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セレクト サイアーズが送る新規種雄牛：
ホルスタイン品種の最有力候補スーパーサイアーが、新規種雄牛グループの先頭に

今回の特別優れた新規検定済み種雄牛のグループは、GTPI+2613
でデビューを果たしたホルスタイン品種のリーダー、7H11351 シ
ーガル ベイ スーパーサイアー VG87 を呼び物にする。この多様
な 14 頭の新規種雄牛グループは 13 頭の異なる種雄牛によって作出
され、素晴らしい管理形質、体型、そして安産型種雄牛を含む。

GTPI のリーダーたち

7H11351 スーパーサイアー

スーパーサイアーは GTPI においてトップになるだけでなく、乳量（+1987kg）
、脂肪（+87kg）
、蛋白（+62kg）、
総脂肪・蛋白量（CFP／+149kg）及びネットメリット$（+834）においてもセレクト種雄牛ナンバーワンである。
彼は種雄牛受胎率（SCR）＋3.3 を達成する Superior Settler™であり、FeedPRO®の称号を持つ。安産型種雄牛
（分娩難易度 7.5%）であるスーパーサイアーは、genderSELECTed™の入手が可能である。彼の娘牛には長命性
（生産寿命＋6.5）と中庸なサイズ、高さと幅のある後乳房が期待される。
人気のスーパー サンプラー™、7H11477 デ スー BKM マッカチェン 1174 ET EX92 は、GTPI＋2379 でア
クティブ種雄牛としてデビューした。この体型（+2.90）が傑出した種雄牛は、高さ、強さ、深さ、幅があり、
素晴らしい乳器（+2.81）と肢蹄(+2.28)を伴う牛を生産し、その一方で蛋白（+31kg、+0.06%）と総脂肪・蛋白
量（69kg）を改良する。genderSELECTed 精液の入手が可能な彼は、これから来る夏の繁殖シーズンに向けて
頼れる種雄牛受胎率＋2.0 を保有する。
7H11279 デ スー ドロシー ムーンボーイ 954 ET は、スーパーサイアーと彼の母方兄弟のマッカチェンに加
わって、GTPI＋2396 で米国ホルスタイン協会のハイランキング サイアー レポートでトップ 10 入りする。彼
は素晴らしいネットメリット$（+530）
、体型（+2.13）、乳器（+2.59）、肢蹄（+2.87）、蛋白（+32kg、+0.06%）
を伝達する。HealthMark™種雄牛のムーンボーイは、体細胞スコア（2.70）と生産寿命（+5.7）を改良する。彼
は分娩難易度 5.5%で安産のスペシャリストであり、FeedPRO の指名を受ける。
GTPI+2271、ネットメリット$+512 の 7H11096 ベナー ベネター ET EX90 は、7H8559 マコンバー オーマ
ン ボガート GM の息牛で、カナダ LPI トップ 250H1009 ブリューマスターと同じ母系に由来する。この
FeedPRO 種雄牛は乳成分を改良する種雄牛で、脂肪（+54kg、+0.18%）及び総脂肪・蛋白量（76kg）において
最も優れた一頭である。ベネターの非常に優れた管理形質（DPR+2.1、PL+4.1、SCS2.89）は、彼に HealthMark
のロゴをもたらす。彼は分娩難易度 6.9%の安産型種雄牛である。
7H10606 デ スー オブザーバー ET EX90-GM の初の息牛として、7H11488 サンディー バレー ブランソン
ET は、FeedPRO、HealthMark 及び安産型（SCE7.4%）種雄牛としてアクティブ種雄牛リストにデビューした。

彼は GTPI（+2239）
で上位につき、
乳房の付着を強化し（乳器+2.18）、体細胞スコア（SCS2.77）と長命性（PL+5.2）
を改良する。
7H11207 ロイレーン ボクサー パンチ 4311 ET EX92（GTPI+2295）は、7H10524 ロイレーン ソクラ ロバ
スト ET VG88-GM と 7H10804 ロイレーン ショット ガン 2092 ET VG86 の母方兄弟である。FeedPRO 種雄
牛の彼は、脂肪（+44kg、+0.20%）
、蛋白（+36kg、+0.14%）、そして総脂肪・蛋白量（+81kg）の素晴らしい伝
達種雄牛である。パンチは HealthMark 種雄牛として娘牛妊娠率（+2.4）と生産寿命（+3.0）を改良する。

