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新年あけましておめでとうございます。
令和 3 年の新春を迎えお喜び申し上げますと共

に、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症は依然として終息の

兆しが見えず、憂慮に堪えない日々が続いている
状況にあって、体型改良の指針となる第15回全日
本ホルスタイン共進会九州・沖縄ブロック大会は中
止決定に至り、組合の主たる事業も中止せざるを
得ない事態となりました。
このような中で酪農情勢は大型の自由貿易協定

が動き出し農業への影響が懸念され、酪農家の減
少、高齢化、労働者不足等があったものの昨年度
の北海道における生乳生産は、史上初めて400万ト
ンを達成し生産量の全国に占める割合は56.0％と
なり、国民への牛乳・乳製品の安定供給に大きな役
割を担っております。これもひとえに組合員をはじ
めとする酪農家並びに関係機関の努力の賜物であ
り敬意を表する次第であります。

また個体価格の動向は、一昨年に比べホル雄・F1
子牛が大幅に下落傾向にありますが、これは黒毛
和種の授精率が上昇し供給過剰であることが原因
と思われます。しかし一方で更に毎年増加してい
るのが性選別精液利用による雌牛生産であります。

登録事業を受託している乳牛改良の専門農協と
して、改良の基礎である登録そして体型審査事業

はもとより、関係団
体と連携して牛群
検定事業や後代検
定事業を継続的に
推進するとともに、
更なる酪農発展に
貢献すべく登録の
信憑性を保ちなが
ら新たな事業であ
る「乳用牛生産性長命連産性の遺伝改良研究事業」
を実施し、耐病性指数・総合指数・長命連産性効
果を開発しSNP（ゲノム）の活用で疾病形質を遺伝
評価した中で、正確な選抜と改良のスピードアップ
化により、生産者が求める酪農経営がより一層改
善されるよう努めて参ります。

組合の子会社が運営するHOLSTEIN BLDGの
貸室は昨年11月で全てが入居となり、同居する札
幌市の認可保育所にあっては経営者と連携しなが
ら、当初の計画どおり牛乳や乳製品に対する「食
育」に努めているところであります。
当組合の令和 3 年度事業につきましては、1月

後半から地区組合協議会を開催し、「事業計画骨子
（案）」並びに組合の将来に向けた新たな「役員地
域別定数（案）」についてご協議いただきますので、
よろしくお願い申し上げます。

丑年は「我慢（耐える）」や「発展の前触れ（芽
が出る）」を表す年になると言われております。令
和 3 年が組合員にとって素晴らしい年となります
よう、またご家族のご健勝をご祈念申し上げ新年
の挨拶といたします。

 令和 3 年　元旦　

代表理事組合長　山口 哲朗
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今日の酪農業界では、収益の低さ、若雌牛の飼
育コストの増加、乳製品の販売価格の低さが非常
な現実です。この状況では経営の収益性を高める
ことが不可欠です。それを達成するためのいくつ
かの側面として挙げられるのは、高生産（牛乳と脂
肪）、飼料コストよりも高い生乳収入、より低い育
成コスト、そしてより長持ちする牛です。それらす
べてを改善するために生産者ができることは何で
しょうか？それは繁殖能力を高めることです。

カナダにおける淘汰の主な理由は繁殖問題であ
り、すべての淘汰のほぼ21％、乳用牛としての販売
以外の淘汰の25％を占めていることが記録されて
います。能力を発揮できない何らかの要因のため
に牛群を去ることになる牛が不本意に淘汰される
可能性は、泌乳日数（DIM：以下同じ）200日を過
ぎると劇的に増加します。泌乳日数が進むにつれ
淘汰の現実はますます近づいてきます。この淘汰
の増加のほとんどは収益性の低下につながります。
すなわち、泌乳日数250日後の妊娠は、優れた高能
力であり牛群の仲間よりも遺伝的メリットが高い
場合を除いて、経済的に正当化されることはめった
にありません。泌乳日数90日後
での空 胎の場 合はおよそ
$4.50/日のコストですが、泌乳
日数250日までに経済的損失は
720ドルから1,000ドルになりま
す。

泌乳曲線を使いこなす！
通常の泌乳曲線はとても明

確に定義されています。すなわ
ち、牛は60〜90日のピークに達
するまで生産量を増やし始め
ます。それ以降次の分娩前の
乾乳まで生産量は時間ととも
に減少し続けます。その情報

を利用して、飼料コストよりも多い生産と収入をど
のように増やして最適化できるでしょうか？ それ
は泌乳ピークに近くなるようにすることです。牛群
の平均泌乳日数をピークの泌乳日数に近づけると
上手くいく可能性があります。言うのは簡単ですが
詳しく見ていきましょう。

牛群の泌乳日数の平均が長いと飼料コストに対
する収益が減少します。牛群の泌乳日数を短くす
る方法は泌乳初期に牛を妊娠させることです。そう
することで牛群の泌乳日数はピークの泌乳日数に
近くなり、より生産量が増加します。基本的にこれ
は泌乳日数が進んだ牛が少なくなり、泌乳日数の
初期の牛が多くなってより生産的になるシナリオ
です。一般的に、空胎牛の経済的価値は泌乳期間
が長くなるにつれ劇的に低下します。その価値を高
めるには 1）生産量を増やす方法と2 ）妊娠牛にす

１
日
当
た
り
の
乳
量

繁殖性（受胎率）を考える ・・・ Part1

～カナダの報告から～
収 益 性を高める牛群管理

余分な空胎期間（泌乳初期）    最大 4.50 ㌦/日 

余分な空胎期間（泌乳後期）    最大 12 ㌦/日 

低下した受胎率による直接コスト 

図 1．�平均泌乳日数が220日から190日、160日へと移動していくことによる産乳量の増加
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る方法の 2つがあります。生産量が10％
増加すると泌乳日数120日で空胎牛の経
済的価値が500ドル以上増加し、同じ泌
乳日数120日で妊娠すると価値が200ド
ル増加し、日が経つにつれて価値がさら
に低下するのを防ぎます。牛がどれだけ
早く妊娠するかについての決定はいくつ
かのポイントに帰着します。すなわち、よ
り高い生産と持続的な泌乳の牛群を維
持するためしっかりとした遺伝力と強力
な管理によって達成するか、または早く
交配（そして妊娠）し、牛群の空胎期間
を泌乳日数で120日を超えないように実
行することです。

より多くの牛乳 + より長生き = 利益！
乳牛は泌乳後期に入る前の方が安全に妊娠でき

る機会が増えるため、早期妊娠を目指すことで淘
汰のリスクを大幅に減らすことができます。繰り返
しになりますが、泌乳日数が進むほどコストに合わ
なくなる可能性が高くなります。不本意な淘汰を減
らすことは収益性を高めるための決定要因であり、
2 つの全国平均の数字は生産者が長命を強調する
必要があることを示しています。すなわち、損益分
岐点となる泌乳回数と実際の平均泌乳回数です。
1つ目は平均的な牛が育成費をまかなうために必
要となる泌乳回数を意味しており、これは現在カナ
ダでは約1.4回の乳期です。もう一つの平均である
カナダの 1 頭あたりの平均泌乳回数が2.2回であ
り、そのことを考慮すると1頭の牛からは平均でわ
ずか0.8回の乳期による「利益」を得ているにすぎ
ません。

簡単に言えば、 3 乳期以上の泌乳を続ける牛を
増やすことはあなたの懐にもっとお金が入ること
を意味します。米国の研究*¹によると収益性を考え
ると最適な寿命は 5 乳期です。カナダにおける産
業の現実は異なりますが、長命性の改善が投資収
益率の向上の決定要因であることは明らかです。
より長持ちする牛に伴って持ち上がる難問の一つ
は更新牛の過剰です。これに対応するには投資（調
達）して最良のものだけを維持することが重要で
す。若雌牛の数を減らし牛群の回転率を最適化す
るためにいくつかの戦略を採用することができま

す。より低能力層の泌乳牛と見劣りする遺伝的能
力の若雌牛を販売することは、高能力層（そしてよ
り収益性の高い）の牛を維持しながらより高い遺伝
的能力を持つ若雌牛のためのより多くのスペース
を確保する代替手段です。また、性判別された精
液をより選択的に使用し（最上層の牛のみ）、最下
層の経産牛と若雌牛に肉用牛の精液を使うことは、
両案とも牛舎内の若雌牛の数を減らすのに有効で
す。ホルスタインカナダは遺伝子検査や体型審査
などベストの個体を識別し、あなたの牛群の遺伝
的進歩を管理するためのいくつかのツールを提供
しています。

要　　点
繁殖力は農場の収益性に多大な影響を及ぼし生

乳の生産と牛の淘汰に大きく関係しています。妊
娠率が 1 ％増加することによる経済的利益は、牛
群の平均にもよりますが、最大20ドル/牛/年アップ
する可能性があります。早期に妊娠することで牛
群の平均泌乳日数が短くなり生産量が増加し、結
果として不本意な淘汰のリスクが減少します。そう
することでより選択的になり、最良でより収益性の
高い牛だけを飼うことができます。さらに、遺伝力、
若雌牛の育成、交配戦略など牛群の潜在性を最適
化するために役立つ側面もあります。
（info HOLSTEIN Sep/Oct 2020より
 訳：JHBS本部長 藤澤）

＊1 Albert De Vriest , 2020.Symposium review： 
   ”Why revisit dairy cattle productive lifespan?“
 journal of Dairy Science.

図 2． 3分類の損益分岐点年齢での平均収益曲線
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北海道の乳牛は、牛群検定が開始されてから着
実に産乳量の増加を続けていますが、一方で繁殖
成績の低下が顕著に見られるようになっていまし
た。しかし、ここ10年程を観察すると泌乳能力の向
上が継続しながらも繁殖成績の低下が停滞するよ
うになってきました。今回は、繁殖成績が低下した
背景と最近になり繁殖成績が改善されてきている
ことについて解説します。

近年、繁殖成績の傾向が変わってきた
図 1には北海道のホルスタイン集団における初

産分娩後の受胎率（左）と空胎日数（右）の表型
的トレンドを示しました。雌牛の誕生年で説明する
と受胎率は1988年の52.0％から急激に低下しまし
たが、2010年の38.4％を最低にその後は受胎率の顕
著な低下が見られなくなりました。また、図にはあ
りませんが授精回数は1987年から2008年にかけて
平均1.9回から2.5回に増加しましたが、それ以降は
受胎率と同様に授精回数も大きな変化が見られな
くなりました。図 1（右）の空胎日数は1988年に平
均122日でしたが、変動を繰り返しながら上昇し
2010年に平均150日まで延びました。しかしその後

は空胎日数の明らかな短縮が見られるようになり、
2017年生まれの雌牛では平均144日に回復してい
ます。このように北海道のホルスタイン集団は近
年、繁殖成績の低下傾向が弱まり、幾分上昇に転
じる兆しも見えるようになりました。

特に1990年代から2000年代にかけて生じた繁殖
成績の急速な悪化は日本のみならず世界各国で深
刻な問題になりましたが、その原因としては泌乳能
力の急激な向上により飼養管理技術の進歩が追い
つかないこと、さらに雌牛の潜在的な受胎能力の
低下が影響していると言われています。

繁殖成績低下のメカニズムとは
牛群検定が開始された1975（昭和50）年当時は

305日の平均乳量で約5,900kgしかありませんでし
たが、2019（令和元）年には平均で約9,700kgとな
りその差は44年間で3,800kgほどにもなりました。
ホルスタインの泌乳能力向上は、後代検定等の育
種的手法による潜在的な泌乳能力の改良のみなら
ず、その能力を支えるための栄養管理や飼料管理
技術の改善を目指して酪農家や技術者が地道な努
力を続けた結果です。

一方で、泌乳能力の急速な向上とは
反対に繁殖成績が低下する現象が見
られるようになりました。経産牛の繁
殖成績には分娩前後の栄養状態が大
きな影響を及ぼすと言われています。
分娩前まで理想的なボディコンデショ
ン（BCS）を維持し、分娩後もそのBCS
が維持され負のエネルギーバランス
に陥らないように栄養状態をコント
ロールできれば繁殖機能は正常に保
たれるはずです。ところが、雌牛自身
が潜在的に持っている泌乳能力、すな
わち遺伝的な泌乳能力が急速に改良
されることで、つい最近までの飼料給
与技術では乳牛のエネルギーを補え
なくなり、常に泌乳能力の向上を追い

ホルスタインの繁殖成績が改善され始めた
―飼養管理技術と遺伝改良の向上がもたらした成果か？―

図 1．�北海道のホルスタイン集団における初産分娩後の受胎率（左）と
空胎日数（右）の表型的トレンド（牛群検定データから集計）
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かけながら栄養管理や飼料管理技術を改善する必
要がありました。つまり、牛体に蓄えた維持エネル
ギーまで泌乳活動に利用せざるを得ない状況が続
く中で、利用すべきエネルギーの不足が繁殖成績
低下のメカニズムだと考えられます。この現象は遺
伝的な関係でも明らかになっており、泌乳能力と繁
殖成績との間にはマイナス0.5程度の遺伝相関が存
在するので、泌乳能力で選抜すれば間接的に繁殖
成績が低下することがわかっています。

飼養管理技術が追いついてきたか？
図 2には、1990年、2000年、2010年及び2018年

に分娩した雌牛を乳量階層別に分類した場合の初
産分娩後の受胎率（左）と雌牛数の
頻度分布（右）を示しました。乳量
の階層は5,000kg未満と 1 万kg以上
の区分の間を1,000kgごとに 5 つに
分け、合計で 7区分に分類しました。
1990年分娩のグループでは乳量の上
昇とともに直線的に受胎率が低下す
る現象が見られました。この頃にお
ける泌乳能力の分布（右図）を見る
と6,000kg台が最も多い一方で高能
力牛の出現頻度が非常に少ないこと
から、酪農家にとっては高能力牛の
飼養管理技術の経験が乏しい状況に
ありました。

乳量が高いグループほど受胎率が
低下する現象は2000年と2010年でも
見られますが、その低下の差は年を
経るごとに小さくなっています。こ
のように、毎年受胎率の低下がみら
れましたが、2018年にはすべての乳
量階層で2010年分娩よりも受胎率の
回復がみられるようになりました。こ
の傾向は図 3に示した空胎日数でも
同様な傾向にあり、高能力牛に対す
る飼養管理技術の改善の兆しが最近
見え始めています。

潜在的な受胎能力が上昇に転じている
図 2における受胎率の傾向をもう

少し詳細に見ると、受胎率はすべて
の乳量階層で1990年より2000年、さ

らに2000年より2010年のグループの方が低くなっ
ています。同じ乳量の階層区分でも分娩年に対し
て受胎率が低下していることから、繁殖成績の低
下は泌乳能力だけが影響しているわけでなく、雌
牛の受胎能力そのものが毎年低下していることも
原因と考えられます。

