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宇都宮仙太郎翁顕彰会（瀧澤義
一理事長）は、3月 1日（月） 札幌
パークホテルにおいて本道酪農に
貢献された功労者に贈る「第53回宇
都宮賞」の表彰式を執り行い、酪農
経営の部で帯広市の加藤賢一さん、
酪農指導の部で札幌市の髙橋芳幸
さん、乳牛改良の部で大樹町の穀
内和夫さんを表彰いたしました。

今回の表彰式は、新型コロナウイ
ルスによる感染拡大防止の観点か
ら式典のみとし、祝賀会を取り止め
ての開催となりました。来賓として北海道、道中央
会などの臨席を賜ると共に、推薦団体、協賛団体、
当顕彰会役員・評議員等の関係者約40余名の列席
の元で、厳かな中、盛会に開催されました。

表彰式は、受賞者の紹介の後、コーラスによる賛
美歌「かみともにいまして」の斉唱により開始され
ました。開会の挨拶に立った瀧澤義一理事長は、関
係者に謝意を表すと共に、「最初に、新型コロナウ

イルス感染により亡くなられた方々に謹んでお悔
やみ申し上げますとともに、今も献身的に治療等に
あたられている医療従事者や関係者の皆様に、心
より感謝申し上げます。

本顕彰会の表彰式も昨年は、知事の緊急事態宣
言によりやむを得ず中止とし、今年は感染拡大防
止の観点から式典のみとし祝賀会を取り止めるこ
ととしましたが、皆様とご一緒に式典を開催できま
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すことは喜びに堪えませ
ん。

宇都宮賞は北海道酪
農業に関する翁の業績を
顕彰し、かつ継承される
ことを念願し功績者を表
彰しており、昭和43年の
第一回表彰以来これまで
に155名の個人・法人の
方々を表彰してまいりました。これも偏に、北海道
はじめ各関係機関・団体ならびに酪農家各位の格
別なるご支援とご協力の賜物と、この場をお借りし
まして厚くお礼を申し上げる次第であります。

我が国酪農・畜産を取りまく国際環境は様々な自
由貿易協定が動き出し、目まぐるしく変化してお
り、酪農業界に対する影響が懸念されます。一方、
北海道酪農は翁が札幌で牧場を始めて108年目の
2010年度に道内の生乳生産量が国内の 5 割を超
え、先達に学び先輩諸氏のこれまでのご努力が実
を結び、その後も我が国の酪農を牽引し着実に成
長しております。今後も、地域酪農を支え中核を担
う家族経営などが将来に希望を持ち、次世代に継
承できる自立と持続可能な経営体の育成に向けた
施策の充実が望まれるところであります。

本日、賞を授与される方々につきましては、長年
に亘り並々ならぬご努力と情熱を持って、経営・技
術の研鑽、さらには創意工夫と研究を重ねられ、本
道酪農の発展に大きく貢献された方々であり、永
年のご労苦に対し心から敬意を表しますとともに
お祝いを申し上げます。
また、本日の受賞に当たりましては、共にご苦労

された奥様のご努力、さらにはご家族の支援や協
力なくして成し得ることはなく、そのご苦労に対し
ましても深甚なる敬意を表する次第であります。

本顕彰会といたしましては、今後とも表彰事業
を永続的に実施してまいる所存ですので、引き続
き関係各位の特段のご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

結びになりますが、受賞者の皆様をはじめご列
席の皆様には、益々のご健勝とご繁栄を祈念いた
しまして挨拶といたします。本日は誠におめでとう
ございます。」と述べられました。

次いで、表彰者の功績披露（本誌 2月号で既報
済み）と選考経過報告を選考委員長の北海道酪農

畜産協会専務理事の秋元勝彦様よりいただいた
後、瀧澤理事長から賞状と本賞のブロンズレリー
フ、副賞の賞金がそれぞれの受賞者夫妻に贈られ
ました。

続いて祝辞に移り、来賓の北海道農政部長 小田
原輝和様より「本道酪農の基礎を築き〔北海道酪
農の父〕として敬愛されている宇都宮仙太郎翁の
業績を顕彰した名誉ある宇都宮賞の表彰式が、瀧
澤理事長をはじめ関係者の皆様のご臨席のもと、
新型コロナウイルス感染症対策にご配慮いただき
ながら、1年ぶりに盛大に開催されますことを心か
らお慶び申し上げます。本日受賞されました加藤 
様、髙橋 様、穀内 様におかれましては、先ほど選
考委員の方からご報告いただいたとおり、仙太郎
翁の酪農への深い思いと独立自尊の精神を引き継
ぎ、長年にわたり本道酪農の発展に多大なる御尽
力を賜ったことに対して深く敬意と感謝を申し上
げます。また、お三方をこれまで支えてこられたご
家族の皆様にも重ねてお祝い申し上げます。
さて、昨年の本道農業は、大きな災害もなく多く

の農作物で作柄が概ね平年並以上となったほか、

（前列）受賞者夫妻。
（後列）左から木村副理事長・瀧澤理事長・山口副理事長

選考経過報告
（一社）北海道酪農畜産協会
専務理事  秋元 勝彦 様

来賓祝辞
北海道

農政部長  小田原 輝和 様

来賓祝辞
北海道農業協同組合中央会
副会長  串田 雅樹 様

来賓祝辞
（独）家畜改良センター
新冠牧場長  中山 直子 様
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生乳生産についても令和元年度の409万トンを上
回る勢いで順調に推移するなど、総じて良好な年
となりました。このことは生産者をはじめ関係者の
皆様の並々ならぬご努力によるものであり、深く敬
意を表する次第です。

本道の酪農は、仙太郎翁をはじめとする多くの
先人の努力により幾多の困難を乗り越え、今日では
全国の生乳生産の過半を占める我が国最大の酪農
地帯に発展し、国民への牛乳・乳製品の安定供給
に大きな役割を果たしておりますが、昨年来の新
型コロナウイルス感染症の発生・拡大は、社会経済
に大きな影響を及ぼしており、酪農分野においても
乳製品等の需要の減少や消費構造の変化が生じて
います。
このような中で、先人から受け継いだかけがえの

ない財産である本道酪農を次の世代に着実につな
げ持続的に発展させていくため、道といたしまして
は、おおむね10年後の将来を見据えた新たな北海
道酪農・肉用牛生産近代化計画の策定を進めてお
り、新たな計画では自然災害など外的要因にも影
響されにくい経営体質の強化や乳業メーカーなど
関連業界と連携した生産体制の強化、需要の創出
に努めることとしているところです。

今後、新たな計画に基づき酪農家をはじめ関係
の皆様と一層の連携を図り、若い担い手が将来に
向けて夢と希望を持ち、安心して営農に取り組め
るよう本道酪農の更なる発展に力を尽くしてまい
る考えです。

結びになりますが、本日受賞されたお三方にお
かれましてはご健康に留意され、今後とも本道酪
農の発展に向けてご尽力を賜りますことをご期待
申し上げますとともに、本日、ご出席の皆様方のご
健勝と本顕彰会の益々のご発展を祈念し、お祝い
の言葉とさせていただきます。本日は誠におめでと
うございます。」とご祝辞をいただきました。

また、北海道農業協同組合中央会副会長 串田雅
樹様は、宇都宮仙太郎翁の言葉〔酪農を完成する
のは百年仕事だ〕を引用され、「受賞のご三方がこ
の賞に名を刻まれることにお祝い申上げます。」ま
た道内の生乳生産に言及し、「生産基盤の強化・拡
大が実を結び国内生産の55％に及んでいるが、引
き続き関係機関の努力を求めると共に、JAグルー
プとして生産者が安心して営農できる環境の整備
に努めていきたい。」と述べられました。

家畜改良センター新冠牧場長 中山直子様から
も、「長年にわたりそれぞれの分野でご尽力され、
地域はもとより広く我が国の酪農の発展に大きく
貢献してこられたことに心より感謝申し上げます
とともに、築き上げてこられたご実績に対しまし
て、改めて敬意を表する次第でございます。」と受
賞者の業績を讃えるとともに本道酪農の発展を祈
念される祝辞をいただきました。

受賞者の謝辞で、酪農経営の部の加藤 賢一氏は
「栄えある宇
都宮賞は北海
道酪農の弛ま
ざる継承とゆ
るぎない発展
の礎をつなぐ
酪農民の誉れ
であり、この
受賞は私ども
にとって身に余る栄誉であり、今までを振り返る良
い機会とともに大きな喜びと責務を痛感しており
ます。

野菜農家の長男坊が酪農を目指すきっかけと
なったのは、多感な少年時代遊びに行った友達の
牧場でした。牛舎の入り口の水槽に冷やされて
あった牛乳缶。その蓋をポンと開け、友人が渡して
くれたコップですくって飲んだ。それは心地よく冷
えていて、なんとも濃厚で滑らかな舌触りのクリー
ミ―な味わいでした。こんなおいしいものを毎日飲
めるのなら酪農も面白そうと子供心に将来への思
いを抱かせた牛乳の味でした。

