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ロッキーマウンテン タレント リコライス（EX95-USA-2*）は、オールカナディアンを二度獲得した三番目

のリディア ファミリーである。アルタ州コクレーンのロッキーマウンテン ホルスタインズ、アルタ州レデュック

のコンチネンタル ホルスタインズ、そしてブリティッシュ コロンビア州プリンス ジョージのトム ディワール Jr.

によって生産された彼女は、リディアの“スカイチーフ”娘牛、アイディー スカイチーフ ラトヤ（VG88-8*）の

“ルドルフ”を父に持つ VG89-3*の娘牛から誕生した。リコライスは、ロトがグランドチャンピオンになった同じ

年の 2010年ロイヤルで、シニア 3歳としてインターミディエイト チャンピオンの栄誉をケベック州セントプラシ

ードのファーム ブロンディン Inc.にもたらした。この“タレント RC”娘牛は、この年にエキスポ インターナショ

ナル ホルスタイン ケベックにてインターミディエイト チャンピオン及びリザーブ グランド チャンピオンにな

っており、その後オールカナディアンとリザーブ オールアメリカンになる。次の年の春、引き続き同じ泌乳期にて

搾乳を続けていたリコライスは、ニューヨーク インターナショナル スプリング ショウとエキスポ スプリング ホ

ルスタイン ケベックでグランド チャンピオンになった。2011 年 7 月、リコライスはファーム ブロンディンで開

催されたインターナショナル イントリグー セールの主役になり、ジェフ バトラー、カリフォルニア州モデストの

フランク&ダイアン ボーバ、カリフォルニア州モデストのリオ&クリス デュラー、イリノイ州スプリングフィール

ドのエリート デイリー ジェノミクス、そしてイリノイ州チェバンセのジョー、アンバー、テリー&ジェフ プライ

スによるトップ セール価格$420,000 を意のままにした。その秋、彼女はワールド デイリー エキスポにおける 4

歳クラスのトップとリザーブ シニア チャンピオンになり、オールカナディアンとオールアメリカンの二度目のタ

イトルを勝ち取った。 

  

もう一頭の主要なショウ勝利牛が、アイディー ゴールドウィン リンリー ET（EX93-3*）である。2010 年、

ロトとリコライスがロイヤルでグランドとインターミディエイト チャンピオンの栄誉をそれぞれ獲得したのと同

じ年、リンリーはケベック州ノートル デーム デュ ボン コンセイユのジェンコム ホルスタイン Ltd.とジェフ バ

トラーにワールド デイリー エキスポでシニア 3歳トップをもたらした後、インターミディエイト チャンピオン賞

を獲得した。“ゴールドウィン”によって作出されたリンリーは、2 歳の時に死亡した 2 スターの“チャンピオン”

による母から生まれた。彼女の祖母のアイディー ジョルト ライザ（VG89-2*）は、アイディー ラスターのフル

姉妹である VG88の牛から生まれた“ジョルト”娘牛で、二度のリザーブ オールカナディアン獲得牛である。リン

リーはその年の初めの 2010 年エキスポ スプリング ホルスタイン ケベックのインターミディエイト チャンピオ

ン及びリザーブ グランドチャンピオン、そしてエキスポ ケベックのインターミディエイト チャンピオンである。

ショウシーズンの終わりに、彼女はオールアメリカンとリザーブ オールカナディアンのタイトルをそのペディグリ

ーに加えた。また、リンリーと彼女の“ミスター サム”による EX93-1*の姉妹はその年にチームを組み、オールア

メリカン プロデュース オブ ダムになった。 



 

 現在リディア ファミリーに由来する若い牛で最も話題の一頭がボスデール ゴールド ラスター（VG89-2 歳）

で、この“ゴールドウィン”娘牛はオンタリオ州ボーナンのクオリティー ホルスタインズ、イタリア ピアセンザ

のアグリバー ソシエタ アグリコラ SRL、オンタリオ州ケズウィックのベックリッジ ホルスタインズ、そしてオ

ンタリオ州ゲルフのオスカー&エリック デュパスクワイアーにオールカナディアン ジュニア 2 歳を獲得した。オ

ンタリオ州ケンブリッジのボスデール ファームズ Inc.とオンタリオ州キッチェナーのジョン ハンヤディーによっ

て繁殖されたゴールド ラスターは、12 代連続のベリーグッド／エクセレントを達成した。彼女の“ダンディー”