雌牛の受胎能力を客観的に測定する方法として
は受胎率や空胎日数だけでなく、発情行動や発情
兆候などに関する形質やホルモン等の分泌量など
様々です。一般に受胎能力を表す形質の遺伝率は
低い傾向にあります。繁殖成績が悪い雌牛は子孫
を残すことができないことから、長い世代交代の中
でそのような系統や個体が淘汰された結果、受胎

図 3．�1990年、2000年、2010年及び2018年に分娩した雌牛を乳量階層別に分類し
た場合の初産分娩後の平均空胎日数（左）と雌牛数の頻度分布（右）

図 2．�1990年、2000年、2010年及び2018年に分娩した雌牛を乳量階層別に分類した
場合の初産分娩後の平均受胎率（左）と雌牛数の頻度分布（右）
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能力は遺伝的なバラツキが小さく
なり遺伝率が低くなったと考えられ
ます。受胎能力の遺伝率は形質によ
り違いがありますが、北海道のホル
スタイン集団では0.03から0.13の範
囲で推定されているので全く遺伝
改良できない形質ではありません。
遺伝率が低い形質は信頼度の高

い育種価を推定するために多くの
娘牛を必要としますが、近年のよう
にゲノミック評価値（GEBV）の実
用化により育種価の信頼度が向上
し、受胎能力の優れた種雄牛をより
正確に選抜することができるように
なりました。事実、米国で公表され
ている娘牛の妊娠率やカナダにおける娘牛の繁殖
性はゲノミック選抜が開始した2010年以降、上昇
に転じていることが報告されています。

北海道も遺伝的な繁殖成績の低下が止まった
図 4には北海道のホルスタイン集団における初

産分娩後の受胎率（左）と空胎日数（右）の遺伝
的トレンドを示しました。雌牛における受胎率の育
種価は、2009年頃まで減少しましたが、その後は変
動しながら40％付近に停滞しています。雄牛にお
ける遺伝的トレンドは雌牛と比較して頭数が少な
いため上下に激しく変動していますが、雌牛集団よ
りも早く2006年には37.4％まで低下しましたが、そ
の後は明らかな上昇傾向が認められました。

空胎日数における雌牛の遺伝的トレンドは速度
を緩めながら延長傾向が続きますが、2010年頃を境
に短縮傾向が見られるようになりました。雄牛の空
胎日数は2000年を過ぎる頃になると上昇傾向が停
滞するようになり、その後は減少に転じるようにな
りました。日本でゲノミック評価が開始されたのは
2013（平成25）年ですが、この時期にはすでにゲノ
ミック評価された精液が北米から輸入され供用さ
れていることから、このような受胎能力の改善は輸
入精液にも助けられていることが示唆されます。

胚死滅遺伝子の監視も重要
受胎能力でもう一つ気になるのは、近交係数の

上昇により相次いで発見された胚死滅遺伝子の存
在です。胚死滅は繁殖性を悪化させる原因になり

ます。特に妊娠鑑定などで受胎と判断した授精
データが、その後未受胎に変更される場合があり、
特に後期胚死滅（受胎後25日以上経過後に胚死滅）
に関与する遺伝子は繁殖成績の遺伝評価の精度に
影響します。日本ホルスタイン登録協会がSNP情
報を利用し保因牛の頻度をモニターしている胚死
滅遺伝子はHH1からHH6までの 6 種類です。特に
HH1とHH2は後期胚死滅遺伝子であることがすで
に判明しており、受胎後60日で胚死滅すると言わ
れています。
図 5にはそれら胚死滅遺伝子の保因頻度を示し

ました。この保因頻度は全国から収集したSNP検
査情報に基づいていますが、北海道地域から収集
されたSNP検査数が約78％を占めることから、北

図 4．�北海道のホルスタイン集団における初産分娩後の受胎率（左）と�
空胎日数の遺伝的トレンド（右）

図 5．�SNP情報を持つ日本のホルスタイン雌牛における�
胚死滅遺伝子の保因頻度
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海道のホルスタイン集団における胚死滅遺伝子の
保因状況を濃厚に反映していると考えられます。
胚死滅遺伝子は 6 種類のうち 5 種類まで誕生年の
経過とともに減少していますが、HH5だけは保因
頻度が上昇しているので繁殖成績に対する影響が
懸念されます。HH5を保因する雄牛を父に持つ雌
牛とHH5の保因種雄牛を交配すると受胎率が3.5％
低下するとの報告があります。
供用予定の種雄牛がすでに胚死滅遺伝子を保因

していると判明していれば、その交配を回避できる
ので繁殖成績に悪影響を及ぼすことはありません。
しかし、胚死滅遺伝子の保因状況が未知であれば
保因種雄牛と保因雌牛を実際に交配する可能性が
あるので、その場合は25％の確率で胚死滅または
胎児死が起き繁殖成績に悪影響を及ぼします。そ
れゆえ、このような情報は交配前に可能な限り調べ
ておくべきでしょう。

お わ り に
泌乳能力の急速な向上にともない、一昔前のホ

ルスタイン集団では酪農家の飼養管理技術が追い
つかず、繁殖成績の低下とともに生殖器や泌乳器
などの疾病が顕著に見られるようになりました。
「泌乳能力の改良はこのくらいで良い」という意見
を耳にしてからしばらく経ちましたが、高能力牛に
対する栄養管理や飼養管理技術がようやく追いつ
き始め、繁殖成績の低下を抑制できるようになって
きました。

また、泌乳能力の向上とともに受胎能力の低下
が問題となり、純粋種ではなく乳牛でも交雑が必
要との議論も聞こえるようになりました。しかし、
2010年代に入ると受胎率や空胎日数の育種価が公
表され、2013年にはゲノミック評価値の公表により
受胎能力に対する選抜がより精度を増したこと、さ
らに胚死滅遺伝子の発見などにより、遺伝的にも
繁殖成績の低下を抑制できるようになりました。今
後は高能力牛の飼養管理技術を確立し、繁殖技術
の改善や遺伝的改良の推進により受胎能力の向上
がさらに図られることを期待します。

 （登録部改良課審査役：河原）

乳用牛の遺伝評価成績は、ある年（ベース年）に
生まれた雌牛又は種雄牛の評価値の平均値を基準

（遺伝ベース）とし、そこからの差として公表され
ます。2020-8月評価までは2010年をベース年とし
ていましたが、前回の変更から約 5 年が経過した
ことから2020-12月評価ではベース年が2015年に
変更されました。
遺伝ベースの変更は個体の序列には影響を与え

ませんが、数値の大きさが全体的に変わるため前
回までの評価成績との比較ができなくなります。

今回12月に公表された海外種雄牛評価成績
（MACE）、国内雌牛評価成績（EBV、GEBV）及
び若雄牛と未経産牛のゲノミック評価値（GPI）は、
遺伝ベースが変更になりました。そのため今回公
表された海外種雄牛と公表対象ではない国内種雄
牛（2020-8月評価が最新）は、評価成績の数値を
直接比較することができませんのでご注意くださ

い。2020-8月評
価の種雄牛に関
する主な形質の
遺伝ベース変更
前後における評
価値の差の平均
値を表に示しま
したので参考に
してください。ま
た、未経産牛は
若齢での淘汰や
選抜の指標とし
て個体間の評価
成績を比較する
機会が頻繁にあ
ると思いますが、
常に最新の評価値で比較するよう注意が必要で
す。なお、国内検定済種雄牛は、来年 2月公表の
評価成績から変更予定です。

 （登録部改良課長：後藤）

表．2020- 8 月評価の種雄牛に関する
主な形質の遺伝ベース変更前後にお
ける評価値の差の平均値

形　　質 変更後－変更前
総合指数（NTP） -661
産乳成分 -526
耐久性成分 -135
疾病繁殖成分 -5
長命連産効果（円） -25,530
乳量（kg） -289
乳脂量（kg） -11
乳蛋白質量（kg） -11
決定得点（点） -0.40
肢蹄（％） -0.17
乳器（％） -0.49
体細胞スコア -0.14
空胎日数 -1.20

家畜改良センター公表資料より作成

遺伝ベースを変更
（2020-12乳用牛遺伝評価成績）
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

1 1536996782 +3,849 +3,614 +265 -30 +105,893 +1,870 +86 +73 +1.07 -0.02 +1.51 1.75 153 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  9678  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 1 
2 0869845460 +3,809 +3,711 +109 -11 +87,527 +883 +122 +61 +0.86 -0.09 +1.05 2.01 145 コイワイ  ジヤマルコ  ウイングス  クラシー  ET 岩手県　小岩井農牧株式会社　小岩井農場 2 
3 1620800407 +3,463 +3,516 +238 -291 +60,095 +1,433 +103 +63 +0.72 +0.34 +1.08 3.07 165 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0040  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 3 
4 1438824770 +3,461 +3,067 +390 +4 +68,194 +1,927 +68 +64 +1.33 +0.41 +1.78 1.76 152 BRF  モントーヤ  シーザーサラダ 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 4 
5 1450016825 +3,454 +3,167 +253 +34 +88,031 +529 +97 +55 +0.42 +0.04 +1.02 1.95 143 YKT  アレクスリン  ハイジ  ET 帯広市　杉浦　友樹 5 
6 1437817278 +3,446 +3,526 -111 +31 +72,147 +1,721 +82 +72 -0.07 -0.28 -0.33 2.08 133 YKT  ダンテ  フエリア  ET 帯広市　杉浦　友樹 6 
7 1531913944 +3,440 +3,268 +70 +102 +138,320 +1,593 +85 +63 +0.46 -0.52 +0.94 1.72 134 サミツトリー  SV  エンデバー  エタニテイー  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 7 
8 1393628574 +3,428 +2,921 +334 +173 +131,288 +788 +84 +53 +0.50 +0.19 +1.36 1.57 125 BRF  エンデバー  ポテト  サラダ  ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 8 
9 1536996980 +3,427 +3,291 +64 +72 +135,327 +1,498 +77 +67 +0.04 +0.22 +0.17 1.49 146 デイベロツプ  ヒユーイ  ボヤンカ  9698  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 9 
10 1572291841 +3,419 +3,296 +172 -49 +48,563 +1,337 +75 +68 +1.30 +0.49 +0.91 1.92 148 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9184  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 10 
11 1492015190 +3,390 +3,081 +234 +75 +71,988 +220 +98 +52 +1.37 +0.33 +1.14 1.73 132 イーストスター  スーパー  ローリン  ガーネツト  ET 別海町　齊藤　亮 11 
12 1514913718 +3,385 +3,179 +211 -5 +74,428 +1,190 +81 +62 +0.82 +0.08 +1.02 1.94 147 ノースアウト  モントーヤ  リバテイ  ET 紋別市　北出　智幸 12 
13 1389201736 +3,374 +3,230 +89 +55 +113,707 +1,387 +75 +66 +0.30 -0.16 +0.75 2.14 129 パインツリー  レジエンド  ロコ  ET 湧別町　喜多　正人 13 
14 1558713503 +3,331 +3,021 +166 +144 +136,016 +999 +84 +56 +0.67 -0.32 +1.35 1.79 120 パツシヨンランド  エンデバー  ラブ  ET 遠軽町　情野牧場 14 
15 1620800667 +3,322 +2,966 +288 +68 +137,081 +213 +109 +44 +0.48 +0.36 +0.84 1.78 138 デイベロツプ  ユアコール  リデイア  0066 美瑛町　株式会社　稲川牧場 15 
16 1624509085 +3,299 +2,967 +235 +97 +120,329 +1,408 +68 +61 +0.69 +0.22 +1.10 1.69 138 ロツクヘルス  ダイナ  ダフネイ  0704  ET 江別市　岩田　淳一 16 
17 1400238659 +3,286 +3,269 +92 -75 +80,634 +1,387 +73 +68 +0.45 -0.28 +0.62 2.07 155 RCA  モントーヤ  カレン  3287  C  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 17 
18 1572291902 +3,278 +3,063 +191 +24 +77,090 +1,149 +75 +61 +1.11 +0.39 +0.93 1.64 147 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9190  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 18 
19 1620800353 +3,273 +3,292 +89 -108 +110,826 +1,408 +94 +60 +0.42 -0.07 +0.88 2.24 153 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0035  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 19 
20 1393628154 +3,262 +2,710 +503 +49 +100,119 +911 +88 +45 +1.45 +0.79 +1.65 1.64 146 BRF  ジヤマルコ  チヨツプ  サラダ  ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 20 
21 1620800650 +3,260 +2,953 +287 +20 +83,726 +525 +96 +49 +1.17 +0.36 +1.18 1.90 141 デイベロツプ  エンデバー  プリン  0065  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 21 
22 1608714771 +3,257 +3,075 +121 +61 +71,389 +1,706 +71 +63 +0.48 -0.27 +0.84 1.90 138 モーニングビユー  FF  ヨダー  1477  ET 別海町　株式会社　沓澤牧場 22 
23 1479931918 +3,253 +2,952 +248 +53 +75,176 +1,185 +79 +56 +0.86 +0.11 +1.04 2.06 135 BS  エビーボーン  エンデバー 釧路市　株式会社　大坂ファーム 23 
24 1578705861 +3,248 +2,973 +185 +90 +116,136 +863 +95 +50 +1.07 +0.13 +1.11 1.81 134 Kライン  ホツト  ジヤマルコ  586  ET 剣淵町　株式会社　オールダーランド 24 
25 1597824840 +3,246 +3,302 +17 -73 +66,321 +1,354 +102 +57 +0.99 -0.19 +0.99 2.21 152 ハツピーランド  デクラン  オーラヒル  バンビ  ET 弟子屈町　吉田　良文 25 
26 1466517408 +3,244 +3,066 +233 -55 +64,922 +970 +80 +59 +0.63 +0.03 +1.07 2.01 153 オムラ  リツク  ホツト  ラダー  ET 枝幸町　小椋　義則 26 
27 1407625971 +3,243 +2,997 +126 +120 +110,128 +783 +104 +47 +0.81 -0.12 +0.94 1.65 134 ロツクウ  エンデバー  ボロデイン  ET 北見市　有限会社　上野牧場 27 
28 1620800919 +3,240 +3,062 +117 +61 +118,943 +914 +87 +56 +0.20 -0.27 +0.86 1.78 136 デイベロツプ  エンデバー  フアジー  0091  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 28 
29 1620800421 +3,238 +3,135 +142 -39 +97,554 +1,399 +85 +59 +0.49 -0.36 +1.17 2.10 144 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0042  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 29 
29 1512512968 +3,238 +2,903 +254 +81 +105,483 +1,233 +73 +57 +1.01 +0.02 +1.26 1.93 137 マギーデール  モントーヤ  グラビテイー 池田町　中野　義嗣 29 
31 1432819987 +3,235 +3,107 +82 +46 +55,605 +1,424 +83 +59 +0.50 -0.17 +0.69 1.91 138 フオレストフエアリー  ヨーダ  アーミー  1998  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 31 
32 1572291933 +3,233 +2,970 +248 +15 +95,639 +1,323 +61 +64 +1.24 +0.42 +1.03 1.87 141 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9193  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 32 
33 1465615877 +3,232 +2,756 +235 +241 +118,043 +918 +72 +53 +0.73 -0.04 +1.41 1.55 117 エンデバー  ピーク  フエドラ  ヒロイン  ET 天塩町　会津　司 33 
34 1555513403 +3,220 +2,983 +300 -63 +49,191 +1,158 +74 +59 +1.47 +0.53 +1.38 2.35 147 マギーデール  モントーヤ  チヤーミング 池田町　中野　義嗣 34 
35 1606454280 +3,217 +2,791 +388 +38 +97,627 +586 +77 +52 +1.22 +0.42 +1.31 2.09 134 ブラツクパイン  ブーテイー  JE  ツリー 群馬県　群馬県畜産試験場 35 
36 1620800384 +3,213 +3,331 +29 -147 +91,514 +1,474 +92 +62 +0.22 +0.02 +0.45 2.44 155 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0038  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 36 
37 1470816832 +3,202 +2,841 +185 +176 +128,903 +598 +83 +51 +0.57 +0.35 +0.70 1.76 119 HL  ウエスアニー  エスペラント  ET 枝幸町　小椋　孝則 37 
38 1400238642 +3,201 +3,101 +5 +95 +100,909 +1,245 +56 +70 +0.24 -0.39 -0.04 1.85 134 RCA  モントーヤ  カレン  3287  B  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 38 
38 1536996928 +3,201 +2,994 +214 -7 +103,786 +1,812 +70 +61 +0.74 +0.10 +1.35 1.79 151 デイベロツプ  ソリユーシヨン  ボヤンカ  9692  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 38 
40 1607231880 +3,175 +2,861 +222 +92 +93,914 +1,116 +70 +57 +0.77 +0.24 +1.03 1.71 132 アミスターT  ナツシユビル  シエル  ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 40 
41 1453917143 +3,171 +2,837 +251 +83 +103,941 +903 +90 +48 +0.54 +0.24 +1.00 1.88 135 ハツピネス  RAL  HE  フーリー  ET 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 41 
42 1536997093 +3,161 +2,952 +80 +129 +75,858 +1,690 +79 +56 +0.52 +0.06 +0.68 1.90 123 デイベロツプ  スカイバツク  ヒラリー  9709 美瑛町　株式会社　稲川牧場 42 
43 1435401974 +3,158 +3,163 -52 +47 +136,795 +917 +104 +52 -0.20 -0.19 +0.10 1.92 140 KON  スシー  デクラン 枝幸町　今　賢二 43 
44 0864060172 +3,150 +2,981 +126 +43 +97,561 +1,751 +69 +61 +0.46 -0.01 +0.69 1.99 134 レツドスター  JC  ダンク  エリート  ET 天塩町　赤塚　冬樹 44 
45 1572293937 +3,144 +2,871 +205 +68 +98,251 +1,439 +61 +61 +0.48 +0.20 +0.80 1.55 142 デイベロツプ  ソリユーシヨン  ボヤンカ  9393  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 45 
46 1436418865 +3,142 +2,916 +249 -23 +70,617 +671 +74 +57 +1.00 +0.33 +0.71 2.01 146 ピユアソウル  ビジヨン  AM  バンクシー  ET 猿払村　丹治　智寛 46 
47 1538413409 +3,139 +3,260 -82 -39 +71,759 +1,888 +82 +64 +0.06 -0.42 +0.46 2.57 136 パツシヨンランド  ES  デクラン  ジヤズ  ET 遠軽町　情野牧場 47 
47 1613020270 +3,139 +3,151 +130 -142 +49,835 +1,006 +91 +57 +0.29 -0.16 +0.45 2.60 147 ミルキーウエイ  コスモ  M  ダンテ  2  ET 千歳市　株式会社　戸田牧場 47 
47 1360662679 +3,139 +2,739 +219 +181 +112,154 +90 +78 +50 +0.51 +0.08 +0.81 1.53 122 ミソノ  ローレツト  イグザート  スリー  ハーパー 新ひだか町　独立行政法人　家畜改良センター　新冠牧場 47 
50 1581345641 +3,134 +2,856 +168 +110 +94,619 +1,373 +72 +56 +0.63 +0.04 +0.69 1.79 133 ホクレン  WIS  ホワイト  ブレス  ET 訓子府　ホクレン訓子府実証農場 50 
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