酪農を志し、遠浅の山田一英様、明人様の牧場
で 3 年間、一からの手ほどきを受け全般にわたりご
教授をいただきました。キリスト教の精神とともに
すべて誠実に対応する心構えを学びました。愛知
全共の留守を務めた後、一英さんがもう少し勉強、
研修をしなさいと進めていただいたのはカナダの
グレナフトン牧場でした。異国の文化や食事に触
れ、変わらぬ酪農の姿と多くの研修生との交流で
楽しく夢を描くことができました。

6 年間の研修で得た多くの事柄に加え地域の先
輩たちの心強い後押しをいただき、昭和50年春、夢
と希望を胸に12頭の乳牛で酪農を始めました。し
かし、初期の設備投資や飼料畑の増反等で苦しい
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経営が続きましたが、少しずつ規模を拡大し、生業
としての酪農に多様性を求めてジャージー種も導
入致しました。乳量の少ないジャージーでの経営
はコストを下げることと牛乳の付加価値を高める
ことに努め、自然の摂理に従い乳牛との共生を理
念として喜びや辛い中にもひたすら走り続けてま
いりました。

2017年 7 月14日に帯広畜産大学の滄木先生から
送られてきたメールに40数年前の写真があり、そ
れはグレナフトン牧場で共に研修したベルギーの
大学生ピエールとの懐かしい写真でした。国際獣
医学認証機構の審査官として北大と畜大に来た時
に【北海道、酪農、ケン】のキーワードと写真とで
訪ねてくれたのです。40数年の時の流れにも探し
てくれたピエールの純粋さに驚きと感銘を受ける
と共に酪農を続けてきたことで再会できた嬉しさ
に髪と皺以外変わらぬ感性に深い喜びと友情を受
け楽しいひと時を過ごすことができました。

酪農は私にとって唯一無二の仕事と感じており
ました。本日ここに光栄で輝かしい宇都宮賞を賜り
ました。就農して初志貫徹を心に右往左往しなが
らも今日のこの喜びを得ることができましたのは、
長い歩みの中で愚痴一つこぼさず連れ添ってくれ
た家内のお陰であり沢山の感謝をしたい。加えて
多くの友人との切磋琢磨のお陰であり、ご指導、ご
鞭撻をいただきました皆様のご支援とご協力の賜
物と深く感謝申し上げます。この栄誉を励みとして
これからもなお一層研鑽を重ね酪農活動に引続き
精進してまいりたいと存じます。
北海道酪農が継続と継承を積み重ね、それを力

として発展することを皆様と共に願ってやみませ
ん。最後になりましたが瀧澤理事長様を始め宇都
宮仙太郎翁顕彰会様、本日ここにご出席賜りまし
た皆様、北海道酪農を支え導いていただいており

ます関係機関の皆様方の益々のご健勝を心よりご
祈念申し上げ宇都宮賞受賞のお礼と感謝の言葉と
いたします。誠にありがとうございました。」と述
べられました。

酪農指導の部の髙橋 芳幸氏は、「この受賞に対
し、顕彰会の
理事長さんを
はじめ役員の
方々、選考委
員会の方々が
私を評価して
い た だ い た
事、推薦頂い
た家畜人工授
精師協会の会員の皆様、加藤さんや穀内さんのす
ばらしい酪農家の間に入って酪農指導というのは
心苦しいような気がしますが、技術者の養成・育成
ということを評価いただき本当にありがとうござ
いました。

大学を退官した後、ジェネティクス北海道の顧
問に就任いたしましたところ、主な仕事として家畜
人工授精師さんの受精卵移植の資格をとる講習会
を通じて、技術者の養成・育成の機会を与えて頂
きまして若い人と交流しております。そして勉強す
る時間を持たせていただき本当にありがとうござ
います。それがなければこのような晴れがましい表
彰は無かったのではないかと思っています。
この機会にしおりの履歴を見てあ～そうだった

かということがあります。実は、農水省の日高種畜
牧場に居るときに自分のホビーというか独学で受
精卵移植を始めました。僕が外科だったらお腹を
切って植えちゃえば良いじゃないか。そう思ってい
たのですが、そうではありませんでした。人工授精

師でもできる技術を作ろうと、当時、家
畜人工妊娠課という変な名前ですが、口
に出した以上は受精卵移植を専門にお前
がやれと言われ、なんとか非外科的なも
ので人工授精師が資格を取れるようなも
のをやれと言って頂いて、専念した覚え
があります。その時は皆さんに凄くご協
力を頂きました。そんなことをやってい
たので、北海道大学の金川弘司先生に大
学に来ないか？教育をしろと言われたも
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のです。全国で受精卵移植が始まるからと聞いて
お誘いを頂きました。それがありまして30年間も大
学で研究教育の機会を得た事、本当にありがとう
ございました。

また、宇都宮仙太郎翁はなんと私達の丁度100年
前にアメリカのウイスコンシンに行っていたという
のを見まして、非常に感慨深く思っています。私た
ちが最初に行ったのは1988年です。89年から90年
まで家内と子供とここに居ました。マジソンでは
デーリィエキスポが開催されますが、私の下の子
が小学校 4 年生でした。皆さんもご存じかと思い
ますが、マジソン地区の小学校 4 年生がデーリィ
エキスポに参加し、しかも一週間全ての授業が酪
農です。それに感銘を受けまして、北海道に戻って
きても是非、こういうものをして頂きたいと思う次
第です。
いずれにしても私70歳を過ぎ、いろんなところで

お世話になっており、その方達から仕事を頂くお陰
でこのような指導の部を頂けたと感謝しておりま
す。簡単ではありますが、お礼の言葉に代えさせて
いただきます。本日はどうもありがとうございまし
た。」と述べられました。

乳牛改良の部の穀内 和夫氏は、「この度、私達酪
農家にとりまして、誠に歴史と栄誉のある宇都宮賞
を私が受賞する事に、私自身、本当に予想もしない
事で驚きであり重く受け止めています。
私どもの大樹町は早くから乳牛改良に熱心な地

域であり、我が牧場のすぐ隣のスミックランド 角
倉牧場さん、またその隣のローヤルランド 木村牧
場さんなどをはじめとして、多くの優れた目標、手
本とする牧場が身近にあり、常に刺激を受けてきま
した。そうした環境の中で私は就農当時から能力
では牛群 1万キロ、生涯乳量10万キロ、体型では
エクセレント、共進会では全道共進会、全国共進会
の出品などを目指して、『継続は力なり』の想いで
乳牛改良に取り組んできました。共進会や体型審
査は経済と結び付きづらい場合もありますが、精
神的な励みになります。牛舎の中に良い牛が一頭

居ますと、日々
の作業がハリ
のあるものに
なります。

今日の思い
がけない宇都
宮賞の受賞に
対して、私の
家族をはじめ
として推薦して頂いた大樹町農協、そして多くの
仲間や同志の皆さん、地域の皆さん、全ての関係機
関の皆様に感謝申し上げます。また、私が 1年間、
息子が 2 年間お世話になりました恵庭市 福屋牧場
の皆様ありがとうございました。その中で酪農に対
する取り組み、姿勢、牛の扱い方などかけがえのな
い貴重な経験をさせて頂きました。その経験が今
日に繋がっていると思います。それから今まで穀内
牧場を支えてくれた数多くの牛達に感謝したいと
思います。

結びになりますが、今年我が牧場で90点エクセ
レントで、生涯乳量10万キロを達成した牛が初め
て出ました。さらにこのような好体型で長持ちのす
る牛群を目指していきたいと思います。これからも
地域、同志、また各関係機関の皆様方のご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い致します。また、今日こ
こにお集まりの皆様方のご多幸ご健勝、そして一日
も早くコロナウイルス感染症の無い日常が戻るこ
とを切にお祈りいたします。以上をもちまして誠に
言葉足らずではありますが私のお礼の言葉に代え
させていただきます。本日は大変ありがとうござい
ました。」と述べられました。

来年は多くの酪農家・関係者が一堂に会して式
典、祝賀会が開催できますことを祈念して、無事終
了の報告といたします。
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例年 9月に開催される「北海道ホルスタイン ナ
ショナル ショウ」の付帯行事として、ゴールデン
ナショナル セールと受精卵オークションの開催を
検討しましたが、「新型コロナウイルス感染症」が
発生している状況を鑑み、感染拡大の防止という
観点からセールと受精卵オークションの開催につ
いては中止することが理事会で決定いたしました。
このため、今年も斡旋販売の一環として「優良雌

牛オークション」を実施いたします。なお、オーク
ション出品牛の申込資格条件は、現在乳牛改良に
おいて最良のツールとも言える「ゲノミック評価成
績（GNTP）を有するもの」としております。当組
合としても道内外の乳牛改良を図り酪農経営の安
定に寄与したく準備を進めておりますので、組合員
皆様の自慢の優良基礎雌牛の出品をよろしくお願
いいたします。

申込締切日　：　 5月21日（金）
選 定 開 始　：　 6月上旬より
申 込 条 件　：　ゲノミック評価成績（GNTP）を有するもの
入 札 期 間　：　 9月23日（木）  9 時 から  9 月30日（木） 17時まで
落札決定日　：　10月 1 日（金） 13時

申込受付開始！
2021 優良雌牛オークション

2021 
Brilliant Heifer Auction 

Management by HHAC 

入札 

--- Selected genes for you ---
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1 ．目　　的
 　このオークションは斡旋販売の一貫として実
施するものであり、優良雌牛オークションを通じ
て全国の乳牛改良を図り、酪農経営の安定に寄
与する。

