World Dairy Expo by Julie Ashton（2015 年 11 月）
THE BEST OF THE BEST COMPETE IN MADISON &
KATRYSHA OUTSHINES THEM ALL
最高中の最高がマディソンで競い、ケイトリーシャが全ての牛に光り勝つ
ワールド デイリー エキスポのホルスタイン カウ ショウは、ホルスタインのファンが一年の中で最も楽しみ
に待つイベントの一つである。何千もの人々が何マイルも先の地からウィスコンシン州マディソンに集まり、北
米で最高のホルスタイン牛が名誉あるグランドチャンピオンのタイトルをかけて競うのを目撃する。その 49 年
目の年、このショウはまたしても人々の期待を裏切らなかった。2,300 頭近くの牛がマディソンへ旅をし、これ
までの多くの年がそうであった様にホルスタインがスプリームを支配した。
審査員のネーサン トマスとアソシエート審査員のエディー ブーは、成牛クラスでトップに立った二頭を彼ら
のグランドとリザーブ チャンピオンに選んだ。
「エディーと私は共に、この様に見える成牛クラスの牛が二頭い
る時に彼女たちを分けるのは極めて難しいと同意した」と審査員トマスはチャンピオン選択の際にコメントした。
「我々の心の中でそれは一騎打ちだった」と審査員トマスは成牛クラスの時にコメントした。
「トップの牛は彼女の四頭目の仔牛を最近産んだ一方、二番目の牛は彼女の三頭目の仔牛を分娩してから 15
ヶ月間搾っている。トップの牛、彼女は頭から尻にかけて全体的にバランスが良く、肋が開張し、長くすっきり
した首をしている。二番目の牛に比較して彼女の方が全体的にやや活気があった点で私は彼女に優位性を与えた。
彼女は皮膚がよりシルキーで、首全体が鮮明だった。彼女はまたその後乳房にもう少し幅があり、また後乳房の
付着部分がより張っていた。
」
ロブヒル ゴールドウィン ケイトリーシャ EX96 はここ数年の間に急速に世に知られるようになり、カラード
シェイビングの上で観客と審査員の目をくらませた。その日の夕方、このグランド チャンピオンは Milksource
Genetics LLC（ウィスコンシン州カウカウナ）のため、スプリーム チャンピオンのタイトルへ歩みを進めた。
ケイトリーシャはまた、この夏のウィスコンシン チャンピオンシップ ショウにおいてもグランド チャンピオ
ンに選ばれている。昨年彼女は満場一致のオールアメリカン＜5 歳＞に指名され、また WDE とロイヤルのリザ
ーブ グランド チャンピオンだった。彼女は六頭のベリーグッド及びエクセレントが連なる母系を持つ。

ジェイコブズ ゴールドウィン バラナとロブヒル ゴールドウィン ケイトリーシャ

昨年のワールド デイリー エキスポのもう一頭のスター
で Ferme Jacobs（ケベック州キャップ サンテ）によって所
有されるジェイコブズ ゴールドウィン バラナ EX95 がリ
ザーブ グランド チャンピオンに選ばれた。バラナは成牛ク
ラスの二席で、このショウの自家産グランド チャンピオン
に選ばれた。
「この非常に長いフレームをしたバランスの取
れた牛」は、
「その頭から尻にかけての全体的なフレームの
長さに加え、更なる幅と強さを持っていた」ことにより三番
目の牛を上回ったと審査員トマスは言い添えている。この夏、
バラナはモンマニーのショウのグランド チャンピオンに指
名された。昨年もまたバラナは WDE でケイトリーシャに次
いで二席になりオノラブル メンション グランド チャンピ