1 1536996782 +3,849 +3,614 +265 -30 +105,893 +1,870 +86 +73 +1.07 -0.02 +1.51 1.75 153 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  9678  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 1 
2 0869845460 +3,809 +3,711 +109 -11 +87,527 +883 +122 +61 +0.86 -0.09 +1.05 2.01 145 コイワイ  ジヤマルコ  ウイングス  クラシー  ET 岩手県　小岩井農牧株式会社　小岩井農場 2 
3 1620800407 +3,463 +3,516 +238 -291 +60,095 +1,433 +103 +63 +0.72 +0.34 +1.08 3.07 165 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0040  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 3 
4 1438824770 +3,461 +3,067 +390 +4 +68,194 +1,927 +68 +64 +1.33 +0.41 +1.78 1.76 152 BRF  モントーヤ  シーザーサラダ 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 4 
5 1450016825 +3,454 +3,167 +253 +34 +88,031 +529 +97 +55 +0.42 +0.04 +1.02 1.95 143 YKT  アレクスリン  ハイジ  ET 帯広市　杉浦　友樹 5 
6 1437817278 +3,446 +3,526 -111 +31 +72,147 +1,721 +82 +72 -0.07 -0.28 -0.33 2.08 133 YKT  ダンテ  フエリア  ET 帯広市　杉浦　友樹 6 
7 1531913944 +3,440 +3,268 +70 +102 +138,320 +1,593 +85 +63 +0.46 -0.52 +0.94 1.72 134 サミツトリー  SV  エンデバー  エタニテイー  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 7 
8 1393628574 +3,428 +2,921 +334 +173 +131,288 +788 +84 +53 +0.50 +0.19 +1.36 1.57 125 BRF  エンデバー  ポテト  サラダ  ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 8 
9 1536996980 +3,427 +3,291 +64 +72 +135,327 +1,498 +77 +67 +0.04 +0.22 +0.17 1.49 146 デイベロツプ  ヒユーイ  ボヤンカ  9698  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 9 
10 1572291841 +3,419 +3,296 +172 -49 +48,563 +1,337 +75 +68 +1.30 +0.49 +0.91 1.92 148 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9184  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 10 
11 1492015190 +3,390 +3,081 +234 +75 +71,988 +220 +98 +52 +1.37 +0.33 +1.14 1.73 132 イーストスター  スーパー  ローリン  ガーネツト  ET 別海町　齊藤　亮 11 
12 1514913718 +3,385 +3,179 +211 -5 +74,428 +1,190 +81 +62 +0.82 +0.08 +1.02 1.94 147 ノースアウト  モントーヤ  リバテイ  ET 紋別市　北出　智幸 12 
13 1389201736 +3,374 +3,230 +89 +55 +113,707 +1,387 +75 +66 +0.30 -0.16 +0.75 2.14 129 パインツリー  レジエンド  ロコ  ET 湧別町　喜多　正人 13 
14 1558713503 +3,331 +3,021 +166 +144 +136,016 +999 +84 +56 +0.67 -0.32 +1.35 1.79 120 パツシヨンランド  エンデバー  ラブ  ET 遠軽町　情野牧場 14 
15 1620800667 +3,322 +2,966 +288 +68 +137,081 +213 +109 +44 +0.48 +0.36 +0.84 1.78 138 デイベロツプ  ユアコール  リデイア  0066 美瑛町　株式会社　稲川牧場 15 
16 1624509085 +3,299 +2,967 +235 +97 +120,329 +1,408 +68 +61 +0.69 +0.22 +1.10 1.69 138 ロツクヘルス  ダイナ  ダフネイ  0704  ET 江別市　岩田　淳一 16 
17 1400238659 +3,286 +3,269 +92 -75 +80,634 +1,387 +73 +68 +0.45 -0.28 +0.62 2.07 155 RCA  モントーヤ  カレン  3287  C  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 17 
18 1572291902 +3,278 +3,063 +191 +24 +77,090 +1,149 +75 +61 +1.11 +0.39 +0.93 1.64 147 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9190  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 18 
19 1620800353 +3,273 +3,292 +89 -108 +110,826 +1,408 +94 +60 +0.42 -0.07 +0.88 2.24 153 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0035  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 19 
20 1393628154 +3,262 +2,710 +503 +49 +100,119 +911 +88 +45 +1.45 +0.79 +1.65 1.64 146 BRF  ジヤマルコ  チヨツプ  サラダ  ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 20 
21 1620800650 +3,260 +2,953 +287 +20 +83,726 +525 +96 +49 +1.17 +0.36 +1.18 1.90 141 デイベロツプ  エンデバー  プリン  0065  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 21 
22 1608714771 +3,257 +3,075 +121 +61 +71,389 +1,706 +71 +63 +0.48 -0.27 +0.84 1.90 138 モーニングビユー  FF  ヨダー  1477  ET 別海町　株式会社　沓澤牧場 22 
23 1479931918 +3,253 +2,952 +248 +53 +75,176 +1,185 +79 +56 +0.86 +0.11 +1.04 2.06 135 BS  エビーボーン  エンデバー 釧路市　株式会社　大坂ファーム 23 
24 1578705861 +3,248 +2,973 +185 +90 +116,136 +863 +95 +50 +1.07 +0.13 +1.11 1.81 134 Kライン  ホツト  ジヤマルコ  586  ET 剣淵町　株式会社　オールダーランド 24 
25 1597824840 +3,246 +3,302 +17 -73 +66,321 +1,354 +102 +57 +0.99 -0.19 +0.99 2.21 152 ハツピーランド  デクラン  オーラヒル  バンビ  ET 弟子屈町　吉田　良文 25 
26 1466517408 +3,244 +3,066 +233 -55 +64,922 +970 +80 +59 +0.63 +0.03 +1.07 2.01 153 オムラ  リツク  ホツト  ラダー  ET 枝幸町　小椋　義則 26 
27 1407625971 +3,243 +2,997 +126 +120 +110,128 +783 +104 +47 +0.81 -0.12 +0.94 1.65 134 ロツクウ  エンデバー  ボロデイン  ET 北見市　有限会社　上野牧場 27 
28 1620800919 +3,240 +3,062 +117 +61 +118,943 +914 +87 +56 +0.20 -0.27 +0.86 1.78 136 デイベロツプ  エンデバー  フアジー  0091  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 28 
29 1620800421 +3,238 +3,135 +142 -39 +97,554 +1,399 +85 +59 +0.49 -0.36 +1.17 2.10 144 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0042  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 29 
29 1512512968 +3,238 +2,903 +254 +81 +105,483 +1,233 +73 +57 +1.01 +0.02 +1.26 1.93 137 マギーデール  モントーヤ  グラビテイー 池田町　中野　義嗣 29 
31 1432819987 +3,235 +3,107 +82 +46 +55,605 +1,424 +83 +59 +0.50 -0.17 +0.69 1.91 138 フオレストフエアリー  ヨーダ  アーミー  1998  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 31 
32 1572291933 +3,233 +2,970 +248 +15 +95,639 +1,323 +61 +64 +1.24 +0.42 +1.03 1.87 141 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9193  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 32 
33 1465615877 +3,232 +2,756 +235 +241 +118,043 +918 +72 +53 +0.73 -0.04 +1.41 1.55 117 エンデバー  ピーク  フエドラ  ヒロイン  ET 天塩町　会津　司 33 
34 1555513403 +3,220 +2,983 +300 -63 +49,191 +1,158 +74 +59 +1.47 +0.53 +1.38 2.35 147 マギーデール  モントーヤ  チヤーミング 池田町　中野　義嗣 34 
35 1606454280 +3,217 +2,791 +388 +38 +97,627 +586 +77 +52 +1.22 +0.42 +1.31 2.09 134 ブラツクパイン  ブーテイー  JE  ツリー 群馬県　群馬県畜産試験場 35 
36 1620800384 +3,213 +3,331 +29 -147 +91,514 +1,474 +92 +62 +0.22 +0.02 +0.45 2.44 155 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0038  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 36 
37 1470816832 +3,202 +2,841 +185 +176 +128,903 +598 +83 +51 +0.57 +0.35 +0.70 1.76 119 HL  ウエスアニー  エスペラント  ET 枝幸町　小椋　孝則 37 
38 1400238642 +3,201 +3,101 +5 +95 +100,909 +1,245 +56 +70 +0.24 -0.39 -0.04 1.85 134 RCA  モントーヤ  カレン  3287  B  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 38 
38 1536996928 +3,201 +2,994 +214 -7 +103,786 +1,812 +70 +61 +0.74 +0.10 +1.35 1.79 151 デイベロツプ  ソリユーシヨン  ボヤンカ  9692  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 38 
40 1607231880 +3,175 +2,861 +222 +92 +93,914 +1,116 +70 +57 +0.77 +0.24 +1.03 1.71 132 アミスターT  ナツシユビル  シエル  ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 40 
41 1453917143 +3,171 +2,837 +251 +83 +103,941 +903 +90 +48 +0.54 +0.24 +1.00 1.88 135 ハツピネス  RAL  HE  フーリー  ET 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 41 
42 1536997093 +3,161 +2,952 +80 +129 +75,858 +1,690 +79 +56 +0.52 +0.06 +0.68 1.90 123 デイベロツプ  スカイバツク  ヒラリー  9709 美瑛町　株式会社　稲川牧場 42 
43 1435401974 +3,158 +3,163 -52 +47 +136,795 +917 +104 +52 -0.20 -0.19 +0.10 1.92 140 KON  スシー  デクラン 枝幸町　今　賢二 43 
44 0864060172 +3,150 +2,981 +126 +43 +97,561 +1,751 +69 +61 +0.46 -0.01 +0.69 1.99 134 レツドスター  JC  ダンク  エリート  ET 天塩町　赤塚　冬樹 44 
45 1572293937 +3,144 +2,871 +205 +68 +98,251 +1,439 +61 +61 +0.48 +0.20 +0.80 1.55 142 デイベロツプ  ソリユーシヨン  ボヤンカ  9393  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 45 
46 1436418865 +3,142 +2,916 +249 -23 +70,617 +671 +74 +57 +1.00 +0.33 +0.71 2.01 146 ピユアソウル  ビジヨン  AM  バンクシー  ET 猿払村　丹治　智寛 46 
47 1538413409 +3,139 +3,260 -82 -39 +71,759 +1,888 +82 +64 +0.06 -0.42 +0.46 2.57 136 パツシヨンランド  ES  デクラン  ジヤズ  ET 遠軽町　情野牧場 47 
47 1613020270 +3,139 +3,151 +130 -142 +49,835 +1,006 +91 +57 +0.29 -0.16 +0.45 2.60 147 ミルキーウエイ  コスモ  M  ダンテ  2  ET 千歳市　株式会社　戸田牧場 47 
47 1360662679 +3,139 +2,739 +219 +181 +112,154 +90 +78 +50 +0.51 +0.08 +0.81 1.53 122 ミソノ  ローレツト  イグザート  スリー  ハーパー 新ひだか町　独立行政法人　家畜改良センター　新冠牧場 47 
50 1581345641 +3,134 +2,856 +168 +110 +94,619 +1,373 +72 +56 +0.63 +0.04 +0.69 1.79 133 ホクレン  WIS  ホワイト  ブレス  ET 訓子府　ホクレン訓子府実証農場 50 
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