2．主　　催　北海道ホルスタイン農業協同組合
3．出品頭数  20頭
4 ．取引方法  入札方式
5．入札期間及び落札決定日
（1）入札期間
　　令和 3 年 9月23日　午前 9時から
　　令和 3 年 9月30日　午後 5時まで

（2）落札決定日
　　令和 3 年10月 1日　午後 1時

6．入札方法
（1 ）入札を希望する場合は、優良雌牛出品名簿

に同封されている入札書に必要事項を記入の
上、FAX（011-700-2837）又は  
eメール（buy_ holstein @holstein.jp）にて当
組合経済部宛に送信するものとする。

（2 ）入札は期間内であれば何度でも行うことが
できる（再入札で入札金額を下げることはでき
ない）。

（3 ）入札金額は個々に提示した最低価格（税別）
以上の 1万円単位とし、最高入札金額が同額
の場合は同額入札者による再入札を行い、落
札が決定するまで行うものとする。なお、入札
状況については、入札期間の毎時午前10時（営

業日）に当組合ホームページで前日時点の最
高入札額を公表する。ただし、入札最終日に
ついては午前10時、午前12時及び午後 3時に
それぞれの時点の最高入札額を公表する。

（4 ）最終入札結果については、落札決定日に落
札者及び入札者へ通知するとともに、当組合
ホームページに掲載する。

7 ．出 品 者
 　北海道ホルスタイン農業協同組合の組合員か
同一家族、又は組合員が構成員の牧場であるこ
と。ただし、乳牛改良に係る関係法人・団体等は
この限りでない。

優良雌牛オークション 遵守事項
★ 生後 7ヵ月齢以上で、衛生検査はヨーネ病・牛伝染性リンパ腫の検査を必須条件とします。
★  予防接種は、牛呼吸器病（ 5 種混合生又は不活化、或いは 6 種混合ワクチン）、アカバネ病の接種が

義務です。なお、アカバネ病の接種については、牛異常産（ 3 種混合不活化ワクチン或いは 4 種混
合不活化ワクチン）の不活化ワクチンでも可能です。

　  オークションの出品牛に決定しましたら、より良い状態で出品できるよう次の条件を特に遵守してく
ださい。

　 ①　出品牛の写真撮影にご協力ください。
　 ②　管理上、体貌（皮膚病等）に異常の無いことを確認し、出品牛の調教を励行してください。

TEL 011-726-3114
FAX 011-700-2837

申込みは：経済部へ

優良雌牛オークション 開催要領

TMF・ナターレ・マツカ・チエステイア・アンナ・エコー・ET
出品：清水町 ㈲田中牧場さん 購買：広尾町 佐藤孝一さん

2020優良雌牛カタログ販売 最高価格牛
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・ゲノミック評価公表に係る日程（参考）
評価年月 SNP検査申込期限

（日ホ北海道支局）
毛根必着日 

（家畜改良事業団）
ゲノミック評価公表日 
（家畜改良センター）

2021年 5 月 - 3 月22日（月） 5月25日（火）

2021年 6 月 4 月12日（月） 4月26日（月） 6月25日（金）

2021年 7 月 4 月26日（月） 5月10日（月） 7月13日（火）

2021年 8 月 6 月 7 日（月） 6月21日（月）（予定）8月25日（水）（予定）

※ 評価年月 8 月の毛根必着日及びゲノミック評価公表日について
は、変更になる場合があります。最新情報は随時、当組合HPで
更新されます。

8 ．申込牛の資格条件
（1）本　牛
　イ 、ゲノミック評価成績（GNTP）を有するも

の、又はその評価を得る見込のもの（ 8月ま
でに公表されるもの）

　　「ゲノミック評価値は問わない」
　ロ 、体型・資質の優れた雌牛で疾病・悪癖の

ないもの。
　ハ、血統濃度100％のもの。
　ニ、生後 7ヵ月齢以上（入札開始日）のもの。

（2） 母牛・祖母
　イ 、次の成績を満たしているか、又は現在検定

中でその成績を得る見込みのもの。ただし、
その成績を満たしていなくとも、主催者が特
に認めたものはこの限りでない。

　　・体型得点 84点以上 （初産は80点以上）
　　・乳　　量
　　　 10,000㎏以上（初産検定中の場合は、期待

乳量8,500㎏以上、乳脂率4.0％以上の成績
を得る見込みのもの。）

　　・乳  脂  量
　　　1,000ポンド（454㎏）以上

（3 ）前記（2）の資格を満たしていない場合であっ
ても、本牛が共進会に出場し上位入賞の実績
があるもの。或いは将来共進会で上位入賞が
見込めるもの等と主催者が認めたもの。

9．出品牛の衛生条件
（1 ）出品牛は、アカバネ病・牛呼吸器病の予防接

種を受け、体貌検査を済ませ獣医師が発行す
る指定の「衛生検査・予防接種証明書」が必
要です。

（2 ）ヨーネ病・牛伝染性リンパ腫の衛生検査を受
け、陰性である旨の証明書が必要です。

（3 ）真菌症等の皮膚病に罹患していないこと及
び、イボ等体貌（乳房も含む）に異常のないも
の。

10．出品牛の選定後の条件
（1 ）出品者は主催者の承諾なしに売却又は売約

しないこと。
（2 ）出品牛が疾病または事故等で欠場の場合は、

獣医師の診断書を添え速やかに主催者へ連絡
すること。

（3 ）育成牛の先天性生殖器奇形、或いは初妊牛
の盲乳など優良雌牛として著しく機能を損な
う事故が発生した場合の一切の損害は、すべ
て出品者負担とする。ただし、育成牛の盲乳に
ついてはこの限りではない。

（4 ）出品者はオークション出品決定後、出品牛を
清潔に保ち発育を良くし、ベストの状態で購
買者へ引き渡す事が出来るよう管理すること。

（5）出品牛の名簿体裁は主催者に一任する。
（6 ）出品者は管理上、体貌（皮膚病等）に異常

の無い事を確認し、出品牛の調教を励行する
こと。

11.　欠場に伴う取扱
 　出品申込牛を下見選定し、出品が決定した後
に欠場する場合は、それまでに発生した経費の
実費を出品者が負担するものとする。（写真代、
優良雌牛名簿代等）

12．手数料
 　全ての出品牛について、牛代（売買不成立の
場合は最低希望価格）の 5 ％（消費税加算）と
する。（写真代、血統能力調書代を含む）。

13．申込期限
 　令和 3 年 5月21日（金）までに、登録番号・名
号・授精月日・供用種雄牛をお知らせください。

14．選定・写真撮影
 　令和 3 年 6月中旬までに下見選定を行い、 7
月中旬までに写真撮影を終了します。

TEL 011-726-3114
FAX 011-700-2837

申込みは：経済部へ

優良雌牛オークション 開催要領
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米国ジャージー登録協会（AJCA：American 
Jersey Cattle Association）は、昨年11月に前肢捻
転を伴うジャージー神経障害（JNS：Jersey Neuropathy 
with Splayed Forelimbs）を遺伝的疾患に指定し
ました。AJCAは2020年11月 2日付けで「望ましく
ない遺伝因子に関する対応方針」を改正しJNSに関
する情報を追加しました。遺伝的疾患に指定され
るとその種雄牛はジャージー・ジャーナル誌に随時
公開されます。更に、カナダジャージー登録協会

（Jersey Canada）でもJNS遺伝子の存在を確認し
その対応を急いでおり、2021年 4 月の遺伝評価公
表時には保因牛をラクタネット・ジェネティクス 

（Lactanet Genetics） のWebサイトで公開する予
定です。日本にもJNS遺伝子を保因する種雄牛精
液が輸入されていることから、今回はジャージー・
ジャーナル2020年12月号に掲載されたAJCAのプ
レリリースに基づきその実態について報告します。
なお、この遺伝的疾患の日本語名は正式に決まっ
ていないことから、ここではJNSと略称で呼ぶこと
にします。

JNSの症状について
JNSを発症した子牛は、前肢の伸筋の著しい硬

直や過度に側方へ外転し前肢を広げて起立できな
い症状が見られます（写真）。また、出生時には元

気に見えますが、頭頸部の痙縮や痙攣行動などの
神経的症状を示します。その他の症状としては肩
関節の脱臼、先天性頭蓋顔面奇形および変性脊髄
障害などが報告されています。牛の染色体は29対
の常染色体に性染色体XYを加え合計60本により
構成されていますが、JNSはその中の 6 番染色体
上の特定のハプロタイプに位置する劣性遺伝子に
より支配された遺伝的疾患（遺伝病）です。その後
の調査結果によると、 6 番染色体の60,158,901bp 

（2018ARS-UCD1.2）に位置する特定のハプロタイ
プ上のUCHL1と呼ばれる酵素を合成する遺伝子の
ミスセンス突然変異により、異常タンパク質が生産
されることが原因であることが明らかになってい
ます。

JNS保因または検査済非保因を
判断するための要件

　米国ジャージー登録協会は、当該個体が妥当
な理由で保因牛の疑いがあると判断した場合でも、
その段階でJNS保因牛または非保因牛のどちらか
に指定することはないと言っています。JNS保因牛
または非保因牛の判断は以下のような検査結果に
基づく方法により行います。