による母、ボスデール ダンディー ラスター（EX91）は、2010年のオータム オポチュニティー ショウのシニア 2

歳一席だった。ダンディー ラスターには“ショトル”による母方姉妹、ボスデール ショトル リバティー（VG89）

がおり、彼女は 2011年パース ウォータールー カウンティー クラブ ショウのインターミディエイト イヤリング

一席だった。彼女たちは、アイディー ラスターから生まれた“ダーハム”娘牛のエアハールト ダーハム リバティ

ー ET（EX90-5*）の娘牛で、アメリカのとあるセールでまだ産まれていない受精卵としてハンヤディーとボスデ

ールによって購入された牛である。「私たちはリディア ファミリーに投資することを決めた」とボスデールのエド 

ボスは言う。「アイディー ラスターがショウリングで成してきたことと、当時人々を最も興奮させた種雄牛でカナ

ダでは入手不可能だった“ダーハム”によって彼女が採卵されたことがその理由だった。」リバティーは 2004 年 6

月に生まれたが、BSEに関わる国境規制によりボスデールには彼女が分娩して四ヶ月後まで到着しなかった。現在

ボスデールには約 15頭のリバティー ファミリーがいる。 

  

ボスデール ゴールド ラスターが未経産時既に“スペシャル”だった一方、ボス一家は当時彼女を競争的にショ

ウに出品せず、ただ“彼女に未経産でいさせる”ことを決めた。彼女が分娩した後、エド ボスはこう言う。「私た

ちは彼女がスペシャルだと知ってはいたが、彼女がここまでスペシャルだとは予測しなかった。」 

 クオリティー ホルスタインズのアリ エクスタインは、彼女が昨年 7月に分娩した直後にボスデールを訪問した。

「私が元々ゴールド ラスターに興味を持ったのは、彼女自身が持つ体型が理由だった」とエクスタインは言う。「私

はまず彼女に一目ぼれし、それから彼女のペディグリーに関する詳細情報を尋ねた。一旦彼女についてより理解を

深めると私は益々興味を持つようになり、彼女が単なる優れた若いショウ カウである以上の可能性を持つことを知

った。彼女の素晴らしいカウ ファミリーは、彼女をホルスタイン品種における最高の“コンプリート パッケージ

（全てを備える牛）”の一頭にする助けになるだろう。」エクスタインはゴールド ラスターを購入することに成功し、

彼のその他のパートナーたちによる投資が直ぐに加えられた。彼女はクオリティー ホルスタインズに引っ越し、そ

の直後にハルトン ピール クラブ ショウのグランドチャンピオンになった。10 月中旬、彼女は VG87 から VG89

に得点が上げられた。その一週間後、彼女はオータム オポチュニティー ショウにてジュニア 2 歳一席、インター

ミディエイト チャンピオン、そしてリザーブ グランドチャンピオンになった。ロイヤルでゴールド ラスターは、

一席とベストアダーに簡単に選ばれた。審査員のドナルド デュボアは彼女を HM インターミディエイト チャンピ

オンに引き上げ、彼女が「素晴らしい将来が待つ若牛」だと講評した。 

  

「ゴールド ラスターはこれまでクオリティーに存在した若牛の中でトップに位置する」とアリ エクスタインは

言う。「彼女はほぼ欠点のない牛で、私が彼女について最も気に入っているのは、彼女が毎日同じに見える事だ。明

らかにショウリングで素晴らしく見せることは彼女にとって重要なことだが、私にとっては彼女が牛舎で毎日良く

見えることはそれと同じくらい大切だ。彼女は真の“コンプリート パッケージ”であり、素晴らしいサイアースタ

ックを伴う素晴らしいカウファミリーから誕生した素晴らしい一頭だ。」彼はこう続ける。「我々は彼女と共に働け

ることに興奮し、彼女が今日もこの先もベストな状態でいられるように一緒になって働くことに対し我々のパート

ナーたちが私たちに置いてくれる信頼に感謝する。私たちはまた、私たちが昨夏に彼女を購入した時にボス一家と

ジョン ハンヤディーが与えてくれたこの機会に感謝する。私たちはリディア ファミリーのこの素晴らしい一部か



 

らの繁殖を楽しみにしており、ゴールド ラスターの多数の胸躍る娘牛や息牛と働くことを楽しみにしている。」 

  