HM グランド チャンピオン：
ブラックリーファーム チェリオス チーリオ
Milksource Genetics LLC（ウィスコンシン州カウカウ
ナ）所有

オンに選ばれ、その後リザーブ オールアメリカンに選択されることになった。
ブラックリーファーム チェリオス チーリオ EX94 に対してバラナをリザーブ

グランド

チャンピオンに

選んだことに関し、審査員トマスはこうコメントした。「リザーブの選択において、それは我々にとってもう少
し接戦だったが、乳器システムを分析するとこの成牛クラス二番目の牛がその乳房底面においてほんの少しだけ
より水平だった。私には彼女の後乳房の付着具合がより優れていることが好ましく、また彼女は今日の時点で飛
節から足にかけてもう少し自由に歩みを進める牛だった。」
チーリオは四歳クラスのトップであり、Milksource Genetics LLC によって所有される。「このクラスは本当
に素晴らしい経産牛のクラスで、そこに我々はこのクラスを圧倒する牛を得た」と審査員トマスはクラス戦で述
べた。
「彼女は私好みの牛だ。彼女はデイリーで、鋭角的で、バランスが良い。彼女はその前躯から鼻口部にか
けて素晴らしい幅を持つ。これまでに三産しているこの牛は、我々にとって今日のところベストアダーを持つ。」
チーリオはミッドウェスト フォール ナショナル ホルスタイン ショウのグランドチャンピオンに指名され、ま
たミッドウェスト スプリング ナショナル ショウではオノラブル メンション グランド チャンピオンだった。
チーリオはまた、2014 年にオールアメリカン＜シニア 3 歳＞にノミネートされた。
若い経産牛のクラスではパイン ツリー シド ET が卓越し、三つ全てのインターミディエイト チャンピオン
牛を作出した。ジェイコブズ シド ビューティー ET VG88 がジュニア 3 歳のトップで、インターミディエイト
チャンピオンだった。
「我々にとってこのジュニア 3 歳が今日のところ的中だ」と審査員トマスはインターミデ
ィエイト チャンピオン選択の間に言明した。
「彼女は質が良く、バランスが取れ、彼女は全体的に鋭角的である。」
ビューティーは Eaton Holsteins と B&C Murphy（ニューヨーク州マリエッタ）によって所有される。彼女の
母はジェイコブズ ゴールドウィン ブリタニー ET（EX96）である。ビューティーはまた、ノースイースト フ
ォール ナショナル ショウの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 チャンピオンに指名さ
れた。
ビューティーはシニア 3 歳のトップ、バージェロイ シ
ド アンベル VG88 の前に置かれた。
「彼女の方が全体的
にややカリッとし、もう少しすっきりしている。彼女は
また今日のところ蹄により角度があり、私により蹄の厚
みを見せている」
アンベルは Bergeroy Holstein（ケベック州セント サ
ミュエル）のためにリザーブ インターミディエイト チ
ジェイコブズ シド ビューティ（左）はインターミディエ
イト チャンピオンに指名され、ノナウデール マッドパイ
ET は HM インターミディエイト チャンピオンに選ばれた

ャンピオンをもたらした。アンベルはこのショウで最大

のクラスのトップに立ち、37 頭のシニア 3 歳の一番になった。
「このトップの牛を私はまず三番目に引いたが、私は序列を変え
ることを恐れない。彼女を並ばせた時、彼女は私が最初に思った
以上の牛だった。彼女はとても簡単にこのクラスのトップに上が
った。彼女は後肢の歩様においてより自由な動きをし、飛節によ
り角度を見せている。
」彼女はこの夏ビクトリアビルのショウで
インターミディエイト及びリザーブ グランド チャンピオンに
選ばれた。彼女の母は EX91 のゴールドウィン娘牛である。
ノナウデール マッドパイ ET VG87 に対しアンベルをリザー
ブ インターミディエイト チャンピオンに選んだことについて、
審査員トマスは「彼女は後乳房の付着部分にもう少し幅があり、
また彼女は我々のインターミディエイト
ーンに最も近く沿っている」と述べた。