JNSと判定する公式な条件としては、（1）当該個
体の遺伝子型検査により6 番染色体上のUCHL1 
のミスセンス突然変異を直接検査して判定する、

（2）当該個体のSNP検査により6 番染色体上の
UCHL1ミスセンス突然変異を含むハプロタイプを
検査して判定する、または（3）家系内の（血縁関
係にある）SNP検査済みの個体にJNSの発症に起因
する変異が含まれているかを補完（インピュテー
ション）済みのハプロタイプにより調査し、そのハ
プロタイプに変異体が含まれている場合はそれら
の情報に基づき確認のために再調査を行い、JNS
遺伝子を保因しているかどうかを判定します。な
お、ここでいう補完とは、直接検査できなかったハ
プロタイプのSNP情報を家系情報等に基づき統計
的に推測して補足することを意味します。

米国ジャージー登録協会が前肢捻転を伴う
ジャージー神経障害（JNS）を遺伝的疾患に指定　

写真．前肢捻転を伴うジャージー神経障害（JNS）を発症したジャージーの
子牛（ジャージー･ジャーナルオンライン版から転用 https://

usjerseyjournal.com/jns-status-for-registered-jerseys-now-
available-on-breed-reports/&prev=search）
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JNSの検査はハプロタイプで
JNS遺伝子の保因または非保因を判断する場合

は、6,000 SNP以上の検査が可能なSNPチップを使
用する必要があります。検査されたSNP情報はJNS
に関与するハプロタイプを補完し、それを同定する
ことで決定します。現在のところ、確実にJNS遺伝
子の保因牛を特定できる遺伝子型検査はありませ
んが、ハプロタイプでJNS遺伝子の有無を調査する
ことができます。ハプロタイプはJNS遺伝子のすぐ
近くでJNS遺伝子の変異とともに変化するSNPを捉
えているので、直接JNSの遺伝子型を検査していま
せんが、JNS遺伝子の有無をある程度の精度で判定
することができます。米国において遺伝評価等を行
い公表している団体CDCB （The Council on Dairy 
Cattle Breeding）によると、SNP検査と補完によっ
て得られるハプロタイプはかなり高い精度でJNS遺
伝子の有無を判定できますが、今後ジャージーの遺
伝評価等に使用するSNPチップにはJNSのハプロ
タイプを補完せずに直接検査できるよう必要な
SNP情報を追加する予定とのことです。

JNSはリンバーレッグ（LL）と
同じ遺伝的疾患ではない

ジャージー集団ではすでにリンバーレッグ（LL：
Limber Legs）という遺伝的疾患が発見されていま
す。リンバーレッグとは「しなやかな肢」という意
味ですが、正式な日本語訳はないようです。LLの特
徴としては、一見すると出生時は正常個体に見えま
すが筋肉、靭帯、腱、関節の形成が不完全なため起
立することができません。LLはJNSと同様に起立で
きないという共通な症状がある遺伝的疾患ですが、
JNS を発症した子牛の症状や病態を詳細に調査す
ると JNSはLLの症状と類似していません。また、
LLの遺伝子はJNSとは別の異なる染色体上に存在
し、JNS遺伝子が関与するハプロタイプや原因とな
る突然変異とは異なります。なお、ジャージーの遺
伝的疾患としてはその他に直腸膣狭窄症（RVC：
Rectovaginal Constriction）が知られています。LL
やRVCは、JNSと同様に劣性遺伝子が子孫に伝達
されて発症する遺伝的疾患です。

JNS保因牛の出現頻度は米国で 6 ％
遺伝子型検査済みのジャージー集団において、

保因牛の頻度は現在のところ5.92％です。染色体は

両親由来のものが 2 本一組で構成され、染色体上
のハプロタイプも2 本一組存在します。すなわち、
遺伝子型検査済みのジャージー集団の約 6 ％が片
方の染色体上にJNSのハプロタイプを持つ保因牛
であり、反対に94％がJNSのハプロタイプを保因し
ない個体であることを意味します。なお、JNS遺伝
子を保因している場合はJNSC（JNS-Carrier：キャ
リアー）、検査の結果保因していない場合はJNSF
（JNS-Free：フリー）という記号で遺伝子の保因の
有無を表示することにしています（表 1）。

表1．  JNS遺伝子を保因している場合と検査済非保因
の区別を表示する記号

保因牛 検査済非保因牛

JNSC JNSF

米国ではJNS保因牛を公開
検査の結果、ある個体がJNS遺伝子の保因牛

（JNSC）であると指定された場合、飼養管理者、所
有者、繁殖者および第三者として指定された関係
者にはJNSCであることを米国登録協会から通知し
ます。協会はJNSCと指定されたすべての個体記録
を保存管理し、発行するすべての広告、説明資料
または血統証明等にそのことを記載しなければな
りません。これには具体的にゲノム評価報告書、公
式な血統能力証明書、後代検定能力評価成績書お
よび遺伝的能力評価報告書が含まれます。
また、JNSCと判明した種雄牛はジャージー・

ジャーナル誌やWebページで公開されることにな
りました。登録協会がスポンサーとなる種雄牛の購
買に関しては、検査済み非保因牛（JNSF）である
と指定されない限り容認しないことにしています。

JNS保因牛を交配した場合の発症率？
JNSの原因遺伝子は劣性遺伝子なので、片親か

表2．  JNS保因牛（JNSC）同士を交配した場合に生産
される子牛の遺伝子型の組み合わせ

母牛（JNSC）

父
牛（
J
N
S
C
）

正常（F） JNS遺伝子

正常（F） F-F
正常子牛（JNSF）

F-JNS
保因子牛（JNSC）

JNS遺伝子 JNS-F
保因子牛（JNSC）

JNS-JNS
発症子牛
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らJNS遺伝子を受け継ぎそれを保因しているだけ
では発症しませんが、両親から同時にJNS遺伝子を
受け継げば発症します。表 2にはJNSC同士を交配
した場合に生産される子牛の遺伝子型の組み合わ
せを示しました。この場合、子牛が両親から JNS
遺伝子を受け継いで発症個体として生まれる確率
は 25％、子牛がJNSCになる確率は 50％です。ま
た、この交配によってどちらの親からも JNS遺伝子
が伝達されない子牛が生まれる場合もあり、その
確率は25％です。
表 3にはJNSCの雄牛とJNSFの雌牛の交配に

よって生産される子牛の遺伝子型の組み合わせを
示しました。この交配では片親からのみJNS遺伝子
が子牛に伝達される可能性があるので、この場合
は50％の確率でJNSCの子牛、残り50％の確率で
JNSFの子牛がそれぞれ生産されますが、JNSを発
症する個体が生産されることはありません。

米国登録協会はなぜJNSを
遺伝的疾患と指定したのか？

健康な子牛の生産はジャージー集団を拡大する
ための基礎であり、ジャージー・ビジネスの収益性
の鍵を握っています。米国では子牛を失った場合
の経済的影響として 1頭当たり150ドルの損失があ
ると言われています。JNS を望ましくない遺伝因
子として指定することで、米国のすべてのジャー
ジー飼養農家はこの情報を共有することができま
す。それはJNSC同士の交配を事前に察知すること
を可能にし、子牛損耗の危険を伴う交配を回避す
ることができます。

JNSCの種雄牛精液は日本にも 
輸入されている

米国登録協会のWebページに
は、JNSCとして指定された種雄牛
228頭のリストが2020年11月22日
付けで掲載されました。その中で、
日本に精液が輸入され娘牛が 1 頭
以上登録されている種雄牛は16頭
存在します。表 4には日本国内に
登録娘牛を有し、かつJNSCの
ジャージー種雄牛16頭を示しまし
た。該当する種雄牛を父牛とする
血統登録雌牛は、2021年 2 月 1日

までに日本全国で1,601頭生産されています。残念
ながら日本ではジャージーのSNP検査が行われて
いないので保因の有無を判定できませんが、これ
らの娘牛の中にはJNSC個体が存在する可能性が
あります。それゆえ、AJCAのホームページに掲載
された228頭のJNSC種雄牛のいずれかを供用する
場合は、表 2に示したように25％の確率で子牛に
JNSが発症するかもしれないので、現在でもこれら
の娘牛やその子孫を飼養している生産者がおりま
したら供用種雄牛を選定する際には注意してくだ
さい。
日本ジャージー登録協会はJNSC種雄牛リストを

提示し交配に注意するよう会員に対して周知を行
うとともに令和 3 年 5月開催予定の理事会等で対
応策を協議する方向で調整しています。なお、
AJCAが公表したJNSC種雄牛リストは
https://jersey.com.au/wp-content/uploads/  
2020/11/GB-JNS-Carrier-AI-Bulls-Nov2020.pdf
から見ることができます。

 （登録部改良課審査役 河原）

表4．日本国内に登録娘牛を有し、JNS遺伝子を保因しているジャージー種雄牛（生年順）
AI略号 名　　号 登録番号 生年 娘牛数
29JE3241 ウードストツク モンタナ レーランド JEUSA000110637279 1998 67