2014年オールカナディアン ジュニア イヤリングのジェイコブズ ゴールドウィン アライザは、レイブンズウェ

ル リディア ファミリーの三代目オールカナディアン ノミネート牛である。“ゴールドウィン”によるこのロイヤ

ル ウィンター フェアのクラス トップ牛は、ケベック州キャップサンテのファーム ジェイコブズ Inc.によって繁

殖され、所有される。彼女の母、クラスデール ダンディー ライザ（VG89-1*）は、2008年オールカナディアン 4H

サマー イヤリングで、その年のオールカナディアン及びオールアメリカン コンテストの一般部門でファーム ジェ

イコブズに HM の誉れをもたらした。この“ダンディー”娘牛は、2009 年にジュニア 2 歳として再びノミネート

された。ライザの母はクラスデール リスター ロタリー（EX94-2E-2*）で、この“リスター”娘牛はリディアの“ス

ターバック”による娘牛、ライルヘブン I スターバック リディア（VG88-9*）の七頭のエクセレント及び八頭の

ベリーグッド娘牛の内の一頭である。ロタリーは2004年オールカナディアン4Hサマー イヤリングのHMだった。

2011年、ロタリーと彼女の“ダンディー”による娘牛二頭のライザとクラスデール ダンディー ティア（EX91-2E）

は、一緒になってクラスデール ファームズにリザーブ オールアメリカン シニア ベスト スリー フィーメールを

もたらし、ライザとティアはオールアメリカン プロデュース オブ ダムの賞を獲得した。 

 

一貫したブリーディング 

 ディーン クラスウェルは、2002 年、2005 年、2006 年そして 2013 年にアイディーのオールカナディアン ブリ

ーダーズ ハードへのノミネートを得ている。この内の二回は全てリディア ファミリーで構成され、その他二回の

三頭中二頭もまたリディア ファミリーだった。アイディーの 2010 年リザーブ オールアメリカン ベスト スリー 

フィーメールは皆リディア ファミリーだった。 

  

現在、ディーン クラスウェルのアイディー牛群の 65%は、レイブンズウェル リディアに遡る。その中から彼が

最も好む牛を一頭選ぶのはクラスウェルにとって難しいことだが、彼がリストのトップに挙げるだろう牛は三頭い

る。アイディー ゴールドウィン ルネッテ（EX95-3*）は 8歳の“ゴールドウィン”娘牛で、2013年にアトラン

ティック デイリー チャンピオンシップのグランドチャンピオンとアトランティック サマー クラシックのリザー

ブ グランドチャンピオンを獲得した牛である。ロッキーマウンテン タレント リコライスの母と母方姉妹になる彼

女は、アイディー スカイチーフ ラトヤから誕生した四頭のエクセレント娘牛の内の一頭である。「ルネッテは彼女

が 2歳の頃からトップクラスのショウカウの一頭だ」とクラスウェルは言う。「最近のことだが、彼女に非常に感銘

を受けた、と話す人がいた。それは彼女がショウに長年出場してきたからだった。」クラスウェルのその他二頭のお

気に入りは、アイディー ルイス ルイーズ（EX94-2E-7*）と、彼女の娘のアイディー ゴールドウィン ルシア

（VG89-3 歳）である。ルイーズは、リディアの“ベルウッド”娘牛 VG87-2*から誕生した 12 歳の“ルーイー”

娘牛である。彼女が 2006年にオールカナディアン 4歳にノミネートされたのと同じ年、アトランティック スプリ

ング ショウケースにてリザーブ グランドチャンピオンになった。ルイーズには三頭のエクセレントと 11頭のベリ

ーグッド娘牛がおり、更に多くがこれから分娩予定である。ルイーズの 5 歳の“ゴールドウィン”娘牛ルシアは、

2013年のアトランティック チャンピオンシップ ショウのシニア3歳一席及びリザーブ インターミディエイト チ

ャンピオン、そしてアトランティック サマー クラシックのクラストップだった。ルイーズとルシアは共に 2014

年オールカナディアンにノミネートされた娘牛を持つ。ジュニア カーフ クラスのアイディー ゴールドチップ ラ

ッキー（“ゴールドチップ”×ルイーズ）と、ジュニア イヤリング クラスのアイディー ウィンドブルック リュー

バ（“ウィンドブルック”×ルシア）である。「リューバには同じく 2014 年にジュニア カーフとしてショウに出品

されたフル姉妹がおり、彼女はクラストップに二度なった。彼女は今年素晴らしいジュニア イヤリングになると私

は思う」とクラスウェルは言う。 



 

 ディーン クラスウェルは、リディア ファミリーの強さは異例な乳用強健性と深い肋、それと共に「何代にも渡

って伝達されてきた素晴らしい乳器」にあると信じている。ボスデールのエド ボスによって最も優れた強みと見ら

れてきたのは、このファミリーが持つ一貫したブリーディング能力と何代にも渡るショウ勝利牛を生産する能力で

ある。ボスが言うように、「ロイヤルやマディソンの上位六席以内に、このファミリーが成した以上の頭数を送り出

してきたカウ ファミリーがあるだろうか？このファミリーほど本物を生産できるカウファミリーがあるだろう

か？」 

  