51 1505013830 +3,131 +2,727 +318 +86 +112,756 +851 +82 +48 +0.67 +0.63 +0.51 1.89 127 グリーンバンクス  ドラマラ  フロツシー  ET 幕別町　久保田　良幸 51 
52 0864329279 +3,126 +2,803 +247 +76 +97,231 +1,209 +73 +54 +0.82 +0.12 +0.88 1.90 135 SEAーLAKE  JOC  モントーヤ  クリンス  ET 湧別町　株式会社　SEA－LAKE 52 
53 1617408678 +3,122 +3,084 +80 -42 +89,720 +1,463 +91 +55 +0.40 -0.42 +1.06 2.09 149 シーダーハースト  デクラン  デイーン  ET 伊達市　白土　成太郎 53 
53 1354972012 +3,122 +2,639 +403 +80 +123,864 +1,024 +78 +47 +1.12 +0.80 +1.00 1.71 136 OAC  キアリス  ハイヌーン  キルア  キヤロツトK  ET 岡山県　岡山県農林水産総合センター畜産研究所 53 
55 1536998274 +3,118 +2,628 +370 +120 +102,619 +553 +70 +50 +0.90 +0.54 +1.17 2.02 121 デイベロツプ  ローソン  ロクシー  9827  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 55 
56 1421572466 +3,107 +2,930 +105 +72 +65,330 +1,132 +75 +57 +0.57 -0.50 +0.90 1.66 138 WHG  ミユージカル  ブルトン  ビツグアル  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 56 
57 1400869723 +3,106 +2,418 +567 +121 +134,266 +148 +91 +35 +1.19 +1.01 +1.44 1.72 126 WHG  パウリナ  フアインリー  レンジヤー  ET 岩手県　独立行政法人　家畜改良センター岩手牧場 57 
58 1525415386 +3,103 +2,438 +478 +187 +148,763 +806 +61 +48 +0.92 +0.46 +1.61 1.33 126 ウチ  ルーイーザ  ホツトジヨブ  ET 枝幸町　内田　喜久男 58 
59 1506101543 +3,099 +2,822 +179 +98 +108,833 +1,054 +72 +55 +0.54 +0.36 +0.86 1.68 135 KON  スシー  D  ミステイー 枝幸町　今　賢二 59 
60 1432820129 +3,094 +2,791 +257 +46 +74,566 +933 +77 +52 +0.52 +0.09 +1.02 1.98 139 フオレストフエアリー  ヨーダ  アーミー  2012  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 60 
61 1596210040 +3,092 +2,860 +109 +123 +133,135 +1,085 +82 +52 +0.46 +0.27 +0.39 1.44 134 ミツドフイールド  CCM  パーハル  ET 江別市　中田　和孝 61 
62 1615109270 +3,088 +3,018 +33 +37 +113,497 +1,247 +91 +53 +0.53 -0.18 +0.59 2.30 126 グリーンスター  J  エン  ブライシヤ 標津町　郷野　由継 62 
63 1383929193 +3,087 +2,856 +248 -17 +59,170 +1,176 +72 +56 +0.64 -0.32 +1.27 2.12 144 テインカーベル  ヨダー  デザイア  ET 別海町　有限会社　オードリーファーム 63 
64 1531913906 +3,085 +2,850 +255 -20 +97,244 +1,488 +74 +55 +0.38 +0.27 +0.87 1.91 147 サミツトリー  アンジエラ  S  ソリユーシヨン  3  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 64 
65 1468514832 +3,084 +2,865 +231 -12 +58,820 +1,495 +63 +60 +0.85 -0.06 +0.83 2.17 147 クラウン  SP  ブランデイ  ブーテイー 湧別町　関口　哲治 65 
66 1576212248 +3,081 +2,753 +254 +74 +105,892 +1,368 +67 +55 +0.64 +0.28 +0.80 1.86 136 レークビユー  リーニング  キヤツトドクター  ET 佐呂間町　惣田　譲治 66 
67 1617825437 +3,080 +2,560 +356 +164 +107,069 +730 +65 +50 +0.97 +0.39 +1.24 1.72 124 サニーウエイ  ウエストコースト  アルタホツトハンド  ET 厚岸町　橋本　隆幸 67 
68 1614209384 +3,078 +2,758 +222 +98 +77,283 +884 +77 +51 +0.89 +0.03 +1.07 1.82 130 スカイザリミツト  ローソン  ミラブル  ET 寿都　居川　孝志 68 
69 1437817292 +3,077 +3,029 +118 -70 +81,815 +1,728 +87 +55 +0.46 -0.05 +0.55 2.27 149 YKT  JS  ダンテ  ノワール  ET 帯広市　杉浦　友樹 69 
69 1437118085 +3,077 +2,812 +263 +2 +95,169 +1,360 +64 +58 +0.60 +0.45 +0.80 1.99 143 プレインヒル  ロツクスター  ロビン  ET 標津町　大迫　誠一 69 
71 1494814432 +3,071 +2,616 +305 +150 +115,264 +450 +86 +43 +0.80 +0.38 +1.33 1.72 123 ルージユ  モンテ  ソリユーシヨン  シヤトー 枝幸町　赤坂　一弘 71 
72 1620800759 +3,063 +2,708 +337 +18 +128,443 +831 +83 +47 +1.16 +0.73 +1.14 1.76 147 デイベロツプ  デクラン  リデイア  0075  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 72 
73 1492613631 +3,060 +2,556 +391 +113 +107,365 +896 +72 +47 +1.47 +0.52 +1.55 1.76 132 HSY  ブーテイー  レギンス  フレア 白糠町　細谷　美加子 73 
74 0869013746 +3,057 +2,840 +209 +8 +108,500 +1,251 +66 +58 +0.36 -0.01 +1.02 1.76 146 エルムデール  PED  エリカ  アイリス  ET 枝幸町　株式会社　エルムデールファーム 74 
75 1572873504 +3,056 +2,515 +356 +185 +86,140 +806 +69 +47 +0.85 +0.31 +1.35 1.75 120 RE  ローリー  イメージン  アール  ハーパー 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 75 
76 1518314221 +3,054 +2,550 +404 +100 +108,504 +1,460 +45 +58 +1.23 +0.19 +1.75 1.81 131 フレツシユ  フラワー  ナツ 富良野市　操上　美嘉子 76 
77 1620800490 +3,051 +2,982 +105 -36 +94,365 +1,395 +86 +54 +0.32 -0.27 +1.14 2.25 142 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0049  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 77 
78 1421919117 +3,049 +2,642 +289 +118 +102,271 +1,524 +71 +50 +0.81 +0.27 +1.30 1.86 125 イナパート  LF  ハイ  ソリユーシヨン 富良野市　奥　祐樹 78 
78 1457620209 +3,049 +2,544 +432 +73 +155,603 +298 +88 +40 +0.78 +0.16 +1.81 2.10 124 ピユアソウル  レイダー  ミーシヤ  ET 猿払村　丹治　智寛 78 
80 1536996874 +3,047 +3,036 -5 +16 +115,729 +1,375 +73 +61 +0.10 +0.14 +0.13 1.70 147 デイベロツプ  ヒユーイ  ボヤンカ  9687  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 80 
80 1620800438 +3,047 +2,744 +225 +78 +95,806 +1,071 +76 +51 +0.77 +0.07 +1.20 2.08 130 デイベロツプ  ブーテイー  エロンダ  0043 美瑛町　株式会社　稲川牧場 80 
82 1393328740 +3,045 +2,636 +363 +46 +80,989 +915 +73 +49 +1.17 +0.76 +1.28 1.75 142 ランアツプ  ペニア  アルタホツトジヨブ 紋別市　植田　和也 82 
83 1603516813 +3,040 +2,735 +220 +85 +101,164 +864 +85 +47 +0.51 +0.02 +1.00 1.72 136 オムラークレスト  スカイバツク 枝幸町　小椋　義則 83 
84 1572292732 +3,039 +2,921 +157 -39 +43,056 +903 +84 +53 +0.99 +0.12 +1.01 1.79 154 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9273  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 84 
85 1403120036 +3,035 +2,876 +179 -20 +81,175 +766 +59 +62 +0.35 +0.15 +0.53 2.41 134 エンブレムK  モントーヤ  シヤネル  ET 大樹町　株式会社　エンブレム－K 85 
85 1609711441 +3,035 +2,810 +65 +160 +115,755 +727 +88 +48 +0.01 +0.11 +0.46 1.48 129 ワカナ  ソリユート  バトラー  ET 安平町　伊藤　雄太 85 
87 1518314283 +3,034 +2,690 +156 +188 +120,214 +552 +89 +44 +0.91 +0.07 +0.89 1.54 123 クロケツト  エーカース  F  イーデン  ET 富良野市　操上　美嘉子 87 
88 1413226414 +3,028 +2,665 +345 +18 +98,643 +1,329 +63 +54 +1.06 +0.62 +1.22 1.87 143 フアインデール  デユーグツド  バローズ 標茶町　株式会社　ファインデール 88 
89 +3,027 +2,446 +476 +105 +96,037 +573 +64 +47 +1.34 +0.36 +1.92 1.48 141 　 89 
90 1495615625 +3,022 +2,876 +142 +4 +84,052 +1,151 +88 +50 +0.56 +0.08 +0.57 1.79 146 テイーマー  バラード  スカイバツク  ソアリン  ET 北見市　村岡　勉 90 
90 1421572022 +3,022 +2,557 +334 +131 +86,882 +735 +60 +52 +1.11 +0.25 +1.50 1.72 128 WHG  ボニー  フオーチユネート  ホツトハンド  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 90 
92 1569912162 +3,018 +2,656 +197 +165 +91,167 +1,192 +72 +50 +0.88 +0.58 +0.59 1.54 127 プラムオーチヤード  ラピツド  タルト 日高町　梅村　義郎 92 
93 1596210064 +3,017 +2,883 +0 +134 +106,807 +1,837 +74 +56 +0.30 +0.06 +0.28 1.47 137 ミツドフイールド  CCM  アニース  ET 江別市　中田　和孝 93 
94 1531913975 +3,012 +2,974 +83 -45 +102,683 +1,551 +83 +55 +0.53 -0.14 +0.69 2.26 143 サミツトリー  ローンリー  ジエダイ  デクラン  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 94 
95 1596180534 +3,006 +2,762 +201 +43 +69,547 +1,228 +70 +54 +0.69 -0.27 +1.17 2.00 141 MFD  ウイスコンシン  モントーヤ 士別市　多田　和宏 95 
96 1579909442 +3,001 +2,817 +170 +14 +50,122 +1,498 +74 +54 +0.62 -0.52 +1.18 1.83 150 デイステイナルメイ  ヨーダ  メル  ET 紋別市　大久保　敬太 96 
97 +3,000 +2,624 +279 +97 +74,973 +1,197 +60 +54 +0.74 +0.14 +1.23 1.88 130 　 97 
98 1616921512 +2,993 +2,650 +320 +23 +116,514 +950 +74 +49 +0.94 +0.20 +1.48 2.10 131 フラーリツシユ  マンドリン  ラダー  ET 中標津町　福嶋　寿顕 98 
99 1518313873 +2,992 +2,857 +180 -45 +58,067 +894 +89 +49 +0.64 +0.40 +0.56 2.25 141 フレツシユ  アズキ 富良野市　操上　隆明 99 
100 1452316077 +2,990 +2,643 +313 +34 +59,631 +1,425 +59 +55 +1.00 +0.21 +1.25 1.95 140 オムラ  ストーン  ハート  ブーテイー 枝幸町　小椋　義則 100 
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