1JE506 ウツドストツク LLV ルーテナント ET JEUSA000111389227 1999 3
14JE394 ウツドストツク レターマン ET JEUSA000112251008 2001 5

29JE3506 トールナーズ インパルス リーガル 233 ET JEUSA000061929249 2004 249
29JE3508 トレナーズ アーチスト リンドン ET JEUSA000061929278 2004 444
11JE1098 シユルツ リーガル クリテイツク P JEUSA000117217618 2010 6
14JE563 ウインドヘブンズ リーガル ハイプ ET JEUSA000117221187 2010 38

29JE3761 オール リンズ リーガル ビジヨナリー ET JEUSA000117222740 2010 7
200JE384 ギモ ジヨエル ET JECAN000106797223 2011 138
29JE3867 ローリーズ 11 ビジヨナリー チリ ET JEUSA000118201001 2012 263

147JE6217 オール リンズ クリテイツク ビンカ P ET JEUSA000118366481 2012 1
7JE5004 リバー バレー CECE クローム ET JE840003012423929 2013 347
14JE666 ブルー ミスト ビジヨナリー メソツド JEUSA000118440510 2013 4

200JE1085 パーキンス スカイクラス ET JECAN000109516964 2015 2
551JE1700 アーレム キウイン チヌーク 23485 JEUSA000067823485 2016 9
202JE607 ローズ カレンバーグ クリスタル P ET JEDEU000539873090 2017 18

AJACがJNSC種雄牛として公表したリストから日本に娘牛がいるものを抜粋

表3． JNS保因雄牛（JNSC）と正常雌牛（JNSF）を交配
した場合に生産される子牛の遺伝子型の組合せ

母牛（JNSF）

父
牛（
J
N
S
C
）

正常（F） 正常（F）

正常（F） F-F
正常子牛（JNSF）

F-F
正常子牛（JNSF）

JNS遺伝子 JNS-F
保因子牛（JNSC）

JNS-F
保因子牛（JNSC）
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去る 2月25日（木）、当組合ならびに（一社）日
本ホルスタイン登録協会北海道支局は、全道の登
録取扱団体に所属する登録委員の中から13名の優
良登録委員を表彰いたしました。
この表彰は、昭和50年度（1975年）より毎年「優

良登録委員表彰要項」ならびに「地区連合会登録
担当者表彰要項」に基づき、永年に亘り登録事業
の普及推進に従事し地域の酪農振興に功績のあっ
た登録委員を各地区の登録取扱団体の推薦により
実施しております。

今年度は新型コロナウイルス感染症の状況を鑑
み、予定していた表彰式および祝賀会を中止とし、
表彰状と副賞の発送をもって表彰にかえさていた
だきました。
この度、受賞されました優良登録委員の皆様に

おかれましては、引き続き登録の振興ならびに乳
牛改良にご尽力いただくと共に、益々のご健勝と
ご活躍をご祈念申し上げます。

 （登録部証明課　若杉）

登録事業の普及推進と地域酪農発展に尽力された優良登録委員13名を表彰

令和2年度　第46回優良登録委員表彰
　　  　　　第9回地区連合会登録担当者表彰

大空町東藻琴乳牛検定組合
早川浩巳 様

新函館農業協同組合
佐藤広和 様

オホーツク農業共済組合
鈴木直輝 様

伊達市農業協同組合
松田吾朗　様

幌延町農業協同組合
小川寛史 様

本別町農業協同組合
佐々木政英 様

北海道ひがし農業共済組合
菅原卓志 様

みなみ北海道農業共済組合
篠田浩二郎 様

釧路丹頂農業協同組合
松井宏篤 様

北海道中央農業共済組合
山口光雄 様

上川生産農業協同組合連合会
宮岡博昭 様

中標津町農業協同組合
佐々木尚洋 様

上川中央農業協同組合
平澤憲吾 様

第46回優良登録委員表彰者（12名）

第9回地区連合会
登録担当者表彰者

（1名）
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� （敬称略）
地　区 氏　名 所　属　団　体 委　嘱　年　月　日

石　狩 篠
しの

田
だ

浩
こう

二
じ

郎
ろう

みなみ北海道農業共済組合 平成 6年 1月12日
≪功績≫　獣医師として高い見識と優れた技術で乳牛改良や登録事業、受精卵移植の普及推進に尽力し、
後輩の育成においても検定情報や種雄牛の評価成績などの科学的な根拠に基づいた指導は高く評価され、
今後も益々の活躍が期待される。

空　知 山
やま

口
ぐち

　光
みつ

雄
お

北海道中央農業共済組合 平成 6年 5月30日
≪功績≫　乳牛改良は登録事業による正確なデータが根幹であるとの認識にたち、検定情報を活用した科
学的根拠を持った交配相談を取り入れるなど、登録委員として果たしている功績は大である。酪農家の信
望厚く、後輩にも信頼され酪農後継者への指導に注力するなど今後も益々の活躍が期待される。

上　川 平
ひら

澤
さわ

　憲
けん

吾
ご

上川中央農業協同組合 平成22年 7 月 8 日
≪功績≫　毎週すべての酪農家を訪問し牛群の情報共有と意見交換を行うことで迅速かつ正確な血統登録に貢献している。また、ゲ
ノミック評価を活用した優良後継牛の選抜を早く取り入れたことで牛群の長命連産・生産性を向上させると共に、生産基盤の向上のため
研修会や現地視察に参加するなど積極的に酪農技術や知識の習得に努めており、地域酪農の発展にとって欠くことのできない人物である。

道　南 佐
さ

藤
とう

　広
ひろ

和
かず

新函館農業協同組合 平成19年 4 月 9 日
≪功績≫　乳牛改良は正確な血統情報が基本であると考え、検定情報を活用した 交配指導を取り入れ地
域酪農の発展に尽力するなど登録委員として果たした功績は大である。審査業務や共進会業務などに長く
従事し、酪農家の信望は厚く、酪農後継者や後輩への指導に力を注ぐなど今後益々の活躍が期待される。

胆　振 松
まつ

田
だ

　吾
ご

朗
ろう

伊達市農業協同組合 平成 9年 5月 7日
≪功績≫　登録業務において、自動登録の普及に多大な貢献をした功績が高く評価される。また、家畜人工授
精師としてゲノミック評価値および受精卵移植を活用した乳牛改良を積極的に取り入れ、酪農家や同僚の信望
厚く、酪農後継者の指導に力を注ぐなど地域の酪農発展を担う人物であり、その功績は高く評価されている。

十　勝 佐
さ

々
さ

木
き

政
まさ

英
ひで

本別町農業協同組合 平成 6年 3月 3日
≪功績≫　家畜人工授精師として登録業務を推進をすると共に、乳牛改良に精力的に取り組み、後代検定事業
および受精卵移植の普及推進を図り高い評価を受けている。また長年、畜産業務に携わり酪農家からの信頼も厚
く、酪農振興の精力的な取り組みは地域の酪農・畜産経営の発展に大きく貢献し、実績を残している。

釧　路 菅
すが

原
わら

　卓
たか

志
し

北海道ひがし農業共済組合 平成 2年 5月30日
≪功績≫　登録業務・審査業務・乳検業務の普及推進と共に、検定成績を活用した科学的根拠を持った交
配相談を取り入れるなど乳牛改良に尽力し、その成果は高く評価される。釧路地区家畜授精師協会役員とし
て精力的に活動し、後輩にも信頼され、酪農後継者への指導に力を注ぐなど今後益々の活躍が期待される。

釧　路 松
まつ

井
い

　宏
ひろ

篤
あつ

釧路丹頂農業協同組合 平成 8年 8月 2日
≪功績≫　登録業務、牛群審査業務の普及推進を積極的に取り組むと共に、家畜人工授精師としての豊富
な経験を基に乳牛改良の推進を日々努めるなど酪農家と同僚から高い評価を得ている。後輩技術者への指
導に力を注ぐなど地域の酪農発展に大きく貢献し、今後益々の活躍が期待される。

根　室 佐
さ

々
さ

木
き

尚
なお

洋
ひろ

中標津町農業協同組合 平成13年 5 月 8 日
≪功績≫　家畜人工授精業務を通じて乳牛改良に携わると共に、登録事業、後代検定事業などの普及推進
に努めており、その功績は高く評価される。また、誠実な人柄と精力的な事業推進は、地域の酪農発展と
乳牛改良に欠くことのできない人材であり、今後益々の活躍が期待される。

網　走 早
はや

川
かわ

　浩
ひろ

巳
み

大空町東藻琴乳牛検定組合 平成18年 6 月21日
≪功績≫　後代検定事業や体型審査のデータを用いて酪農家の指導にあたり、交配相談システムを普及推
進するなど乳牛改良に尽力した功績は高く評価される。また、酪農家の信望厚く、地域の酪農経営の安定
と振興に大きく貢献されるなど今後益々の活躍が期待される。

網　走 鈴
すず

木
き

　直
なお

輝
き

オホーツク農業共済組合 平成10年 8 月11日
≪功績≫　登録事業の正確なデータが乳牛改良の基本であるとの認識にたち、積極的な事業推進により登
録普及率向上に貢献されている。また、家畜人工授精業務から得られた豊富な経験を活かすと共に、検定
情報を活用した科学的根拠を持った乳牛改良を行うなどその功績は高い評価を受けている。

