリカン デイリ
ー ショウの両方でジュニア チャンピオンを獲得したキャ
メロン リッジ アットウッド ビューティーによって強調さ
れた。ビューティーはクリス&ジェニファー ヒルとジーン
イエガー（メリーランド州サーモント）によって所有される。
クラクアト RH エリシット ET は、オール アメリカン デ
イリー ショウとミッドイースト フォール ナショナル ホ
ルスタイン ショウ（ケンタッキー州ルイズビル開催）のシ
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ニア二歳クラスでジーン イエガー（メリーランド州フルト
ン）に勝利をもたらした。ルイズビルでは、エリシットはインターミディエイト チャンピオンを獲得した。WDE
のインターナショナル ジュニア ホルスタイン ショウで、アットウッドはジュニア チャンピオンとリザーブ
ジュニア チャンピオンを作出し、未経産のショウを支配した。アンドリュー&マッケンジー レイノルド（ニュ
ーヨーク州コーフ）出品のセント ジェイコブ アットウッド エイドリアと、テイラー モリル（ニューヨーク州
デカルブ ジャンクション）所有のジェバーテン アットウッド マリアがそれらの栄誉を獲得した。カナディア
ン ナショナル ホルスタイン ショウのジュニア カーフとサマー イヤリングの勝利牛、そしてオール アメリカ
ン デイリー ショウのシニア二歳の勝利牛もまた、アットウッド娘牛であった。

サンチェスは、ショウリングにおける経産牛のトップ種雄牛として現れた。それをリードしたのは、RAWF で
HM インターミディエイト チャンピオンになったバレービル レイ リン（VG89）である。彼女はクオリティー
ホルスタインズ、グランジャ ポンデローサ、アルベロ ラン
ド&キャトル、そしてアグリバー（オンタリオ州ボーナン）
によって所有される。またロイヤルでは、ブレモント ホルス
タインズ（オンタリオ州タビストック）出品のフェニックス
サンチェス ジーイーオー（VG88）がジュニア三歳一席にな
った。ジェイコブ デュッペンギーザー（ニューヨーク州ペリ
ー）所有のジェイコブズ サンチェス ブラッキーET（VG87）
は、WDE ジュニア ショウでリザーブ インターミディエイ
ト チャンピオンになった。もう一頭のサンチェス娘牛もま
た、NAILE のジュニア二歳で勝利した。

バレービル レイ リン VG89

NAIL では、セレクト サイアーズ種雄牛作出による二頭の未経産牛がトップに登り詰めた。ジェニファー ウ
ェイクリー（イリノイ州ロックフォード）所有のデンプシー娘牛、クロスジェン デンプシー ジャナ ET がオー
プン ショウのリザーブ ジュニア チャンピオンに、また、ゴールドチップ娘牛フォーヒルズ GC ライム 3846
ET はジュニア ショウのジュニア チャンピオンをそのオーナーであるエリザベス ヒル（バーモント州ブリスト
ル）にもたらした。
7H10999 レーガンクレスト GV S ブラッドニック ET（EX94）
、7H11118 ミスター アットウッド ブローカ
ウ ET（VG86）
、7H11283 デスー D メイフィールド 893 ET（EX90）、そして 7H8165 イングランド アモン ミ
リオン ET（EX92-GM）の娘牛もまたそれぞれクラストップに位置した。
レッド&ホワイトの世界では、7H11163 タイガーリリー ラッド P レッド ET の娘牛ミルクソース LD ティー
ジン レッド ET が、WDE ジュニア ショウのジュニアチャンピオンになった。ティージンはジョーダン エルモ
アとケイデン ギブソン（ケンタッキー州エミネンス）によって所有される。7H10000 ビッグ アップル レッド
ET と 7H10647 ラディノデール アーロン レッド ET はクラストップ牛をそれぞれ作出した。
7H7872KHW カイト アドベント レッド ET（EX94）は米国中のレッド&ホワイト ショウを支配し続け、
WDE では五年連続でプレミア サイアーを獲得した。彼は WDE ジュニア ショウのリザーブ スプリーム チャ
ンピオン、カナディアン ナショナル ホルスタイン ショウのインターミディエイト チャンピオン、カナディア
ン ナショナル レッド&ホワイト ショウのグランド チャンピオン、オール アメリカン レッド&ホワイト ショ
ウのグランド チャンピオンといったトップ経産牛を作出した。
先のラインナップ種雄牛のもう一頭 7H9236 MD
バレービュー カムデン レッド ET（VG88）は、彼の娘牛が WDE のリザーブ ジュニア チャンピオン、RAWF
のレッド&ホワイト ショウのジュニア チャンピオン及びリザーブ ジュニア チャンピオンに指名され、特別な
ショウ シーズンを送った。
セレクト サイアーズの Showcase Selections ラインナップの詳細はこちらから
参照：http://www.selectsires.com/news/federation/federation_news_20131127.html