51 1505013830 +3,131 +2,727 +318 +86 +112,756 +851 +82 +48 +0.67 +0.63 +0.51 1.89 127 グリーンバンクス  ドラマラ  フロツシー  ET 幕別町　久保田　良幸 51 
52 0864329279 +3,126 +2,803 +247 +76 +97,231 +1,209 +73 +54 +0.82 +0.12 +0.88 1.90 135 SEAーLAKE  JOC  モントーヤ  クリンス  ET 湧別町　株式会社　SEA－LAKE 52 
53 1617408678 +3,122 +3,084 +80 -42 +89,720 +1,463 +91 +55 +0.40 -0.42 +1.06 2.09 149 シーダーハースト  デクラン  デイーン  ET 伊達市　白土　成太郎 53 
53 1354972012 +3,122 +2,639 +403 +80 +123,864 +1,024 +78 +47 +1.12 +0.80 +1.00 1.71 136 OAC  キアリス  ハイヌーン  キルア  キヤロツトK  ET 岡山県　岡山県農林水産総合センター畜産研究所 53 
55 1536998274 +3,118 +2,628 +370 +120 +102,619 +553 +70 +50 +0.90 +0.54 +1.17 2.02 121 デイベロツプ  ローソン  ロクシー  9827  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 55 
56 1421572466 +3,107 +2,930 +105 +72 +65,330 +1,132 +75 +57 +0.57 -0.50 +0.90 1.66 138 WHG  ミユージカル  ブルトン  ビツグアル  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 56 
57 1400869723 +3,106 +2,418 +567 +121 +134,266 +148 +91 +35 +1.19 +1.01 +1.44 1.72 126 WHG  パウリナ  フアインリー  レンジヤー  ET 岩手県　独立行政法人　家畜改良センター岩手牧場 57 
58 1525415386 +3,103 +2,438 +478 +187 +148,763 +806 +61 +48 +0.92 +0.46 +1.61 1.33 126 ウチ  ルーイーザ  ホツトジヨブ  ET 枝幸町　内田　喜久男 58 
59 1506101543 +3,099 +2,822 +179 +98 +108,833 +1,054 +72 +55 +0.54 +0.36 +0.86 1.68 135 KON  スシー  D  ミステイー 枝幸町　今　賢二 59 
60 1432820129 +3,094 +2,791 +257 +46 +74,566 +933 +77 +52 +0.52 +0.09 +1.02 1.98 139 フオレストフエアリー  ヨーダ  アーミー  2012  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 60 
61 1596210040 +3,092 +2,860 +109 +123 +133,135 +1,085 +82 +52 +0.46 +0.27 +0.39 1.44 134 ミツドフイールド  CCM  パーハル  ET 江別市　中田　和孝 61 
62 1615109270 +3,088 +3,018 +33 +37 +113,497 +1,247 +91 +53 +0.53 -0.18 +0.59 2.30 126 グリーンスター  J  エン  ブライシヤ 標津町　郷野　由継 62 
63 1383929193 +3,087 +2,856 +248 -17 +59,170 +1,176 +72 +56 +0.64 -0.32 +1.27 2.12 144 テインカーベル  ヨダー  デザイア  ET 別海町　有限会社　オードリーファーム 63 
64 1531913906 +3,085 +2,850 +255 -20 +97,244 +1,488 +74 +55 +0.38 +0.27 +0.87 1.91 147 サミツトリー  アンジエラ  S  ソリユーシヨン  3  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 64 
65 1468514832 +3,084 +2,865 +231 -12 +58,820 +1,495 +63 +60 +0.85 -0.06 +0.83 2.17 147 クラウン  SP  ブランデイ  ブーテイー 湧別町　関口　哲治 65 
66 1576212248 +3,081 +2,753 +254 +74 +105,892 +1,368 +67 +55 +0.64 +0.28 +0.80 1.86 136 レークビユー  リーニング  キヤツトドクター  ET 佐呂間町　惣田　譲治 66 
67 1617825437 +3,080 +2,560 +356 +164 +107,069 +730 +65 +50 +0.97 +0.39 +1.24 1.72 124 サニーウエイ  ウエストコースト  アルタホツトハンド  ET 厚岸町　橋本　隆幸 67 
68 1614209384 +3,078 +2,758 +222 +98 +77,283 +884 +77 +51 +0.89 +0.03 +1.07 1.82 130 スカイザリミツト  ローソン  ミラブル  ET 寿都　居川　孝志 68 
69 1437817292 +3,077 +3,029 +118 -70 +81,815 +1,728 +87 +55 +0.46 -0.05 +0.55 2.27 149 YKT  JS  ダンテ  ノワール  ET 帯広市　杉浦　友樹 69 
69 1437118085 +3,077 +2,812 +263 +2 +95,169 +1,360 +64 +58 +0.60 +0.45 +0.80 1.99 143 プレインヒル  ロツクスター  ロビン  ET 標津町　大迫　誠一 69 
71 1494814432 +3,071 +2,616 +305 +150 +115,264 +450 +86 +43 +0.80 +0.38 +1.33 1.72 123 ルージユ  モンテ  ソリユーシヨン  シヤトー 枝幸町　赤坂　一弘 71 
72 1620800759 +3,063 +2,708 +337 +18 +128,443 +831 +83 +47 +1.16 +0.73 +1.14 1.76 147 デイベロツプ  デクラン  リデイア  0075  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 72 
73 1492613631 +3,060 +2,556 +391 +113 +107,365 +896 +72 +47 +1.47 +0.52 +1.55 1.76 132 HSY  ブーテイー  レギンス  フレア 白糠町　細谷　美加子 73 
74 0869013746 +3,057 +2,840 +209 +8 +108,500 +1,251 +66 +58 +0.36 -0.01 +1.02 1.76 146 エルムデール  PED  エリカ  アイリス  ET 枝幸町　株式会社　エルムデールファーム 74 
75 1572873504 +3,056 +2,515 +356 +185 +86,140 +806 +69 +47 +0.85 +0.31 +1.35 1.75 120 RE  ローリー  イメージン  アール  ハーパー 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 75 
76 1518314221 +3,054 +2,550 +404 +100 +108,504 +1,460 +45 +58 +1.23 +0.19 +1.75 1.81 131 フレツシユ  フラワー  ナツ 富良野市　操上　美嘉子 76 
77 1620800490 +3,051 +2,982 +105 -36 +94,365 +1,395 +86 +54 +0.32 -0.27 +1.14 2.25 142 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0049  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 77 
78 1421919117 +3,049 +2,642 +289 +118 +102,271 +1,524 +71 +50 +0.81 +0.27 +1.30 1.86 125 イナパート  LF  ハイ  ソリユーシヨン 富良野市　奥　祐樹 78 
78 1457620209 +3,049 +2,544 +432 +73 +155,603 +298 +88 +40 +0.78 +0.16 +1.81 2.10 124 ピユアソウル  レイダー  ミーシヤ  ET 猿払村　丹治　智寛 78 
80 1536996874 +3,047 +3,036 -5 +16 +115,729 +1,375 +73 +61 +0.10 +0.14 +0.13 1.70 147 デイベロツプ  ヒユーイ  ボヤンカ  9687  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 80 
80 1620800438 +3,047 +2,744 +225 +78 +95,806 +1,071 +76 +51 +0.77 +0.07 +1.20 2.08 130 デイベロツプ  ブーテイー  エロンダ  0043 美瑛町　株式会社　稲川牧場 80 
82 1393328740 +3,045 +2,636 +363 +46 +80,989 +915 +73 +49 +1.17 +0.76 +1.28 1.75 142 ランアツプ  ペニア  アルタホツトジヨブ 紋別市　植田　和也 82 
83 1603516813 +3,040 +2,735 +220 +85 +101,164 +864 +85 +47 +0.51 +0.02 +1.00 1.72 136 オムラークレスト  スカイバツク 枝幸町　小椋　義則 83 
84 1572292732 +3,039 +2,921 +157 -39 +43,056 +903 +84 +53 +0.99 +0.12 +1.01 1.79 154 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9273  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 84 
85 1403120036 +3,035 +2,876 +179 -20 +81,175 +766 +59 +62 +0.35 +0.15 +0.53 2.41 134 エンブレムK  モントーヤ  シヤネル  ET 大樹町　株式会社　エンブレム－K 85 
85 1609711441 +3,035 +2,810 +65 +160 +115,755 +727 +88 +48 +0.01 +0.11 +0.46 1.48 129 ワカナ  ソリユート  バトラー  ET 安平町　伊藤　雄太 85 
87 1518314283 +3,034 +2,690 +156 +188 +120,214 +552 +89 +44 +0.91 +0.07 +0.89 1.54 123 クロケツト  エーカース  F  イーデン  ET 富良野市　操上　美嘉子 87 
88 1413226414 +3,028 +2,665 +345 +18 +98,643 +1,329 +63 +54 +1.06 +0.62 +1.22 1.87 143 フアインデール  デユーグツド  バローズ 標茶町　株式会社　ファインデール 88 
89 +3,027 +2,446 +476 +105 +96,037 +573 +64 +47 +1.34 +0.36 +1.92 1.48 141 　 89 
90 1495615625 +3,022 +2,876 +142 +4 +84,052 +1,151 +88 +50 +0.56 +0.08 +0.57 1.79 146 テイーマー  バラード  スカイバツク  ソアリン  ET 北見市　村岡　勉 90 
90 1421572022 +3,022 +2,557 +334 +131 +86,882 +735 +60 +52 +1.11 +0.25 +1.50 1.72 128 WHG  ボニー  フオーチユネート  ホツトハンド  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 90 
92 1569912162 +3,018 +2,656 +197 +165 +91,167 +1,192 +72 +50 +0.88 +0.58 +0.59 1.54 127 プラムオーチヤード  ラピツド  タルト 日高町　梅村　義郎 92 
93 1596210064 +3,017 +2,883 +0 +134 +106,807 +1,837 +74 +56 +0.30 +0.06 +0.28 1.47 137 ミツドフイールド  CCM  アニース  ET 江別市　中田　和孝 93 
94 1531913975 +3,012 +2,974 +83 -45 +102,683 +1,551 +83 +55 +0.53 -0.14 +0.69 2.26 143 サミツトリー  ローンリー  ジエダイ  デクラン  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 94 
95 1596180534 +3,006 +2,762 +201 +43 +69,547 +1,228 +70 +54 +0.69 -0.27 +1.17 2.00 141 MFD  ウイスコンシン  モントーヤ 士別市　多田　和宏 95 
96 1579909442 +3,001 +2,817 +170 +14 +50,122 +1,498 +74 +54 +0.62 -0.52 +1.18 1.83 150 デイステイナルメイ  ヨーダ  メル  ET 紋別市　大久保　敬太 96 
97 +3,000 +2,624 +279 +97 +74,973 +1,197 +60 +54 +0.74 +0.14 +1.23 1.88 130 　 97 
98 1616921512 +2,993 +2,650 +320 +23 +116,514 +950 +74 +49 +0.94 +0.20 +1.48 2.10 131 フラーリツシユ  マンドリン  ラダー  ET 中標津町　福嶋　寿顕 98 
99 1518313873 +2,992 +2,857 +180 -45 +58,067 +894 +89 +49 +0.64 +0.40 +0.56 2.25 141 フレツシユ  アズキ 富良野市　操上　隆明 99 
100 1452316077 +2,990 +2,643 +313 +34 +59,631 +1,425 +59 +55 +1.00 +0.21 +1.25 1.95 140 オムラ  ストーン  ハート  ブーテイー 枝幸町　小椋　義則 100 
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