留　萌 小
お

川
がわ

　寛
ひろ

史
し

幌延町農業協同組合 平成18年12月27日
≪功績≫　登録業務、家畜人工授精業務を通して乳牛改良に尽力し、地域の牛群改良に貢献されている。
正確で迅速な登録業務は他の登録委員の模範であり、後進の育成にも傾注するなど地域の酪農発展に欠く
ことのできない人材である。

地区連 宮
みや

岡
おか

　博
ひろ

昭
あき

上川生産農業協同組合連合会 平成25年 7 月19日
≪功績≫　管内の登録業務および牛群審査の普及推進に努める共に、共進会の企画運営にも尽力するなど
地域の酪農発展に大きく貢献されている。また、家畜人工授精師としての豊富な経験を活かした繁殖管理
の指導や日頃培った酪農技術・知識を活かし酪農経営の改善を図るなどその功績は高く評価される。

優良登録委員/地区連登録担当者　令和2年度表彰者
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未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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 0869845460 +3,952 +3,861 +110 -19 +90,978 +1,040 +124 +65 +0.84 -0.10 +1.11 2.07 145 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 1 
2 1536996782 +3,897 +3,665 +257 -25 +104,770 +1,898 +88 +74 +0.98 -0.04 +1.48 1.77 152 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 2 
3 1466517354 +3,766 +3,512 +103 +151 +140,461 +1,104 +101 +64 +0.21 -0.02 +0.56 1.77 125 オムラ アキアナ ローソン ET 枝幸町　小椋　義則 3 
4 1483615057 +3,664 +3,475 +162 +27 +137,975 +1,342 +108 +60 +0.66 -0.20 +1.15 2.19 135 クレスタ L ラダー マンドリン ET 苫前町　中嶋　卓広 4 
5 追加 1636826446 +3,620 +3,404 +185 +31 +103,449 +1,039 +98 +62 +0.56 +0.30 +0.91 1.90 139 ロツクウ エンデバー ボンソワ 北見市　有限会社　上野牧場 5 
6 追加 1619932805 +3,570 +3,079 +441 +50 +106,058 +1,183 +84 +58 +1.55 +0.62 +1.74 1.91 133 ロツキー ノーズヒル ラブリーロツク ジヤマルコ ET 中標津町　田中　洋希 6 
7 1540913577 +3,552 +3,600 +128 -176 +103,598 +1,717 +105 +65 +0.76 -0.04 +1.24 2.31 162 V デクラン ロツド ET 苫前町　株式会社　ビレッジファーム 7 
8 1393628888 +3,547 +3,160 +392 -5 +81,235 +1,491 +73 +65 +1.41 +0.47 +1.64 1.79 151 BRF シーザー ウラ ウラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 8 
9 1393628574 +3,540 +3,007 +343 +190 +134,998 +849 +86 +55 +0.55 +0.18 +1.57 1.56 123 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 9 
10 追加 0864060332 +3,508 +3,333 +141 +34 +97,719 +1,242 +88 +64 +0.62 -0.04 +0.80 1.81 143 レツドスター ストラダ シエーン 天塩町　赤塚　冬樹 10 
11 追加 1430423377 +3,505 +3,314 +164 +27 +110,251 +649 +118 +51 +0.86 -0.01 +1.07 2.10 136 KALM ジヤマルコ スノードロツプ ET 江別市　株式会社　Kalm角山 11 
12 1393628826 +3,454 +3,339 +198 -83 +93,558 +1,176 +86 +65 +0.59 -0.01 +1.04 2.10 151 BRF ラダー フアースト マニー オペラ ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 12 
12 1531913944 +3,454 +3,292 +56 +106 +140,834 +1,590 +85 +64 +0.45 -0.53 +0.98 1.73 134 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 12 
14 1365381506 +3,452 +2,984 +313 +155 +115,421 +856 +94 +51 +0.90 +0.54 +1.10 1.70 124 ジヤングル アリス ROCKETS 枝幸町　安井　一晃 14 
15 1624509085 +3,427 +3,086 +238 +103 +125,431 +1,516 +70 +64 +0.68 +0.24 +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 15 
16 1620800407 +3,412 +3,506 +210 -304 +61,316 +1,486 +103 +63 +0.64 +0.35 +0.97 3.20 164 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 16 
17 1470816832 +3,403 +3,021 +202 +180 +136,853 +735 +87 +55 +0.58 +0.40 +0.71 1.75 118 HL ウエスアニー エスペラント ET 枝幸町　小椋　孝則 17 
18 1525415492 +3,393 +3,299 +143 -49 +73,503 +715 +100 +58 +0.53 +0.26 +0.37 2.10 145 ウチ ブランデイー ジヤマ ケイ 枝幸町　内田　喜久男 18 
19 1438824770 +3,392 +3,006 +385 +1 +70,323 +1,850 +69 +62 +1.35 +0.42 +1.69 1.82 151 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 19 
20 1606237173 +3,389 +3,145 +205 +39 +94,367 +450 +125 +43 +0.97 +0.19 +1.05 1.51 148 セブンスヘブン UPD ウイングス ジヤマルコ ET 岩手県　鈴木　稔 20 
21 1393628154 +3,381 +2,810 +511 +60 +104,294 +1,019 +91 +47 +1.47 +0.82 +1.67 1.60 145 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 21 
22 1450016825 +3,372 +3,111 +247 +14 +84,877 +549 +96 +54 +0.39 +0.06 +0.91 2.03 144 YKT アレクスリン ハイジ ET 帯広市　杉浦　友樹 22 
23 1437817278 +3,365 +3,475 -123 +13 +64,827 +1,711 +79 +72 -0.05 -0.26 -0.34 2.13 135 YKT ダンテ フエリア ET 帯広市　杉浦　友樹 23 
24 1407625971 +3,337 +3,097 +115 +125 +112,978 +831 +107 +49 +0.76 -0.13 +0.91 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 24 
25 1558713503 +3,326 +3,032 +160 +134 +134,066 +1,070 +83 +57 +0.65 -0.36 +1.43 1.85 121 パツシヨンランド エンデバー ラブ ET 遠軽町　情野牧場 25 
26 1620800667 +3,320 +2,992 +265 +63 +134,090 +184 +109 +45 +0.48 +0.39 +0.66 1.83 138 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 26 
27 1536996980 +3,307 +3,207 +53 +47 +134,946 +1,464 +74 +66 +0.01 +0.18 +0.09 1.59 147 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 27 
28 1578705861 +3,303 +3,039 +184 +80 +112,668 +920 +98 +51 +1.08 +0.18 +1.11 1.85 135 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 28 
28 追加 1583711772 +3,303 +2,832 +273 +198 +122,454 +1,147 +95 +46 +0.69 +0.61 +0.94 1.20 129 ワカナ ソリユート クロ バトラー 安平町　伊藤　雄太 28 
30 1597824840 +3,300 +3,354 +27 -81 +76,238 +1,372 +104 +58 +0.99 -0.14 +1.05 2.24 152 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 30 
31 1389201736 +3,286 +3,160 +81 +45 +104,645 +1,273 +73 +65 +0.30 -0.12 +0.65 2.20 130 パインツリー レジエンド ロコ ET 湧別町　喜多　正人 31 
32 1620800384 +3,277 +3,383 +42 -148 +96,708 +1,549 +94 +63 +0.13 +0.04 +0.52 2.50 154 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 32 
33 1581346358 +3,273 +2,796 +296 +181 +121,546 +1,277 +61 +59 +0.66 +0.46 +0.87 1.65 118 ホクレン ワーデル セプテンバー ハルコ ET 訓子府　ホクレン訓子府実証農場 33 
34 1620800353 +3,260 +3,264 +94 -98 +111,973 +1,413 +95 +59 +0.36 -0.04 +0.88 2.26 151 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 34 
35 1466517408 +3,251 +3,091 +216 -56 +67,922 +911 +80 +60 +0.55 +0.02 +0.91 2.01 154 オムラ リツク ホツト ラダー ET 枝幸町　小椋　義則 35 
36 1606454280 +3,240 +2,784 +411 +45 +102,841 +620 +77 +52 +1.30 +0.46 +1.41 2.07 134 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 36 
37 追加 1430423698 +3,238 +3,203 +79 -44 +96,085 +1,725 +93 +58 +0.60 -0.05 +0.86 2.17 144 KALM デクラン ステフアニー 江別市　株式会社　Kalm角山 37 
38 1492015190 +3,231 +2,951 +212 +68 +73,912 +188 +94 +50 +1.35 +0.29 +1.02 1.79 133 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 38 
38 1536996928 +3,231 +3,039 +212 -20 +104,073 +1,942 +69 +63 +0.67 +0.13 +1.31 1.86 152 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 1536997093 +3,220 +2,991 +94 +135 +78,613 +1,761 +80 +57 +0.51 +0.07 +0.86 1.88 123 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 40 
41 1393628956 +3,219 +3,038 +226 -45 +118,913 +1,437 +81 +58 +0.68 +0.22 +1.09 1.62 160 BRF デクラン シリアス アテイテユード ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 41 
42 1620801169 +3,217 +3,115 +101 +1 +94,537 +1,034 +89 +57 +0.90 +0.18 +0.77 2.20 134 デイベロツプ ジヤマルコ アイリス 0116 ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 42 