クオリティー ホルスタインズのアリ エクスタインも同意してこう話す。「今日、世界には本当に良いカウ ファ

ミリーが多数存在する。しかし、リディア ファミリーが世界で最も一貫したブリーディングを行うカウファミリー

の一つであることは間違いない。素晴らしい牛を一貫して繁殖し、これほどまでに多くの優れた成牛を生産する彼

女たちの能力は、リディア ファミリーを今日の世界における最もスペシャルなブリーディング カウ ファミリーに

する。」 

 

 ディーン クラスウェルは、リディア ファミリーのブリーディングと発展は彼にとってどのような意味を持って

きたかと聞かれると、謙遜して次のように返答する。「リディア ファミリーと共に働くことは、私が望むことので

きる全てであってきた。それは、私が素晴らしい牛と共に働き、世界中の人々に出会い、そして国際的に名を知ら

れることができたことを意味する。それは、これほどまで多くの優れた牛に関わることができた大きな満足感を私

に与えている。」 

 

 この先リディア ファミリーの中から更に多くのクラス トップやチャンピオンが現れるだろうか？過去に基づく

と、その答えは明らかに“イエス”である。■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボスデール ゴールド ラスター（VG89-2歳）は、2014年

ロイヤル ウィンター フェアにてオンタリオ州ボーナンの

クオリティー ホルスタインズ、イタリア ピアセンザのア

グリバー ソシエタ アグリコラ SRI、オンタリオ州ケズウ

ィックのベックリッジ ホルスタインズ、そしてオンタリオ

州ゲルフのオスカー&エリック デュパスクワイアーにジ

ュニア 2 歳一席及び HM インターミディエイト チャンピ

オンを獲得した。左から：アグリバーのステファン バート

ラ、ベックリッジのグレン ベケット、アグリバーのフラン

セスコ バートラ、クオリティー ホルスタインズのアリ エ

クスタイン、エリック デュパスクワイアー、そしてクオリ

ティー ホルスタインズのドン シュワルツ。 
（写真：Ella Wright） 



 

＜リディア ファミリー：オールカナディアン&オールアメリカンノミネート牛及び獲得牛＞ 

 