101 1620800780 +2,978 +2,581 +205 +192 +131,271 +1,207 +69 +49 +0.45 +0.05 +1.08 1.34 128 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  0078 美瑛町　株式会社　稲川牧場 101 
101 1391598749 +2,978 +2,529 +368 +81 +124,277 +865 +70 +47 +0.67 +0.58 +1.18 1.47 140 Lハート  G  ダビンチ  ヒユーイ  2  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 101 
103 0869830879 +2,974 +2,556 +324 +94 +164,508 +491 +72 +47 +0.54 +0.31 +1.23 1.46 137 SEAーLAKE  JAN  ヒユーイ  スニー 湧別町　株式会社　SEA－LAKE 103 
104 1577111960 +2,973 +2,717 +228 +28 +106,707 +1,417 +74 +51 +0.95 +0.24 +0.93 1.81 144 ベルスマート  ジヤマルコ  マイ  カード 芽室町　鈴木　進 104 
105 1620800544 +2,970 +2,648 +302 +20 +112,638 +79 +98 +39 +0.61 +0.41 +0.93 2.01 136 デイベロツプ  ユアコール  リデイア  0054  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 105 
106 0869013753 +2,969 +2,955 +53 -39 +99,654 +1,440 +72 +59 +0.43 -0.15 +0.61 2.23 143 エルムデール  PED  エリカ  エアリス  ET 枝幸町　株式会社　エルムデールファーム 106 
107 1518314252 +2,962 +2,611 +217 +134 +113,412 +1,028 +47 +59 +0.85 +0.21 +0.84 1.46 134 クロケツトエーカース  F  エデイータ  ET 富良野市　操上　美嘉子 107 
108 0869832415 +2,958 +2,880 +88 -10 +92,516 +1,315 +81 +53 +0.44 -0.16 +0.95 1.92 143 SEAーLAKE  DRC  ソリユーシヨン  ジーブ 湧別町　株式会社　SEA－LAKE 108 
109 1531913821 +2,951 +2,735 +131 +85 +117,262 +864 +85 +47 +0.18 +0.12 +0.63 1.19 145 サミツトリー  アンジエラ  S  ソリユーシヨン  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 109 
111 1466517262 +2,947 +2,712 +103 +132 +108,569 +480 +93 +43 +0.51 +0.21 +0.58 1.84 124 オムラ  エコー  HT  1726 枝幸町　小椋　義則 111 
112 1434223188 +2,945 +2,826 +130 -11 +84,351 +1,154 +94 +46 +0.96 +0.21 +1.03 2.10 140 シツク  LJ  ロケツト  スタート  ET 湧別町　竹内　洋文 112 
113 1626232417 +2,940 +2,650 +179 +111 +81,385 +1,365 +74 +49 +0.47 +0.14 +0.80 1.64 131 アミスター  ソリユート  パリス 中標津町　有限会社　工藤牧場 113 
114 1600410602 +2,929 +2,426 +369 +134 +120,820 +752 +65 +46 +0.90 +0.31 +1.53 2.04 120 プラスバーランド  シルク  P  ET 苫前町　工藤　主税 114 
115 0867033005 +2,926 +2,542 +192 +192 +60,898 +647 +71 +47 +0.80 +0.26 +0.68 1.56 126 コイワイ  モントーヤ  マツカチエン  レデイシヤウナ 岩手県　小岩井農牧株式会社　小岩井農場 115 
116 1565036893 +2,924 +2,913 -3 +14 +96,220 +1,022 +81 +54 +0.15 -0.09 +0.22 1.57 153 セブンスヘブン  ソリユーシヨン  スカイ  ET 岩手県　鈴木　稔 116 
116 1583120352 +2,924 +2,503 +185 +236 +126,230 +602 +73 +45 +0.34 -0.10 +0.72 1.62 113 フラーリツシユ  HK  コスモポリタン  ET 中標津町　福嶋　寿顕 116 
118 1393628604 +2,922 +2,627 +149 +146 +81,187 +859 +82 +45 +0.41 +0.02 +0.96 1.86 121 BRF  エンデバー  マカロニ  サラダ  ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 118 
119 1391730880 +2,921 +2,357 +339 +225 +131,533 +1,489 +60 +46 +0.41 +0.64 +0.90 1.43 120 アミスターT  ソリユート  クロム  ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 119 
120 1600872127 +2,918 +2,814 +131 -27 +53,682 +1,203 +69 +56 +0.60 -0.02 +0.82 2.32 138 OAC  ゼツプ  モントーヤ  ゼツト 岡山県　岡山県農林水産総合センター畜産研究所 120 
120 1543013229 +2,918 +2,735 +51 +132 +105,061 +747 +85 +47 +0.43 -0.04 +0.50 1.75 130 プレイン  ヘンデル  ミツチー  エンデバー  ET 豊富町　平野　洋巳 120 
120 1462315435 +2,918 +2,611 +258 +49 +101,549 +685 +76 +47 +1.31 +0.21 +1.06 1.85 137 ハツピークロス  モントーヤ  アイ 帯広市　辻　正和 120 
123 1572291865 +2,916 +2,734 +195 -13 +88,022 +1,103 +68 +54 +1.04 -0.02 +1.29 1.83 146 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9186  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 123 
123 1453916450 +2,916 +2,608 +200 +108 +110,799 +1,181 +83 +44 +0.40 +0.13 +0.93 1.80 131 ハツピネス  RAL  SOL  フアニー  ET 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 123 
125 1482813799 +2,915 +2,813 +111 -9 +107,203 +1,069 +81 +51 +0.42 -0.04 +0.81 2.07 138 エクセルシア  JF  デリシヤス  ET 中標津町　久保　剛 125 
126 1619825275 +2,912 +2,910 +62 -60 +91,094 +1,438 +88 +51 +0.54 +0.10 +0.53 2.19 146 ブライトランド  JC  デクラン  バンビ  ET 弟子屈町　坪井　泰憲 126 
127 1421573005 +2,909 +2,700 +109 +100 +109,989 +1,024 +80 +48 +0.32 -0.30 +0.77 1.60 134 WHG  メイ  リーズンド  ソリユーシヨン  セカンド  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 127 
128 1607272593 +2,907 +2,740 +16 +151 +137,854 +1,685 +95 +43 +0.24 -0.09 +0.42 1.50 131 OAC  キヤリー  デクラン  キヤシー  チヤシテイ  ET 岡山県　岡山県農林水産総合センター畜産研究所 128 
128 1491716401 +2,907 +2,705 +178 +24 +82,701 +843 +78 +49 +0.69 +0.25 +0.65 2.33 125 MS  ホワイト  ローソン 鶴居村　松下　雅幸 128 
130 1607350888 +2,906 +2,613 +247 +46 +95,632 +1,162 +81 +45 +0.60 +0.14 +1.11 1.89 138 アイチ  ラボン  ダンテ  ラプソデイー  ET 愛知県　愛知県畜産総合センター 130 
131 1494214164 +2,905 +2,169 +428 +308 +143,394 +650 +56 +42 +1.04 +0.42 +1.41 1.05 119 ストレチア  スラムダンク  クレア  ET 雄武町　坂口　和彦 131 
132 1573774985 +2,902 +2,426 +345 +131 +105,571 +1,037 +65 +46 +1.17 +0.46 +1.56 1.67 131 ドラゴンブルー  ドロツプ  S  エントラス  ET 岩手県　山崎　敏 132 
133 1443422480 +2,899 +2,560 +225 +114 +129,756 +1,547 +65 +50 +0.81 +0.23 +0.92 1.66 129 ヘイチヤン  OSE  ウエルカム  ヘブンアナザー  ET 白糠町　合同会社　伊深ファーム 133 
134 0869136865 +2,897 +2,309 +424 +164 +155,297 +724 +71 +40 +0.52 +0.29 +1.56 1.51 128 コイワイ  リオ  バンダレス  B  ローザ  ET 岩手県　小岩井農牧株式会社　小岩井農場 134 
135 1608810428 +2,895 +2,548 +263 +84 +103,645 +979 +69 +48 +0.61 +0.23 +1.06 2.02 126 ワイケーランド  ヘンデル  アルタホツトジヨブ  ET 天塩町　今野　泰宏 135 
136 1429719511 +2,890 +2,647 +212 +31 +76,881 +523 +81 +46 +0.95 +0.21 +0.89 1.89 141 ピユアソウル  ビジヨン  AM  リオン  ET 猿払村　丹治　智寛 136 
137 1561112003 +2,881 +2,811 +129 -59 +55,346 +381 +76 +53 +0.38 +0.03 +0.61 2.16 148 キヤトルチヤムズ  バリスト  S  レイ 稚内市　佐藤　正輝 137 
137 1421572510 +2,881 +2,424 +267 +190 +78,984 +688 +60 +48 +0.52 +0.38 +0.86 1.76 114 RE  ジユデイス  マグニフイツク  ローソン  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 137 
139 1401727220 +2,877 +2,465 +194 +218 +129,538 +661 +92 +36 +0.35 +0.15 +0.82 1.73 114 ケネカランド  ジエノ  ルビー  チヤーム  ET 中標津町　株式会社　ケネカランド 139 
140 1430319939 +2,876 +2,545 +164 +167 +117,307 +810 +76 +45 +0.59 +0.05 +0.62 1.74 123 サンハイ  フアーニアー  ナツシユビル  03  ET 中標津町　有限会社　サンハイファーム 140 
140 1375531090 +2,876 +2,405 +307 +164 +121,008 +926 +61 +47 +0.54 +0.19 +1.04 1.17 143 S.P  ワイルダー  ミランダ  ウイリー  ET 鶴居村　農事組合法人　高橋農場 140 
142 1453916481 +2,872 +2,506 +234 +132 +120,627 +1,269 +78 +43 +0.67 +0.30 +0.82 1.67 133 ハツピネス  RAL  SOL  フオーエバー  ET 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 142 
143 1577510220 +2,870 +2,991 -68 -53 +68,507 +1,296 +77 +58 +0.12 -0.58 +0.46 2.48 138 ハピニスフアーム  ホープ  ハツピー  シヤネル  ET 宮崎県　前原　和明 143 
144 1608910388 +2,866 +2,258 +422 +186 +92,289 +155 +60 +43 +0.86 +0.61 +1.31 1.83 115 ビツグスタート  スターリング  ブーテイー 小清水町　有限会社　大出農場 144 
145 1536998335 +2,865 +2,744 +117 +4 +104,822 +1,074 +76 +51 +0.48 -0.06 +0.99 1.63 149 デイベロツプ  デクラン  サンダンデルコ  9833 美瑛町　株式会社　稲川牧場 145 
146 1536997741 +2,864 +2,649 +139 +76 +92,346 +1,513 +57 +56 +0.39 +0.34 +0.56 1.85 137 デイベロツプ  スラムダンク  プリン  9774  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 146 
146 1518313842 +2,864 +2,468 +272 +124 +126,872 +513 +68 +46 +1.04 -0.06 +1.38 1.57 133 クロケツトエーカース  F  ジル  スチユアート  ET 富良野市　操上　美嘉子 146 
148 1391598848 +2,863 +2,495 +293 +75 +98,670 +843 +70 +46 +0.69 +0.57 +0.93 1.51 139 Lハート  G  ダビンチ  ヒユーイ  4  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 148 
149 1421546665 +2,860 +2,741 +40 +79 +108,288 +580 +83 +48 +0.40 +0.10 +0.43 1.64 135 ウエダフアーム  ビユーテイフル  コベア  ET 湧別町　株式会社　ウエダファーム 149 
149 +2,860 +2,719 +103 +38 +73,960 +929 +79 +49 +0.24 +0.02 +0.36 2.02 138 　 149 
151 1520613145 +2,859 +2,471 +229 +159 +113,158 +848 +61 +49 +0.73 +0.31 +0.94 1.47 133 ロツクフイールド  ホツトジヨブ  デイジー  ET 紋別市　岩田　政徳 151 
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

101 1620800780 +2,978 +2,581 +205 +192 +131,271 +1,207 +69 +49 +0.45 +0.05 +1.08 1.34 128 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  0078 美瑛町　株式会社　稲川牧場 101 
101 1391598749 +2,978 +2,529 +368 +81 +124,277 +865 +70 +47 +0.67 +0.58 +1.18 1.47 140 Lハート  G  ダビンチ  ヒユーイ  2  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 101 
103 0869830879 +2,974 +2,556 +324 +94 +164,508 +491 +72 +47 +0.54 +0.31 +1.23 1.46 137 SEAーLAKE  JAN  ヒユーイ  スニー 湧別町　株式会社　SEA－LAKE 103 
104 1577111960 +2,973 +2,717 +228 +28 +106,707 +1,417 +74 +51 +0.95 +0.24 +0.93 1.81 144 ベルスマート  ジヤマルコ  マイ  カード 芽室町　鈴木　進 104 
105 1620800544 +2,970 +2,648 +302 +20 +112,638 +79 +98 +39 +0.61 +0.41 +0.93 2.01 136 デイベロツプ  ユアコール  リデイア  0054  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 105 
106 0869013753 +2,969 +2,955 +53 -39 +99,654 +1,440 +72 +59 +0.43 -0.15 +0.61 2.23 143 エルムデール  PED  エリカ  エアリス  ET 枝幸町　株式会社　エルムデールファーム 106 
107 1518314252 +2,962 +2,611 +217 +134 +113,412 +1,028 +47 +59 +0.85 +0.21 +0.84 1.46 134 クロケツトエーカース  F  エデイータ  ET 富良野市　操上　美嘉子 107 
108 0869832415 +2,958 +2,880 +88 -10 +92,516 +1,315 +81 +53 +0.44 -0.16 +0.95 1.92 143 SEAーLAKE  DRC  ソリユーシヨン  ジーブ 湧別町　株式会社　SEA－LAKE 108 
109 1531913821 +2,951 +2,735 +131 +85 +117,262 +864 +85 +47 +0.18 +0.12 +0.63 1.19 145 サミツトリー  アンジエラ  S  ソリユーシヨン  ET 豊浦町　株式会社　山口牧場 109 
111 1466517262 +2,947 +2,712 +103 +132 +108,569 +480 +93 +43 +0.51 +0.21 +0.58 1.84 124 オムラ  エコー  HT  1726 枝幸町　小椋　義則 111 
112 1434223188 +2,945 +2,826 +130 -11 +84,351 +1,154 +94 +46 +0.96 +0.21 +1.03 2.10 140 シツク  LJ  ロケツト  スタート  ET 湧別町　竹内　洋文 112 
113 1626232417 +2,940 +2,650 +179 +111 +81,385 +1,365 +74 +49 +0.47 +0.14 +0.80 1.64 131 アミスター  ソリユート  パリス 中標津町　有限会社　工藤牧場 113 
114 1600410602 +2,929 +2,426 +369 +134 +120,820 +752 +65 +46 +0.90 +0.31 +1.53 2.04 120 プラスバーランド  シルク  P  ET 苫前町　工藤　主税 114 
115 0867033005 +2,926 +2,542 +192 +192 +60,898 +647 +71 +47 +0.80 +0.26 +0.68 1.56 126 コイワイ  モントーヤ  マツカチエン  レデイシヤウナ 岩手県　小岩井農牧株式会社　小岩井農場 115 
116 1565036893 +2,924 +2,913 -3 +14 +96,220 +1,022 +81 +54 +0.15 -0.09 +0.22 1.57 153 セブンスヘブン  ソリユーシヨン  スカイ  ET 岩手県　鈴木　稔 116 
116 1583120352 +2,924 +2,503 +185 +236 +126,230 +602 +73 +45 +0.34 -0.10 +0.72 1.62 113 フラーリツシユ  HK  コスモポリタン  ET 中標津町　福嶋　寿顕 116 
118 1393628604 +2,922 +2,627 +149 +146 +81,187 +859 +82 +45 +0.41 +0.02 +0.96 1.86 121 BRF  エンデバー  マカロニ  サラダ  ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 118 
119 1391730880 +2,921 +2,357 +339 +225 +131,533 +1,489 +60 +46 +0.41 +0.64 +0.90 1.43 120 アミスターT  ソリユート  クロム  ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 119 
120 1600872127 +2,918 +2,814 +131 -27 +53,682 +1,203 +69 +56 +0.60 -0.02 +0.82 2.32 138 OAC  ゼツプ  モントーヤ  ゼツト 岡山県　岡山県農林水産総合センター畜産研究所 120 
120 1543013229 +2,918 +2,735 +51 +132 +105,061 +747 +85 +47 +0.43 -0.04 +0.50 1.75 130 プレイン  ヘンデル  ミツチー  エンデバー  ET 豊富町　平野　洋巳 120 
120 1462315435 +2,918 +2,611 +258 +49 +101,549 +685 +76 +47 +1.31 +0.21 +1.06 1.85 137 ハツピークロス  モントーヤ  アイ 帯広市　辻　正和 120 
123 1572291865 +2,916 +2,734 +195 -13 +88,022 +1,103 +68 +54 +1.04 -0.02 +1.29 1.83 146 デイベロツプ  モントーヤ  プリン  9186  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 123 
123 1453916450 +2,916 +2,608 +200 +108 +110,799 +1,181 +83 +44 +0.40 +0.13 +0.93 1.80 131 ハツピネス  RAL  SOL  フアニー  ET 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 123 
125 1482813799 +2,915 +2,813 +111 -9 +107,203 +1,069 +81 +51 +0.42 -0.04 +0.81 2.07 138 エクセルシア  JF  デリシヤス  ET 中標津町　久保　剛 125 
126 1619825275 +2,912 +2,910 +62 -60 +91,094 +1,438 +88 +51 +0.54 +0.10 +0.53 2.19 146 ブライトランド  JC  デクラン  バンビ  ET 弟子屈町　坪井　泰憲 126 
127 1421573005 +2,909 +2,700 +109 +100 +109,989 +1,024 +80 +48 +0.32 -0.30 +0.77 1.60 134 WHG  メイ  リーズンド  ソリユーシヨン  セカンド  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 127 
128 1607272593 +2,907 +2,740 +16 +151 +137,854 +1,685 +95 +43 +0.24 -0.09 +0.42 1.50 131 OAC  キヤリー  デクラン  キヤシー  チヤシテイ  ET 岡山県　岡山県農林水産総合センター畜産研究所 128 
128 1491716401 +2,907 +2,705 +178 +24 +82,701 +843 +78 +49 +0.69 +0.25 +0.65 2.33 125 MS  ホワイト  ローソン 鶴居村　松下　雅幸 128 
130 1607350888 +2,906 +2,613 +247 +46 +95,632 +1,162 +81 +45 +0.60 +0.14 +1.11 1.89 138 アイチ  ラボン  ダンテ  ラプソデイー  ET 愛知県　愛知県畜産総合センター 130 
131 1494214164 +2,905 +2,169 +428 +308 +143,394 +650 +56 +42 +1.04 +0.42 +1.41 1.05 119 ストレチア  スラムダンク  クレア  ET 雄武町　坂口　和彦 131 
132 1573774985 +2,902 +2,426 +345 +131 +105,571 +1,037 +65 +46 +1.17 +0.46 +1.56 1.67 131 ドラゴンブルー  ドロツプ  S  エントラス  ET 岩手県　山崎　敏 132 
133 1443422480 +2,899 +2,560 +225 +114 +129,756 +1,547 +65 +50 +0.81 +0.23 +0.92 1.66 129 ヘイチヤン  OSE  ウエルカム  ヘブンアナザー  ET 白糠町　合同会社　伊深ファーム 133 
134 0869136865 +2,897 +2,309 +424 +164 +155,297 +724 +71 +40 +0.52 +0.29 +1.56 1.51 128 コイワイ  リオ  バンダレス  B  ローザ  ET 岩手県　小岩井農牧株式会社　小岩井農場 134 
135 1608810428 +2,895 +2,548 +263 +84 +103,645 +979 +69 +48 +0.61 +0.23 +1.06 2.02 126 ワイケーランド  ヘンデル  アルタホツトジヨブ  ET 天塩町　今野　泰宏 135 
136 1429719511 +2,890 +2,647 +212 +31 +76,881 +523 +81 +46 +0.95 +0.21 +0.89 1.89 141 ピユアソウル  ビジヨン  AM  リオン  ET 猿払村　丹治　智寛 136 
137 1561112003 +2,881 +2,811 +129 -59 +55,346 +381 +76 +53 +0.38 +0.03 +0.61 2.16 148 キヤトルチヤムズ  バリスト  S  レイ 稚内市　佐藤　正輝 137 
137 1421572510 +2,881 +2,424 +267 +190 +78,984 +688 +60 +48 +0.52 +0.38 +0.86 1.76 114 RE  ジユデイス  マグニフイツク  ローソン  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 137 
139 1401727220 +2,877 +2,465 +194 +218 +129,538 +661 +92 +36 +0.35 +0.15 +0.82 1.73 114 ケネカランド  ジエノ  ルビー  チヤーム  ET 中標津町　株式会社　ケネカランド 139 
140 1430319939 +2,876 +2,545 +164 +167 +117,307 +810 +76 +45 +0.59 +0.05 +0.62 1.74 123 サンハイ  フアーニアー  ナツシユビル  03  ET 中標津町　有限会社　サンハイファーム 140 
140 1375531090 +2,876 +2,405 +307 +164 +121,008 +926 +61 +47 +0.54 +0.19 +1.04 1.17 143 S.P  ワイルダー  ミランダ  ウイリー  ET 鶴居村　農事組合法人　高橋農場 140 
142 1453916481 +2,872 +2,506 +234 +132 +120,627 +1,269 +78 +43 +0.67 +0.30 +0.82 1.67 133 ハツピネス  RAL  SOL  フオーエバー  ET 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 142 
143 1577510220 +2,870 +2,991 -68 -53 +68,507 +1,296 +77 +58 +0.12 -0.58 +0.46 2.48 138 ハピニスフアーム  ホープ  ハツピー  シヤネル  ET 宮崎県　前原　和明 143 
144 1608910388 +2,866 +2,258 +422 +186 +92,289 +155 +60 +43 +0.86 +0.61 +1.31 1.83 115 ビツグスタート  スターリング  ブーテイー 小清水町　有限会社　大出農場 144 
145 1536998335 +2,865 +2,744 +117 +4 +104,822 +1,074 +76 +51 +0.48 -0.06 +0.99 1.63 149 デイベロツプ  デクラン  サンダンデルコ  9833 美瑛町　株式会社　稲川牧場 145 
146 1536997741 +2,864 +2,649 +139 +76 +92,346 +1,513 +57 +56 +0.39 +0.34 +0.56 1.85 137 デイベロツプ  スラムダンク  プリン  9774  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 146 
146 1518313842 +2,864 +2,468 +272 +124 +126,872 +513 +68 +46 +1.04 -0.06 +1.38 1.57 133 クロケツトエーカース  F  ジル  スチユアート  ET 富良野市　操上　美嘉子 146 
148 1391598848 +2,863 +2,495 +293 +75 +98,670 +843 +70 +46 +0.69 +0.57 +0.93 1.51 139 Lハート  G  ダビンチ  ヒユーイ  4  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 148 
149 1421546665 +2,860 +2,741 +40 +79 +108,288 +580 +83 +48 +0.40 +0.10 +0.43 1.64 135 ウエダフアーム  ビユーテイフル  コベア  ET 湧別町　株式会社　ウエダファーム 149 
149 +2,860 +2,719 +103 +38 +73,960 +929 +79 +49 +0.24 +0.02 +0.36 2.02 138 　 149 
151 1520613145 +2,859 +2,471 +229 +159 +113,158 +848 +61 +49 +0.73 +0.31 +0.94 1.47 133 ロツクフイールド  ホツトジヨブ  デイジー  ET 紋別市　岩田　政徳 151 
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