チャンピオンのパタ

リザーブ インターミディエイト チャンピオン：
バージェロイ シド アンベル、Bergeroy Holstein
（ケベック州セント サミュエル）所有

オノラブル メンションの褒章はマッドパイに行った。彼女は Milksource Genetics LLC によって所有される
ジュニア 3 歳の二席である。マッドパイがジュニア 3 歳の三席の上に行った理由は、
「彼女がその前躯全体にお
いてはるかに良くまとまっている牛だからだ。彼女は前肢をより真っ直ぐ下ろして立ち、私により幅のある胸と
鼻口部を見せる」と審査員トマスはこのクラスで述べた。マッドパイはオンタリオ サマー ショウのジュニア 3
歳での勝利とリザーブ インターミディエイト チャンピオンを、当時のオーナーである Kingsway Farm にもた
らした。
金曜日、審査員トマスとブーはフォール カーフ クラスのトップをジュニア チャンピオンに選んだ。
「今日の
ところシニア カーフとシニア イヤリングを比較すると、我々にとってはシニア カーフだった。私は確かに彼
女の後肢の歩様を好んだ。私にとって彼女は若干良く歩様を進め、特に左の後肢の運びが良かった。私が思うに
彼女たちは非常に、非常に良く似た雌牛だ」と彼のチャンピオンを決める際に審査員トマスはコメントした。ゴ
ールデン オークス シド チャーリースはフォール カーフのトップで、C&J Hill、F&D Borba、F Connelly、
T&S Merwarth（メリーランド州サーモント）によって所有される。「我々は簡単にこのクラスのトップに行く
未経産牛を得た。彼女は頭から尻にかけて非常に長さがあり、彼女は長くすっきりとした首をし、彼女は腰にか
けて強いトップラインをし、非常に良く歩様を進める。そして彼女は乳用性と強さの素晴らしい組み合わせを伴
う未経産だ」と審査員トマスはクラス戦で述べた。チャーリースは既に当たり年の渦中にあり、オール アメリ
カン デイリー ショウのスプリーム ヘイファーのタイトルを獲得している。彼女は Eaton Holsteins、F&D
Borba、J Black、B Phenix によって 2015 年のインターナショナル イントリグー セールに出された。彼女の
母系は VG87 のゴールドチップ娘牛、そしてゴールデン オークス チャンプ レイ ET EX93 へ続く。
リザーブの栄誉はフォール イヤリングのトップ、ストランズホーム ゴールド アニス ET に行った。彼女は
Budjon Farms、Peter&Lyn Vail（ウィスコンシン州ローマイラ）によって所有される。審査員トマスはこのク
ラスでこうコメントした。
「
（彼女は）非常に簡単にこのクラスのトップに来る未経産だ。この月齢と妊娠期にお
ける未経産として、彼女は全体的にとても鮮明で鋭角的である。彼女はバランスが良く、今日の時点でこれほど
までしっかりとしたトップラインを保つ。彼女がリング内を歩むと皆がそのスタイルを好む、そういう未経産だ。
」
アニスはまたカラード シェイビングにおいては既に知られた牛でもあり、オープンのホルスタイン ショウとジ
ュニア ショウの両方で昨年フォール カーフ クラスを勝っている。彼女はレイク プレーリー カイト アニカ
EX90 から生まれ、インターナショナル レッド&ホワイト ショウのリザーブ グランド チャンピオン、ミズ ス
トランズホーム オールザウェイ レッド ET EX90 の母方姉妹である。
「ウィンター イヤリングに対しシニア イヤリングの彼女は全体的にもう少し鋭角的である。彼女はその頭部
がもう少し美しく、もう少し輪郭鮮明だ」と審査員トマスはジュニア チャンピオンの講評で述べた。

ジュニア チャンピオン：
ゴールデンオークス シド チャーリース
C&J Hill、F&D Borba、F Connelly、
T&S Merwarth（メリーランド州サーモ
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リザーブ ジュニア チャンピオン：
ストランズホーム ゴールド アニス
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イラ）所有

HM ジュニア チャンピオン：
M リバービュー ゴールドサン ケリー
Eaton、Garrow、Lundy、Liddle&Vail
（ニューヨーク州マリエッタ）所有

オノラブル メンション ジュニア チャンピオン及びウィンター イヤリングのトップは M リバービュー ゴ
ールドサン ケリーだった。
「このトップの未経産牛は頭から尻にかけてバランスが取れている。彼女はこの強い
トップラインを持ち、胸全体に幅がある。彼女は皆がもっぱらその幅と強さを称賛する未経産だ」と審査員トマ
スはクラス戦の時に話している。ケリーは Eaton、Garrow、Lundy、Liddle、Phoenix（ニューヨーク州マリエ
ッタ）により所有される。ケリーはニューヨーク スプリング インターナショナル ショウのオノラブル メンシ
ョン ジュニア チャンピオンでもあり、また、最近開催されたノースイースト フォール ナショナル ショウの
クラスでも勝利を収めている。彼女の母系は VG87 のダミオン娘牛、VG85 のエルヒーローズ娘牛へ続く。

クラス トップ牛
シーマーズ RGD レディー ハヤ ET は 25 頭が出品されたスプリング ヘイファー カーフ クラスのトップで、
その勝利を Crystal、Jordan、Josh、Jake、Connor 及び Lauren Siemers（ウィスコンシン州ニュートン）に
送った。
「この一番目の未経産牛は頭から尻にかけての長さをより見せており、彼女はショウ リングにおける存
在感を更に見せている。彼女はその頭をより高く保持し、より長くまたよりすっきりした首をしている。彼女は
肩後から腿にかけてより鮮明である」と審査員トマスはコメントした。
ウィンター