コベキド ゴールドウィン レノ（EX94） 

ノミネート：オールカナディアン 5歳 2014 

ノミネート：オールカナディアン 4歳 2013 

ノミネート：オールアメリカン Jr.3歳 2012 

ウィンターベイ フィーバー レガシー（VG89） 

ノミネート：オールカナディアン Jr.3歳 2014 

 
ロトズ アットウッド リゼッテ ET（VG89-USA） 

オールカナディアン Sr.2歳 2014 

ノミネート：オールアメリカン Sr.2歳 2014 

*結果：リザーブ オールアメリカン 

 
ボスデール ゴールド ラスター（VG89） 

オールカナディアン Jr.2歳 2014 

アイディー ゴールドチップ リリアン 

ノミネート：オールカナディアン インターミディエイ

ト イヤリング 2014 

 
ジェイコブズ ゴールドウィン アライザ 

オールカナディアン ジュニア イヤリング 2014 

ノミネート：オールアメリカン スプリング イヤリング

2014  *結果：HHMオールアメリカン 

アイディー ウィンドブルック リューバ 

ノミネート：オールカナディアン ジュニア イヤリング

2014 

ハイ メンテナンス ゴールド チップ リブ 

ノミネート：オールカナディアン シニア カーフ 2014 

アイディー ゴールドチップ ラッキー 

ノミネート：オールカナディアン  ジュニア カーフ

2014 

ルックアウト ゴールドウィン ラリア（VG88） 

ノミネート：オールカナディアン ミルキング イヤリン

グ 2013 

ノミネート：オールアメリカン ミルキング イヤリング

2013 

アイディー ゴールドウィン リビア（VG87） 

リザーブ  オールカナディアン  シニア イヤリング

2013 

ノミネート：オールカナディアン シニア カーフ 2012 

ジェイコブズ ゴールドウィン レニー 

HM オールカナディアン インターミディエイト カー

フ 2013 

オールアメリカン ウィンター カーフ 2013 

アイディー ブリーダーズ ハード 

ノミネート：オールカナディアン 2013 

フリージア ゴールドウィン レイニー（EX92-2E） 

ノミネート：オールカナディアン 5歳 2012 

ノミネート：オールアメリカン 5歳 2012 

ジェイコブズ アットウッド リリー ボーイ（VG85） 

HMオールカナディアン ジュニア イヤリング 2012 

リザーブ オールカナディアン 4H ジュニア イヤリン

グ 2012 

HMオールアメリカン スプリング イヤリング 2012 

 
ロッキーマウンテン  タレント  リコライス

（EX95-USA-2*） 

オールカナディアン 4歳 2011 

オールアメリカン 4歳 2011 

オールカナディアン Sr.3歳 2010 

リザーブ オールアメリカン Sr.3歳 2010 

クラスデール リスター ロタリー（EX94-2E-2*） 

オールアメリカン プロデュース オブ ダム 2011 

HMオールカナディアン 4H サマー イヤリング 2004 



 

クラスデール シニア ベスト スリー フィーメール 

リザーブ オールアメリカン 2011 

 
ウィンターベイ ゴールドウィン ロト（EX95-USA） 
オールカナディアン 4歳 2010 

オールアメリカン 4歳 2010 

オールカナディアン Sr.3歳 2009 

オールアメリカン Sr.3歳 2009 

 
アイディー ゴールドウィン リンリー（EX93-3*） 

リザーブ オールカナディアン Sr.3歳 2010 

オールアメリカン Sr.3歳 2010 

アイディー ゴールドウィン ルル（EX95-1*） 

ノミネート：オールカナディアン Jr.3歳 2010 

HMオールカナディアン Jr.2歳 2009 

HMオールカナディアン ジュニア イヤリング 2008 

エルムクロフト アティック レディー（VG88） 

ノミネート：オールカナディン インターミディエイト 

カーフ 2010 

HM オールカナディアン 4H インターミディエイト カ

ーフ 2010 

ノーデール ローリン リディア（VG86） 

ノミネート：オールカナディアン 4Hインターミディエ

イト カーフ 2010 

アイディー チャンピオン リズ（2*） 

オールアメリカン プロデュース オブ ダム 2010 

アイディー シニア ベスト フィーメール 

リザーブ オールアメリカン 2010 

クラスデール ダンディー ライザ（VG89-1*） 

ノミネート：オールカナディアン Jr.2歳 2009 

HMオールカナディアン サマー イヤリング 2008 

オールカナディアン 4Hサマー イヤリング 2008 

HMオールアメリカン サマー イヤリング 2008 

アイディー ショトル ラリア（EX95-2E-USA-1*） 

HMオールカナディアン ミルキング イヤリング 2009 

カルブレット チャンピオンン ラスター 

HMオールカナディアン シニア カーフ 2008 

ノミネート：オールアメリカン フォール カーフ 2008 

アイディー ジョルト ライザ（VG89-2*） 

ノミネート：オールカナディアン 5歳 2006 

リザーブ オールカナディアン Jr.2歳 2003 

ノミネート：オールカナディアン サマー イヤリング

2002 

リザーブ オールカナディアン 4H サマー イヤリング

2002 

アイディー ルイス ルイーズ（EX94-2E-7*） 

ノミネート：オールカナディアン 4歳 2006 

アイディー ブリーダーズ ハード 

ノミネート：オールカナディアン 2006 

エアハールト ダーハム ロジック ET（EX92-USA） 

ノミネート：オールアメリカン  サマー イヤリング

2005 

スタンホープ リリー ギブソン（VG86） 

ノミネート：オールカナディアン Sr.2歳 2004 

スタンホープ ラトニア リー（VG86-5*） 

ノミネート：オールカナディアン ミルキング イヤリン

グ 2004 

レクシス トライ ラグジュアリー（EX90-2*） 

HMオールカナディアン シニア カーフ 2004 

リザーブ オールカナディアン 4H シニア カーフ 2004 

 
アイディー ラスター（EX95-3E-USA-10*） 

オールカナディアン 5歳 2002 

リザーブ オールアメリカン 5歳 2002 

HMオールカナディアン 4歳 2001 

オールカナディアン Sr.3歳 2000 

リザーブ オールアメリカン Sr.3歳 2000 

ノミネート：オールアメリカン Sr.2歳 1999 

アイディー ルドルフ ルエラ（EX-3*） 

ノミネート：オールカナディアン インターミディエイ

ト イヤリング 1999 

ア イ デ ィ ー  イ ンテ グ リ テ ィ ー  レキ シ ー

（EX90-ARG-3*） 

HMオールカナディアン サマー イヤリング 1999 

リザーブ オールカナディアン 4H サマー イヤリング

1999 

 