43 1620800919 +3,196 +3,013 +135 +48 +122,650 +968 +84 +56 +0.21 -0.24 +0.95 1.80 138 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 43 
44 1393628901 +3,193 +2,661 +487 +45 +86,684 +1,363 +56 +57 +1.27 +0.41 +2.15 2.05 136 BRF コブ サラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 44 
44 1572291841 +3,193 +3,113 +161 -81 +45,443 +1,228 +72 +64 +1.30 +0.48 +0.81 2.00 151 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 44 
46 1558713695 +3,189 +2,807 +325 +57 +90,360 +1,485 +69 +56 +0.87 +0.49 +1.27 2.04 138 パツシヨンランド ジヤマルコ ジヤミー ET 遠軽町　情野牧場 46 
47 1572873504 +3,184 +2,668 +345 +171 +82,314 +948 +71 +51 +0.80 +0.28 +1.34 1.80 121 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 47 
48 1479931918 +3,178 +2,936 +217 +25 +71,045 +1,206 +76 +57 +0.83 +0.06 +0.90 2.11 138 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 48 
49 0869013746 +3,175 +2,945 +210 +20 +112,403 +1,350 +67 +61 +0.33 -0.04 +1.20 1.74 145 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 49 
50 1400238659 +3,170 +3,199 +68 -97 +77,195 +1,364 +71 +67 +0.50 -0.32 +0.54 2.17 156 RCA モントーヤ カレン 3287 C ET 富良野市　有限会社　三好牧場 50 
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未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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 0869845460 +3,952 +3,861 +110 -19 +90,978 +1,040 +124 +65 +0.84 -0.10 +1.11 2.07 145 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 1 
2 1536996782 +3,897 +3,665 +257 -25 +104,770 +1,898 +88 +74 +0.98 -0.04 +1.48 1.77 152 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 2 
3 1466517354 +3,766 +3,512 +103 +151 +140,461 +1,104 +101 +64 +0.21 -0.02 +0.56 1.77 125 オムラ アキアナ ローソン ET 枝幸町　小椋　義則 3 
4 1483615057 +3,664 +3,475 +162 +27 +137,975 +1,342 +108 +60 +0.66 -0.20 +1.15 2.19 135 クレスタ L ラダー マンドリン ET 苫前町　中嶋　卓広 4 
5 追加 1636826446 +3,620 +3,404 +185 +31 +103,449 +1,039 +98 +62 +0.56 +0.30 +0.91 1.90 139 ロツクウ エンデバー ボンソワ 北見市　有限会社　上野牧場 5 
6 追加 1619932805 +3,570 +3,079 +441 +50 +106,058 +1,183 +84 +58 +1.55 +0.62 +1.74 1.91 133 ロツキー ノーズヒル ラブリーロツク ジヤマルコ ET 中標津町　田中　洋希 6 
7 1540913577 +3,552 +3,600 +128 -176 +103,598 +1,717 +105 +65 +0.76 -0.04 +1.24 2.31 162 V デクラン ロツド ET 苫前町　株式会社　ビレッジファーム 7 
8 1393628888 +3,547 +3,160 +392 -5 +81,235 +1,491 +73 +65 +1.41 +0.47 +1.64 1.79 151 BRF シーザー ウラ ウラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 8 
9 1393628574 +3,540 +3,007 +343 +190 +134,998 +849 +86 +55 +0.55 +0.18 +1.57 1.56 123 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 9 
10 追加 0864060332 +3,508 +3,333 +141 +34 +97,719 +1,242 +88 +64 +0.62 -0.04 +0.80 1.81 143 レツドスター ストラダ シエーン 天塩町　赤塚　冬樹 10 
11 追加 1430423377 +3,505 +3,314 +164 +27 +110,251 +649 +118 +51 +0.86 -0.01 +1.07 2.10 136 KALM ジヤマルコ スノードロツプ ET 江別市　株式会社　Kalm角山 11 
12 1393628826 +3,454 +3,339 +198 -83 +93,558 +1,176 +86 +65 +0.59 -0.01 +1.04 2.10 151 BRF ラダー フアースト マニー オペラ ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 12 
12 1531913944 +3,454 +3,292 +56 +106 +140,834 +1,590 +85 +64 +0.45 -0.53 +0.98 1.73 134 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 12 
14 1365381506 +3,452 +2,984 +313 +155 +115,421 +856 +94 +51 +0.90 +0.54 +1.10 1.70 124 ジヤングル アリス ROCKETS 枝幸町　安井　一晃 14 
15 1624509085 +3,427 +3,086 +238 +103 +125,431 +1,516 +70 +64 +0.68 +0.24 +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 15 
16 1620800407 +3,412 +3,506 +210 -304 +61,316 +1,486 +103 +63 +0.64 +0.35 +0.97 3.20 164 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 16 
17 1470816832 +3,403 +3,021 +202 +180 +136,853 +735 +87 +55 +0.58 +0.40 +0.71 1.75 118 HL ウエスアニー エスペラント ET 枝幸町　小椋　孝則 17 
18 1525415492 +3,393 +3,299 +143 -49 +73,503 +715 +100 +58 +0.53 +0.26 +0.37 2.10 145 ウチ ブランデイー ジヤマ ケイ 枝幸町　内田　喜久男 18 
19 1438824770 +3,392 +3,006 +385 +1 +70,323 +1,850 +69 +62 +1.35 +0.42 +1.69 1.82 151 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 19 
20 1606237173 +3,389 +3,145 +205 +39 +94,367 +450 +125 +43 +0.97 +0.19 +1.05 1.51 148 セブンスヘブン UPD ウイングス ジヤマルコ ET 岩手県　鈴木　稔 20 
21 1393628154 +3,381 +2,810 +511 +60 +104,294 +1,019 +91 +47 +1.47 +0.82 +1.67 1.60 145 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 21 
22 1450016825 +3,372 +3,111 +247 +14 +84,877 +549 +96 +54 +0.39 +0.06 +0.91 2.03 144 YKT アレクスリン ハイジ ET 帯広市　杉浦　友樹 22 
23 1437817278 +3,365 +3,475 -123 +13 +64,827 +1,711 +79 +72 -0.05 -0.26 -0.34 2.13 135 YKT ダンテ フエリア ET 帯広市　杉浦　友樹 23 
24 1407625971 +3,337 +3,097 +115 +125 +112,978 +831 +107 +49 +0.76 -0.13 +0.91 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 24 
25 1558713503 +3,326 +3,032 +160 +134 +134,066 +1,070 +83 +57 +0.65 -0.36 +1.43 1.85 121 パツシヨンランド エンデバー ラブ ET 遠軽町　情野牧場 25 
26 1620800667 +3,320 +2,992 +265 +63 +134,090 +184 +109 +45 +0.48 +0.39 +0.66 1.83 138 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 26 
27 1536996980 +3,307 +3,207 +53 +47 +134,946 +1,464 +74 +66 +0.01 +0.18 +0.09 1.59 147 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 27 
28 1578705861 +3,303 +3,039 +184 +80 +112,668 +920 +98 +51 +1.08 +0.18 +1.11 1.85 135 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 28 
28 追加 1583711772 +3,303 +2,832 +273 +198 +122,454 +1,147 +95 +46 +0.69 +0.61 +0.94 1.20 129 ワカナ ソリユート クロ バトラー 安平町　伊藤　雄太 28 
30 1597824840 +3,300 +3,354 +27 -81 +76,238 +1,372 +104 +58 +0.99 -0.14 +1.05 2.24 152 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 30 
31 1389201736 +3,286 +3,160 +81 +45 +104,645 +1,273 +73 +65 +0.30 -0.12 +0.65 2.20 130 パインツリー レジエンド ロコ ET 湧別町　喜多　正人 31 
32 1620800384 +3,277 +3,383 +42 -148 +96,708 +1,549 +94 +63 +0.13 +0.04 +0.52 2.50 154 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 32 
33 1581346358 +3,273 +2,796 +296 +181 +121,546 +1,277 +61 +59 +0.66 +0.46 +0.87 1.65 118 ホクレン ワーデル セプテンバー ハルコ ET 訓子府　ホクレン訓子府実証農場 33 
34 1620800353 +3,260 +3,264 +94 -98 +111,973 +1,413 +95 +59 +0.36 -0.04 +0.88 2.26 151 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 34 
35 1466517408 +3,251 +3,091 +216 -56 +67,922 +911 +80 +60 +0.55 +0.02 +0.91 2.01 154 オムラ リツク ホツト ラダー ET 枝幸町　小椋　義則 35 
36 1606454280 +3,240 +2,784 +411 +45 +102,841 +620 +77 +52 +1.30 +0.46 +1.41 2.07 134 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 36 
37 追加 1430423698 +3,238 +3,203 +79 -44 +96,085 +1,725 +93 +58 +0.60 -0.05 +0.86 2.17 144 KALM デクラン ステフアニー 江別市　株式会社　Kalm角山 37 
38 1492015190 +3,231 +2,951 +212 +68 +73,912 +188 +94 +50 +1.35 +0.29 +1.02 1.79 133 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 38 