ヘイファー

カーフ クラスを勝利したのは、Glamourview-Iager&Walton（メリーランド州ウ

ォルカーズビュー）によって所有されるクレアークレスト シド デリだった。審査員トマスはこう述べた。「彼
女はその全体的なバランスと鋭角性を皆がほれ込む未経産だ。彼女は後肢の運びの非常に良い未経産だ。」この
クラスには 34 頭のウィンター ヘイファー カーフが出品された。
Ferme Petitclerc et fils（ケベック州セント バジル）によって生産及び所有されるペティクラーク ウィンド
ブルック アナコンダは、35 頭が審査員トマスに対し競ったサマー イヤリング クラスのトップだった。「この
一番目の未経産牛がトップに浮上した。彼女は中躯において他よりやや長さを見せている。今日のところ彼女が
リングを歩むにつれ、私はもっぱら彼女の後部から尻にかけての部分を好ましく思った。彼女は腰角から座骨に
かけての角度がより優れている。また彼女は前から見ると胸全体にもう少し幅のある未経産牛だ。
」
30 頭のスプリング イヤリングのなかで、MM-T ポケッツ クララ ET が Justine Allyn（コネチカット州カナ
ーン）のためトップに浮上した。
「我々はここに、我々好みのスタイルをした未経産を得た」と審査員トマスは
説明した。
「彼女は頭から尻にかけてバランスが取れ、全体的に鋭角的であり、彼女は腰に強さがあり、また首
が長く、今日のところ肋の構造において素晴らしい開張度と乳用性を持つ。
」
土曜日の最初の経産牛クラスを勝ったのは、Golden Oaks Farm（イリノイ州ワウコンダ）所有のアレスーザ シ
ド テス VG88 だった。審査員トマスは出品牛 22 頭のこのクラスでこうコメントした。
「ここに我々は容易にト
ップへ浮上する若牛を得た。今日のところこの牛は頭から尻にかけて非常にバランスが良く、彼女は強いトップ
ラインをし、わき腹にかけて大きく流れた肋をし、前肋全体に深さがある。
」

29 頭のその他のジュニア 2 歳に僅差で勝ったのは、Michael Heath、Will Iager、Adam Fraley（メリーラン
ド州ウェストミンスター）所有のウェンドン ウィンドブルック マーシー ET だった。「このクラスの上位は僅
差の序列だ。この最初の二頭は私が好むタイプのジュニア 2 歳である。彼女たちは若々しく、また幅があり、四
角く、バランスの良いフレームをする。このトップの牛は二番目の牛に対し鼻口部により幅を持ち、胸全体に幅
があり、その幅をそのまま座骨にかけて維持している」と審査員トマスはコメントした。
コ ベール デンプシー ディナ 4270 ET EX91 は、所有者の Ransom Rail、Robert Landis、Olivia Gold（ニ
ューヨーク州ペリー）のためシニア 2 歳のクラスを勝利した。審査員トマスはこう述べた。「この二産目の牛が
今日のところ我々にとって非常に簡単にこのクラスのトップに立った。二頭目の仔牛を最近産んだばかりの彼女
は、容易にこのクラスのベストアダーを持つ。この乳器システムこそ質の高い後乳房を持つことそのものを意味
し、また彼女は並ばせたときに肩後によりまとまりがある。彼女はまた体全体においてもう少し鮮明である。
」
インターナショナル フューチュリティーでは、ハーディーズ ブラクストン ローラ ET EX92 がトップに着
た。「我々は必然のトップ牛を得たと思う。この牛は彼女が持つ全体的な乳用強健性でもってこのクラスの他の
牛を圧倒した。私はまたこの牛をベスト アダーにした」と審査員トマスはコメントした。ローラは Parker Hardy
（ミシガン州ティップトン）によって所有される。
5 歳クラスでは、キャシュ バレー エルヒーローズ 2331 ET EX95 がオーナーの E Kueffner、L&P Larsen、
Norm Nabholz（メリーランド州ブーンズブロ）のためこの 22 頭が出品されたクラスのトップに立った。審査
員トマスは「我々がトップに得たこの牛はこのクラスでサイズの最も大きい牛ではないが、皆が彼女の持つ素晴
らしいバランスの良さを称賛する。彼女は極めてデイリーで、全体的に質の良さを伴う。この一番目の牛はその
乳器を飛節に対してもう少し高く付着させ、全体を通してよりシルキーで鮮明であり、リングを歩む際に他より
もう少し良いスタイルを私に見せる。
」
この日最後のクラスではカルブレット ゴールドウィン レイラ ET EX96 が、六頭出品の 150,000 ポンド ク
ラスのトップをオーナーの Comestar、Ponderosa&Speranza（ケベック州ビクトリアビル）にもたらした。
「彼
女は今日のこの能力クラスの圧倒的勝利牛だ。彼女は非常に楽にリングを動き回り、優れた強いトップラインを
持つ。彼女は長さがありすっきりし、全体的に豊富なスタイルを持つ。」
グループ クラスでは Ferme Petitclerc et fils がジュニア ベスト スリー フィーメール クラスを勝ち、一方
で Ferme Jacobs がシニア ベスト スリー フィーメールのトップを持ち帰った。プロデュース オブ ダムの勝
利は、ケベック州セント プラシードの Ferme Blondin が得た。

その他の賞
未経産クラス プレミア ブリーダー&エキジビター：Ferme Petitclerc et fils（ケベック州セント バジル）
プレミア ブリーダー：Ferme Jacobs（ケベック州キャップサンテ）
プレミア エキジビター：Milksource Genetics LLC（ウィスコンシン州カウカウナ）
プレミア サイアー：パイン ツリー シド（200H2137）
全序列及び写真は www.dairyshowsonline.com へ

（Holstein World 誌 2015 年 11 月号より）