152 1442318593 +2,858 +2,605 +192 +61 +100,894 +877 +78 +46 +0.53 +0.51 +0.61 2.06 132 エンドレス  アレクサ  ヒユーマン  ET 天塩町　石崎　直 152 
153 1444615416 +2,857 +2,550 +137 +170 +131,631 +1,235 +74 +46 +0.34 +0.27 +0.60 1.39 129 リツチモンド  SOR  ミク 苫小牧市　五十嵐　貴満 153 
154 1434223126 +2,856 +2,918 +86 -148 +72,219 +966 +91 +50 +0.24 -0.06 +0.68 2.69 145 ローヤル  デクラン  リンデイ  ET 湧別町　竹内　洋文 154 
154 1446518470 +2,856 +2,842 +17 -3 +98,158 +1,393 +71 +56 +0.09 -0.10 +0.41 2.26 134 イナパート  LF  モントーヤ  ET 富良野市　奥　祐樹 154 
156 1451019108 +2,855 +2,364 +351 +140 +143,050 +779 +75 +40 +0.83 +0.79 +1.29 1.58 126 コール  ソリユー  ジエム 中札内村　宮部　正邦 156 
157 1404523959 +2,854 +2,688 +161 +5 +83,437 +739 +84 +46 +0.40 +0.03 +0.78 1.83 142 ストークランド  クツキー  ソリユーシヨン  メハンサ 江別市　河野　愛 157 
158 1432820211 +2,852 +2,732 +146 -26 +47,410 +1,199 +63 +56 +0.26 +0.05 +0.61 2.26 142 フオレストフエアリー  ヨーダ  アーミー  2021  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 158 
159 1577111939 +2,849 +2,655 +82 +112 +106,714 +704 +84 +45 +0.43 -0.04 +0.56 1.77 130 ベルスマート  エンデバー  マイロード  ET 芽室町　鈴木　進 159 
159 1536997918 +2,849 +2,437 +292 +120 +122,492 +1,443 +73 +43 +0.74 +0.46 +1.26 1.68 131 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  9791  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 159 
161 1423401818 +2,848 +2,700 +27 +121 +95,611 +641 +80 +48 -0.23 -0.39 +0.58 2.11 117 KON  ブランデイ  エンデバー 枝幸町　今　賢二 161 
162 1450017037 +2,847 +2,500 +200 +147 +112,836 +931 +51 +54 +0.19 +0.44 +0.50 1.62 126 YKT  テツチエ  ナージア 帯広市　杉浦　尚 162 
162 1620801183 +2,847 +2,455 +290 +102 +104,388 +793 +84 +39 +0.82 -0.05 +1.47 1.75 130 デイベロツプ  エンデバー  クリアー  0118 美瑛町　株式会社　稲川牧場 162 
164 1576212279 +2,845 +2,612 +181 +52 +60,768 +985 +64 +52 +0.89 +0.00 +1.01 1.91 133 レークビユー  MV  リゾルブ  トーベ  ET 佐呂間町　惣田　譲治 164 
165 1401727305 +2,844 +2,463 +208 +173 +99,970 +743 +87 +38 +0.79 +0.13 +0.87 1.86 117 ケネカランド  ジエノ  ルビー  チヤート  ET 中標津町　株式会社　ケネカランド 165 
166 1610348933 +2,843 +2,523 +270 +50 +53,396 +955 +72 +46 +1.05 +0.60 +0.78 1.96 133 サリツクス  ブーテイー  3529 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 166 
166 1400238567 +2,843 +2,454 +252 +137 +80,427 +540 +67 +46 +0.94 +0.34 +1.05 1.98 118 RCA  ラピツド  シヤウナ  3239  C  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 166 
168 1391598770 +2,841 +2,442 +306 +93 +121,186 +868 +71 +44 +0.76 +0.26 +1.25 1.61 140 Lハート  G  ダビンチ  ヒユーイ  3  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 168 
169 1596810318 +2,840 +2,674 +93 +73 +89,336 +973 +83 +46 +0.07 -0.17 +0.70 1.69 138 マスタツシユ  ロータミー  ソリユーシヨン 苫前町　村本　竜明 169 
170 1425431943 +2,838 +2,642 +198 -2 +93,943 +1,105 +71 +50 +0.43 -0.17 +0.79 2.22 138 ロツキー  MS  DJ  ルビコン  ET 中標津町　田中　洋希 170 
170 1375531182 +2,838 +2,511 +204 +123 +111,030 +763 +76 +44 +0.61 -0.19 +1.12 2.02 121 SGT  ペパーズ  ロシニヨール  サルビア  ET 鶴居村　農事組合法人　高橋農場 170 
172 1581708859 +2,834 +2,527 +288 +19 +79,428 +1,334 +53 +54 +0.64 +0.33 +1.10 2.02 139 ウインホープ  ゼブー 江別市　浜辺　一貴 172 
173 1620800681 +2,832 +2,302 +456 +74 +101,737 +1,008 +56 +46 +1.34 +0.73 +1.48 1.90 131 デイベロツプ  ブーテイー  プリン  0068 美瑛町　株式会社　稲川牧場 173 
174 1400238550 +2,830 +2,540 +238 +52 +99,992 +1,165 +66 +49 +0.67 +0.28 +1.04 1.99 134 RCA  ソリユーシヨン  シヤウナ  3239 富良野市　有限会社　三好牧場 174 
175 1428918106 +2,829 +2,578 +213 +38 +98,165 +577 +76 +46 +0.75 +0.25 +0.77 1.85 137 インシユランス  イレナ  モントーヤ  ET 天塩町　高橋　勝也 175 
176 1610349329 +2,824 +2,750 +98 -24 +89,950 +1,227 +74 +52 +0.75 +0.33 +0.54 2.37 132 サリツクス  エンデバー  4066 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 176 
177 1432820006 +2,823 +2,501 +197 +125 +78,039 +994 +68 +47 +0.41 -0.33 +1.11 1.76 130 フオレストフエアリー  ヨーダ  ミミ  2000  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 177 
177 1465803854 +2,823 +2,387 +279 +157 +138,771 +1,116 +67 +44 +0.73 +0.61 +0.84 1.46 129 PDF  ウイング  ソリユーシヨン 苫前町　株式会社　箱柳牧場 177 
179 1421572787 +2,821 +2,672 +80 +69 +64,340 +1,428 +49 +60 +0.23 +0.12 +0.00 1.78 139 WHG  マカロバ  ジエドラバ  タヒチ  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 179 
180 1620800360 +2,820 +2,682 +200 -62 +98,609 +940 +86 +45 +0.49 +0.11 +1.06 2.16 147 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0036  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 180 
181 1421571728 +2,819 +2,641 +141 +37 +47,382 +1,084 +54 +57 +0.69 -0.11 +1.01 1.92 142 RE  マリー  パリジエンヌ  ブーテイー  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 181 
181 1536996669 +2,819 +2,484 +173 +162 +121,622 +1,351 +74 +44 +0.20 -0.17 +0.83 1.52 128 デイベロツプ  カンゾー  チエルシー  9666  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 181 
183 1536996850 +2,815 +2,748 +135 -68 +68,764 +1,238 +69 +54 +0.75 -0.15 +1.16 2.18 147 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  9685  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 183 
184 1607231590 +2,814 +2,626 +119 +69 +87,016 +706 +65 +52 +0.22 +0.14 +0.25 1.84 132 アミスターT  ナツシユビル  シエラ  ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 184 
184 1601509015 +2,814 +2,454 +349 +11 +70,828 +986 +67 +46 +1.00 +0.16 +1.47 2.39 131 ウインホープ  キヤンデイ  P  ET 江別市　浜辺　一貴 184 
186 1460417155 +2,813 +2,336 +339 +138 +84,538 +827 +56 +47 +0.77 +0.84 +1.01 1.59 129 N45FARM  ホツトジヨブ  フレイヤ  ET 幌延町　無量谷　勉 186 
187 1421571865 +2,811 +2,565 +287 -41 +29,303 +799 +63 +51 +0.96 -0.04 +1.45 2.03 148 RE  マリー  パリジエンヌ  ドラゴンスター  3  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 187 
188 1406692127 +2,810 +2,678 +103 +29 +89,194 +1,085 +76 +49 +0.12 -0.14 +0.65 1.82 141 LH  ルビー  D  モデステイー  フラズルド  2  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 188 
189 1399129013 +2,809 +2,568 +195 +46 +66,598 +993 +68 +49 +0.61 +0.43 +0.66 1.71 137 ダイアリー  FF  フアースト  ラブ  ミミ  ET 別海町　株式会社　Diary　Holsteins 189 
189 1453916573 +2,809 +2,498 +205 +106 +81,115 +1,164 +75 +44 +0.86 +0.55 +0.67 1.87 132 ハツピネス  RAL  SKY  フアンタンゴ 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 189 
191 1412329192 +2,804 +2,610 +102 +92 +104,339 +1,727 +59 +54 +0.64 +0.46 +0.67 1.68 140 ドリーミー  F  ソリユーシヨン  JC  スター 標津町　千葉　祥一 191 
192 0869013845 +2,803 +2,683 +35 +85 +72,722 +1,024 +74 +50 +0.63 -0.16 +0.66 1.68 137 エルムデール  HRT  エリカ  キヤロル 枝幸町　株式会社　エルムデールファーム 192 
192 1444615553 +2,803 +2,651 +244 -92 +94,648 +775 +91 +42 +0.85 +0.44 +0.98 2.17 149 リツチモンド  AMRC  デクラン  リナ 苫小牧市　五十嵐　貴満 192 
194 +2,802 +2,480 +251 +71 +101,368 +1,672 +52 +53 +0.49 +0.60 +0.80 1.72 141 　 194 
194 1421572756 +2,802 +2,426 +201 +175 +102,839 +507 +65 +46 +0.78 -0.08 +1.24 1.66 121 WHG  ボニー  フオーチユネート  ホツトハンド  2  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 194 
196 1536997536 +2,801 +2,349 +291 +161 +86,591 +857 +57 +47 +0.99 -0.19 +1.38 1.93 115 デイベロツプ  ジヤレツド  ローラリン  9753  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 196 
196 1609710086 +2,801 +2,324 +416 +61 +94,390 +1,163 +60 +45 +0.94 +0.40 +1.46 2.02 135 AI  ブーテイー  ダブル  オーエイト  ET 苫前町　石川　昭人 196 
198 1572293371 +2,798 +2,592 +215 -9 +63,941 +1,021 +77 +46 +0.35 -0.16 +1.06 2.58 126 デイベロツプ  シンプリシテイ  キヤンデ  9337  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 198 
198 1597437651 +2,798 +2,546 +204 +48 +90,629 +1,183 +64 +50 +0.89 +0.14 +1.10 2.10 131 RCA  ラピツド  クツキー  3211  G  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 198 
198 1596210071 +2,798 +2,531 +74 +193 +127,850 +1,212 +75 +45 +0.18 +0.12 +0.30 1.37 126 ミツドフイールド  CCM  プツト  ET 江別市　中田　和孝 198 
198 1620800551 +2,798 +2,511 +217 +70 +66,878 +378 +76 +44 +0.87 +0.43 +0.64 1.73 140 デイベロツプ  アルタ  モリス  リデイア  0055 美瑛町　株式会社　稲川牧場 198 
198 1594508842 +2,798 +2,195 +426 +177 +120,657 +1,083 +53 +44 +0.47 +0.79 +1.03 2.04 111 グリーンスター  カインド  ブライシヤ  ET 標津町　郷野　由継 198 
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未経産牛GNTP上位200（2020年12月）　※ 遺伝ベースが変更されました 独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛のゲノミック評価成績（32,761頭）が公表されましたので、
GNTP上位200頭を掲載します（情報公開の承諾がない牛は成績のみ記載）。