FeedPRO 種雄牛で収益を改善
7H11123 パイン ツリー フレディー ライト ET は、生産寿命（+9.5）と娘牛妊娠率（+5.0）においてセレク
ト サイアーズ種雄牛ラインナップをリードする一方、体細胞スコア（2.64）で上位にランクし HealthMark の
称号を得る。彼は素晴らしいネットメリット$（+640）と GTPI（+2297）を誇る種雄牛で、強さを犠牲にする
ことなく控えめな高さを伝達する。分娩難易度 6.2%で、ライトは未経産牛への最適な選択肢である。
7H11258 オプサル ナイアグラ ファング ET は、7H8856 リ バル リ 2338 ナイアグラ ET GM の息牛で、
彼は能力のパワーハウスである。彼の娘牛は、乳量（+1551kg）、脂肪（+47kg）、蛋白（+53kg）の素晴らしい
生産能力を持つ牛たちである。ファングは体細胞を下げ（SCS2.77）、種雄牛受胎率（+3.8）で好位置にランク
し、安産型（CE6.0%）の種雄牛である。
HealthMark 種雄牛 7H11167 ウェルカム アプローズは、素晴らしい管理形質（PL+7.6、DPR+3.8、SCS2.63）
を提供する一方、ネットメリット$（+512）と肢蹄（+1.79）を改良する。ショトル娘牛を母に持つフレディー
息牛である彼は、程よい体高をもたらす安産型種雄牛（CE6.4%）である。
7H8747 エンド ロード オーマン ブロンコ ET EX93-GM の息牛、7H11402 サンディー バレー タビル ET
は、素晴らしい能力（+1181kg）と脂肪（+41kg）を伝達する。この安産型種雄牛（CE5.8%）の娘牛は控えめ
な体高であるが、高さと幅のある後乳房としっかりと付着した前乳房を伴う強い牛である。

素晴らしい安産型種雄牛たち
マッカチェンとムーンボーイの母方兄弟である 7H11283 デ スー メイフィールド 893 ET EX93 は、分娩難
易度（3.8%）において非常に低い数値を持つ。彼の娘牛は高乳量（+1246kg）を生産し、産次を重ねるにつれて
（PL+3.5）良くなっていく（体型+2.06）
。FeedPRO 及び HealthMark 種雄牛であるメイフィールドは、種雄牛
受胎率+2.9 で質の良い妊娠を生む。
検定済み種雄牛ラインナップに加わった初の 7H8477 ウィロー マーシュ CC ガボアー ET EX94-GM 息牛、
7H11195 ウェブ ビュー ガボアー ケナード ET は、スーパー サンプラー7H12418 ウェブ ビュー スパーク
2060 ET の母のフル兄弟である。彼は高能力伝達種雄牛（乳量+1143kg）として彼の父の足跡をたどり、また、
安産型種雄牛（CE6.3%）でもある。ケナード娘牛は体高があり、肋が開張し、体に深さのある牛で、高さと幅
のある後乳房を持つ。

Showcase Selections™から生まれた検定済みショウリング成功種雄牛
7H11118 ミスター アットウッド ブローカウ ET VG86 は、セレクト サイアーズにおける新規の体型第 2 位
種雄牛で、人気の彼の父 7H10506 メープル ダウンズ I G W アットウッド ET EX90 の後につく。彼はセレク

ト種雄牛中トップの乳器指数（+2.91）を持ち、肢蹄（+2.09）改良も行う。ブローカウは素晴らしい乳成分（脂
肪+0.14%、蛋白+0.12%）を伝達し、充実の種雄牛受胎率+2.6 を誇る。
7H11163 タイガー リリー ラッド P レッド ET EX91 は、レッド&ホワイト遺伝子、無角因子、そして高タ
イプを一つにした完全なるパッケージを持ち合わせる。彼は体型（+2.11）
、乳器（+2.21）
、そして乳成分（脂肪
+0.36%、蛋白+0.24%）を改良する一方、その素晴らしい娘牛妊娠率（+2.3）、生産寿命（+2.9）、体細胞スコア
（2.90）で HealthMark の称号を得る。
以上
Superior SetterTM：繁殖力に優れる Select Sires 種雄牛
FeedPRO®：飼料効率に優れる Select Sires 種雄牛
Calving Ease：分娩難易度が平均以下の Select Sires 種雄牛

genderSELECTed™：セレクト サイアーズ♀判別精液
HealthMarkTM：健康形質に優れる Select Sires 種雄牛
Showcase SelectionsTM：ショウタイプの Select Sires 種雄牛