順位 登録番号 総合
指数

産乳
成分

耐久性
成分

疾病繁
殖成分

長命連産
効果

MILK
（kg）

FAT
（kg）

PRT
（kg）

決定
得点 肢蹄 乳器 体細胞

スコア
空胎
日数 名　　　号 所有者 順位

152 1442318593 +2,858 +2,605 +192 +61 +100,894 +877 +78 +46 +0.53 +0.51 +0.61 2.06 132 エンドレス  アレクサ  ヒユーマン  ET 天塩町　石崎　直 152 
153 1444615416 +2,857 +2,550 +137 +170 +131,631 +1,235 +74 +46 +0.34 +0.27 +0.60 1.39 129 リツチモンド  SOR  ミク 苫小牧市　五十嵐　貴満 153 
154 1434223126 +2,856 +2,918 +86 -148 +72,219 +966 +91 +50 +0.24 -0.06 +0.68 2.69 145 ローヤル  デクラン  リンデイ  ET 湧別町　竹内　洋文 154 
154 1446518470 +2,856 +2,842 +17 -3 +98,158 +1,393 +71 +56 +0.09 -0.10 +0.41 2.26 134 イナパート  LF  モントーヤ  ET 富良野市　奥　祐樹 154 
156 1451019108 +2,855 +2,364 +351 +140 +143,050 +779 +75 +40 +0.83 +0.79 +1.29 1.58 126 コール  ソリユー  ジエム 中札内村　宮部　正邦 156 
157 1404523959 +2,854 +2,688 +161 +5 +83,437 +739 +84 +46 +0.40 +0.03 +0.78 1.83 142 ストークランド  クツキー  ソリユーシヨン  メハンサ 江別市　河野　愛 157 
158 1432820211 +2,852 +2,732 +146 -26 +47,410 +1,199 +63 +56 +0.26 +0.05 +0.61 2.26 142 フオレストフエアリー  ヨーダ  アーミー  2021  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 158 
159 1577111939 +2,849 +2,655 +82 +112 +106,714 +704 +84 +45 +0.43 -0.04 +0.56 1.77 130 ベルスマート  エンデバー  マイロード  ET 芽室町　鈴木　進 159 
159 1536997918 +2,849 +2,437 +292 +120 +122,492 +1,443 +73 +43 +0.74 +0.46 +1.26 1.68 131 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  9791  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 159 
161 1423401818 +2,848 +2,700 +27 +121 +95,611 +641 +80 +48 -0.23 -0.39 +0.58 2.11 117 KON  ブランデイ  エンデバー 枝幸町　今　賢二 161 
162 1450017037 +2,847 +2,500 +200 +147 +112,836 +931 +51 +54 +0.19 +0.44 +0.50 1.62 126 YKT  テツチエ  ナージア 帯広市　杉浦　尚 162 
162 1620801183 +2,847 +2,455 +290 +102 +104,388 +793 +84 +39 +0.82 -0.05 +1.47 1.75 130 デイベロツプ  エンデバー  クリアー  0118 美瑛町　株式会社　稲川牧場 162 
164 1576212279 +2,845 +2,612 +181 +52 +60,768 +985 +64 +52 +0.89 +0.00 +1.01 1.91 133 レークビユー  MV  リゾルブ  トーベ  ET 佐呂間町　惣田　譲治 164 
165 1401727305 +2,844 +2,463 +208 +173 +99,970 +743 +87 +38 +0.79 +0.13 +0.87 1.86 117 ケネカランド  ジエノ  ルビー  チヤート  ET 中標津町　株式会社　ケネカランド 165 
166 1610348933 +2,843 +2,523 +270 +50 +53,396 +955 +72 +46 +1.05 +0.60 +0.78 1.96 133 サリツクス  ブーテイー  3529 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 166 
166 1400238567 +2,843 +2,454 +252 +137 +80,427 +540 +67 +46 +0.94 +0.34 +1.05 1.98 118 RCA  ラピツド  シヤウナ  3239  C  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 166 
168 1391598770 +2,841 +2,442 +306 +93 +121,186 +868 +71 +44 +0.76 +0.26 +1.25 1.61 140 Lハート  G  ダビンチ  ヒユーイ  3  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 168 
169 1596810318 +2,840 +2,674 +93 +73 +89,336 +973 +83 +46 +0.07 -0.17 +0.70 1.69 138 マスタツシユ  ロータミー  ソリユーシヨン 苫前町　村本　竜明 169 
170 1425431943 +2,838 +2,642 +198 -2 +93,943 +1,105 +71 +50 +0.43 -0.17 +0.79 2.22 138 ロツキー  MS  DJ  ルビコン  ET 中標津町　田中　洋希 170 
170 1375531182 +2,838 +2,511 +204 +123 +111,030 +763 +76 +44 +0.61 -0.19 +1.12 2.02 121 SGT  ペパーズ  ロシニヨール  サルビア  ET 鶴居村　農事組合法人　高橋農場 170 
172 1581708859 +2,834 +2,527 +288 +19 +79,428 +1,334 +53 +54 +0.64 +0.33 +1.10 2.02 139 ウインホープ  ゼブー 江別市　浜辺　一貴 172 
173 1620800681 +2,832 +2,302 +456 +74 +101,737 +1,008 +56 +46 +1.34 +0.73 +1.48 1.90 131 デイベロツプ  ブーテイー  プリン  0068 美瑛町　株式会社　稲川牧場 173 
174 1400238550 +2,830 +2,540 +238 +52 +99,992 +1,165 +66 +49 +0.67 +0.28 +1.04 1.99 134 RCA  ソリユーシヨン  シヤウナ  3239 富良野市　有限会社　三好牧場 174 
175 1428918106 +2,829 +2,578 +213 +38 +98,165 +577 +76 +46 +0.75 +0.25 +0.77 1.85 137 インシユランス  イレナ  モントーヤ  ET 天塩町　高橋　勝也 175 
176 1610349329 +2,824 +2,750 +98 -24 +89,950 +1,227 +74 +52 +0.75 +0.33 +0.54 2.37 132 サリツクス  エンデバー  4066 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 176 
177 1432820006 +2,823 +2,501 +197 +125 +78,039 +994 +68 +47 +0.41 -0.33 +1.11 1.76 130 フオレストフエアリー  ヨーダ  ミミ  2000  ET 別海町　合同会社　翔研ファーム 177 
177 1465803854 +2,823 +2,387 +279 +157 +138,771 +1,116 +67 +44 +0.73 +0.61 +0.84 1.46 129 PDF  ウイング  ソリユーシヨン 苫前町　株式会社　箱柳牧場 177 
179 1421572787 +2,821 +2,672 +80 +69 +64,340 +1,428 +49 +60 +0.23 +0.12 +0.00 1.78 139 WHG  マカロバ  ジエドラバ  タヒチ  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 179 
180 1620800360 +2,820 +2,682 +200 -62 +98,609 +940 +86 +45 +0.49 +0.11 +1.06 2.16 147 デイベロツプ  デクラン  ロクシー  0036  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 180 
181 1421571728 +2,819 +2,641 +141 +37 +47,382 +1,084 +54 +57 +0.69 -0.11 +1.01 1.92 142 RE  マリー  パリジエンヌ  ブーテイー  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 181 
181 1536996669 +2,819 +2,484 +173 +162 +121,622 +1,351 +74 +44 +0.20 -0.17 +0.83 1.52 128 デイベロツプ  カンゾー  チエルシー  9666  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 181 
183 1536996850 +2,815 +2,748 +135 -68 +68,764 +1,238 +69 +54 +0.75 -0.15 +1.16 2.18 147 デイベロツプ  ソリユーシヨン  プリン  9685  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 183 
184 1607231590 +2,814 +2,626 +119 +69 +87,016 +706 +65 +52 +0.22 +0.14 +0.25 1.84 132 アミスターT  ナツシユビル  シエラ  ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 184 
184 1601509015 +2,814 +2,454 +349 +11 +70,828 +986 +67 +46 +1.00 +0.16 +1.47 2.39 131 ウインホープ  キヤンデイ  P  ET 江別市　浜辺　一貴 184 
186 1460417155 +2,813 +2,336 +339 +138 +84,538 +827 +56 +47 +0.77 +0.84 +1.01 1.59 129 N45FARM  ホツトジヨブ  フレイヤ  ET 幌延町　無量谷　勉 186 
187 1421571865 +2,811 +2,565 +287 -41 +29,303 +799 +63 +51 +0.96 -0.04 +1.45 2.03 148 RE  マリー  パリジエンヌ  ドラゴンスター  3  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 187 
188 1406692127 +2,810 +2,678 +103 +29 +89,194 +1,085 +76 +49 +0.12 -0.14 +0.65 1.82 141 LH  ルビー  D  モデステイー  フラズルド  2  ET 浦幌町　有限会社　ランドハート 188 
189 1399129013 +2,809 +2,568 +195 +46 +66,598 +993 +68 +49 +0.61 +0.43 +0.66 1.71 137 ダイアリー  FF  フアースト  ラブ  ミミ  ET 別海町　株式会社　Diary　Holsteins 189 
189 1453916573 +2,809 +2,498 +205 +106 +81,115 +1,164 +75 +44 +0.86 +0.55 +0.67 1.87 132 ハツピネス  RAL  SKY  フアンタンゴ 池田町　有限会社　ハッピネスホルスタインズ 189 
191 1412329192 +2,804 +2,610 +102 +92 +104,339 +1,727 +59 +54 +0.64 +0.46 +0.67 1.68 140 ドリーミー  F  ソリユーシヨン  JC  スター 標津町　千葉　祥一 191 
192 0869013845 +2,803 +2,683 +35 +85 +72,722 +1,024 +74 +50 +0.63 -0.16 +0.66 1.68 137 エルムデール  HRT  エリカ  キヤロル 枝幸町　株式会社　エルムデールファーム 192 
192 1444615553 +2,803 +2,651 +244 -92 +94,648 +775 +91 +42 +0.85 +0.44 +0.98 2.17 149 リツチモンド  AMRC  デクラン  リナ 苫小牧市　五十嵐　貴満 192 
194 +2,802 +2,480 +251 +71 +101,368 +1,672 +52 +53 +0.49 +0.60 +0.80 1.72 141 　 194 
194 1421572756 +2,802 +2,426 +201 +175 +102,839 +507 +65 +46 +0.78 -0.08 +1.24 1.66 121 WHG  ボニー  フオーチユネート  ホツトハンド  2  ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 194 
196 1536997536 +2,801 +2,349 +291 +161 +86,591 +857 +57 +47 +0.99 -0.19 +1.38 1.93 115 デイベロツプ  ジヤレツド  ローラリン  9753  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 196 
196 1609710086 +2,801 +2,324 +416 +61 +94,390 +1,163 +60 +45 +0.94 +0.40 +1.46 2.02 135 AI  ブーテイー  ダブル  オーエイト  ET 苫前町　石川　昭人 196 
198 1572293371 +2,798 +2,592 +215 -9 +63,941 +1,021 +77 +46 +0.35 -0.16 +1.06 2.58 126 デイベロツプ  シンプリシテイ  キヤンデ  9337  ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 198 
198 1597437651 +2,798 +2,546 +204 +48 +90,629 +1,183 +64 +50 +0.89 +0.14 +1.10 2.10 131 RCA  ラピツド  クツキー  3211  G  ET 富良野市　有限会社　三好牧場 198 
198 1596210071 +2,798 +2,531 +74 +193 +127,850 +1,212 +75 +45 +0.18 +0.12 +0.30 1.37 126 ミツドフイールド  CCM  プツト  ET 江別市　中田　和孝 198 
198 1620800551 +2,798 +2,511 +217 +70 +66,878 +378 +76 +44 +0.87 +0.43 +0.64 1.73 140 デイベロツプ  アルタ  モリス  リデイア  0055 美瑛町　株式会社　稲川牧場 198 
198 1594508842 +2,798 +2,195 +426 +177 +120,657 +1,083 +53 +44 +0.47 +0.79 +1.03 2.04 111 グリーンスター  カインド  ブライシヤ  ET 標津町　郷野　由継 198 
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（12月15日開催）

（令和 3 年 1 月予想）
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□□　人　　事　　発　　令　□□
発　　令　　事　　項 氏　　名 前　　　　職

令和  2 年12月21日付
(退　職)
願いにより職を解く

（46年 9カ月に亘り奉職いただきました）
後　藤　　　力 登録部証明課 嘱託

（元経済部長）



34 頒価 100 円 （組合員の購読料は賦課金に含まれています）

ホルスタイン通信� 令和 3 年 1 月 1 日発行

一昨年から昨年にかけて実施した米国長期研修で
は、大変貴重な経験をさせていただきました。業務に
関する新しい知見と技術を得られたのは勿論のこと、
異国での暮らしはとても有意義なものでした。米国で
の生活は全てが新鮮でしたが、その反面多くの失敗
も経験しました。今思えば、多くの人の助けなくして
生活することはできなかったと切に感じています。

異国で生活する上で特に大切に感じたことは、自
分からアクションを起こすということです。これは非
常に単純なことではありますが、控えめな日本人に
とっては難しいように感じます。私も内向的な性格に
加えて、お世辞にも英語が得意ではなかったので大
変苦労しました。

滞在先によるかもしれませんが、日本のように困っ
ている外国人を見かけて誰かが話しかけてくれるこ

とはそうそうありません。そもそも米国には多くの人
種の方が暮らしているので、外国人と認識していない
かと思います。したがって、分からないことや聞きた
いことがあれば、自分から積極的に発信することが必
要です。

経験上、片言の英語でも聞き手は質問の意図を意
外と汲み取ってくれますし、理解できなければ「こう
いうことを聞いているの？」と聞き返してくれます。
この研修を機に私の内気な性格が少しでも改善でき
たのではないかと、思っています。

さて、今年の干支は丑（ウシ）です。年男というわ
けではありませんが、牛に携わる者
として特別な感情を抱かざるを得
ません。今年は積極性を大事に、
ぎゅうー
4 4 4 4

っと内容の濃い一年にし
ていきたいものです。皆様におかれ
ましても、飛躍の一年となることを
祈念しております。 （TB）