38 1536996928 +3,231 +3,039 +212 -20 +104,073 +1,942 +69 +63 +0.67 +0.13 +1.31 1.86 152 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 1536997093 +3,220 +2,991 +94 +135 +78,613 +1,761 +80 +57 +0.51 +0.07 +0.86 1.88 123 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 40 
41 1393628956 +3,219 +3,038 +226 -45 +118,913 +1,437 +81 +58 +0.68 +0.22 +1.09 1.62 160 BRF デクラン シリアス アテイテユード ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 41 
42 1620801169 +3,217 +3,115 +101 +1 +94,537 +1,034 +89 +57 +0.90 +0.18 +0.77 2.20 134 デイベロツプ ジヤマルコ アイリス 0116 ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 42 
43 1620800919 +3,196 +3,013 +135 +48 +122,650 +968 +84 +56 +0.21 -0.24 +0.95 1.80 138 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 43 
44 1393628901 +3,193 +2,661 +487 +45 +86,684 +1,363 +56 +57 +1.27 +0.41 +2.15 2.05 136 BRF コブ サラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 44 
44 1572291841 +3,193 +3,113 +161 -81 +45,443 +1,228 +72 +64 +1.30 +0.48 +0.81 2.00 151 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 44 
46 1558713695 +3,189 +2,807 +325 +57 +90,360 +1,485 +69 +56 +0.87 +0.49 +1.27 2.04 138 パツシヨンランド ジヤマルコ ジヤミー ET 遠軽町　情野牧場 46 
47 1572873504 +3,184 +2,668 +345 +171 +82,314 +948 +71 +51 +0.80 +0.28 +1.34 1.80 121 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 47 
48 1479931918 +3,178 +2,936 +217 +25 +71,045 +1,206 +76 +57 +0.83 +0.06 +0.90 2.11 138 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 48 
49 0869013746 +3,175 +2,945 +210 +20 +112,403 +1,350 +67 +61 +0.33 -0.04 +1.20 1.74 145 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 49 
50 1400238659 +3,170 +3,199 +68 -97 +77,195 +1,364 +71 +67 +0.50 -0.32 +0.54 2.17 156 RCA モントーヤ カレン 3287 C ET 富良野市　有限会社　三好牧場 50 
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未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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 1437118085 +3,169 +2,918 +266 -15 +95,041 +1,468 +65 +61 +0.56 +0.42 +0.85 2.06 144 プレインヒル ロツクスター ロビン ET 標津町　大迫　誠一 51 
52 1538413409 +3,168 +3,298 -81 -49 +71,968 +1,972 +83 +65 +0.04 -0.41 +0.56 2.58 137 パツシヨンランド ES デクラン ジヤズ ET 遠軽町　情野牧場 52 
53 1572293937 +3,167 +2,915 +192 +60 +99,502 +1,495 +60 +63 +0.45 +0.22 +0.75 1.58 143 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 53 
53 1620800421 +3,167 +3,079 +147 -59 +97,043 +1,444 +84 +58 +0.49 -0.32 +1.21 2.17 146 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 53 
55 追加 1430423445 +3,165 +3,102 +67 -4 +88,038 +749 +105 +50 +0.61 +0.04 +0.26 2.32 137 KALM ジヤマルコ シエイラ ET 江別市　株式会社　Kalm角山 55 
56 1466517453 +3,164 +2,818 +376 -30 +107,049 +1,293 +65 +58 +1.05 +0.26 +1.73 1.92 148 オムラ エメラルド ラダー 枝幸町　小椋　義則 56 
57 1514913718 +3,160 +3,016 +171 -27 +62,700 +1,122 +77 +59 +0.77 +0.10 +0.78 2.04 148 ノースアウト モントーヤ リバテイ ET 紋別市　北出　智幸 57 
57 1572291902 +3,160 +2,975 +175 +10 +69,719 +1,090 +74 +59 +1.08 +0.35 +0.81 1.70 148 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 57 
59 1620800650 +3,149 +2,871 +276 +2 +79,428 +583 +93 +48 +1.10 +0.36 +1.15 1.97 142 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 59 
60 1505013830 +3,146 +2,753 +315 +78 +114,150 +908 +82 +49 +0.69 +0.60 +0.45 1.95 127 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 60 
61 1470817150 +3,144 +2,833 +323 -12 +114,257 +1,116 +83 +51 +1.03 +0.29 +1.66 2.09 143 HL フオークロー ジヤマルコ ET 枝幸町　小椋　孝則 61 
62 1495615625 +3,143 +2,982 +149 +12 +80,638 +1,219 +89 +53 +0.53 +0.08 +0.59 1.81 144 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 62 
63 1435401974 +3,142 +3,128 -30 +44 +136,532 +923 +102 +52 -0.21 -0.15 +0.22 1.98 139 KON スシー デクラン 枝幸町　今　賢二 63 
64 1555513403 +3,134 +2,928 +289 -83 +46,131 +1,109 +73 +58 +1.48 +0.53 +1.29 2.46 148 マギーデール モントーヤ チヤーミング 池田町　中野　義嗣 64 
65 1518314221 +3,133 +2,631 +407 +95 +113,806 +1,541 +49 +59 +1.19 +0.18 +1.70 1.84 131 フレツシユ フラワー ナツ 富良野市　操上　美嘉子 65 
66 1492613631 +3,131 +2,610 +405 +116 +109,762 +1,022 +74 +48 +1.52 +0.57 +1.51 1.73 133 HSY ブーテイー レギンス フレア 白糠町　細谷　美加子 66 
66 1581345641 +3,131 +2,834 +174 +123 +102,232 +1,414 +71 +56 +0.66 +0.09 +0.70 1.73 133 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 66 
66 1607231880 +3,131 +2,826 +223 +82 +97,186 +1,110 +68 +57 +0.78 +0.23 +1.05 1.77 133 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 66 
69 1557510929 +3,122 +2,966 +146 +10 +99,100 +613 +83 +55 +0.55 +0.12 +0.78 2.02 134 ソルトレイク ウインザー スラムダンク ET 別海町　塩谷　英一 69 
70 1617825437 +3,121 +2,605 +353 +163 +111,561 +786 +64 +52 +1.05 +0.40 +1.11 1.73 124 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 70 
71 1525415386 +3,110 +2,478 +461 +171 +150,838 +876 +62 +49 +0.93 +0.45 +1.50 1.40 127 ウチ ルーイーザ ホツトジヨブ ET 枝幸町　内田　喜久男 71 
71 1609711441 +3,110 +2,896 +69 +145 +120,625 +781 +90 +50 +0.01 +0.12 +0.50 1.54 130 ワカナ ソリユート バトラー ET 安平町　伊藤　雄太 71 
73 1389150805 +3,106 +2,654 +260 +192 +118,622 +921 +82 +46 +0.57 +0.50 +0.71 1.79 118 サリツクス タンパ アボケート 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 73 
73 1583512485 +3,106 +2,861 +146 +99 +110,527 +681 +85 +51 +0.46 -0.29 +1.25 1.88 131 プラムオーチヤード エンデバー デリ 日高町　梅村　義郎 73 
75 1411421101 +3,095 +2,870 +194 +31 +81,203 +1,192 +76 +55 +0.49 +0.42 +0.52 1.90 139 ブライト ルビコン バルスト 中標津町　株式会社　飯島牧場 75 
75 1429119908 +3,095 +2,941 +255 -101 +101,625 +1,470 +86 +53 +1.19 +0.40 +1.65 2.25 150 イナパート マーク デクラン 富良野市　奥　祐樹 75 
77 追加 1431521041 +3,094 +2,819 +176 +99 +94,326 +777 +82 +51 +0.81 +0.29 +0.78 1.91 125 ノーズヒル L R クツキー プリンセス 中標津町　佐藤　広光 77 
78 1483614951 +3,093 +2,767 +261 +65 +116,378 +413 +83 +49 +0.82 +0.08 +1.28 2.00 126 クレスタ L ラダー オクタビア ET 苫前町　中嶋　卓広 78 
78 追加 1588111454 +3,093 +2,685 +344 +64 +140,033 +1,976 +65 +54 +0.72 +0.64 +1.25 2.11 132 K 1145 チユンキー ソリユーシヨン ET 安平町　小華和　寛紀 78 
80 1531913906 +3,092 +2,862 +241 -11 +95,961 +1,441 +73 +56 +0.32 +0.26 +0.82 1.89 147 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 80 
81 追加 1583711888 +3,082 +2,586 +363 +133 +110,267 +1,118 +65 +51 +1.04 +0.83 +1.51 1.47 135 ワカナ ジヤスミン シロ バトラー ET 安平町　伊藤　雄太 81 
82 1512512968 +3,079 +2,801 +230 +48 +101,795 +1,177 +71 +55 +0.99 -0.04 +1.14 2.02 140 マギーデール モントーヤ グラビテイー 池田町　中野　義嗣 82 
83 1594295964 +3,077 +2,831 +195 +51 +124,740 +1,258 +78 +53 +0.29 +0.58 +0.51 1.92 136 コバリ RUBI メリダ オレオ クツキー 栃木県　小針　勤 83 
84 1360662679 +3,076 +2,684 +220 +172 +111,345 +12 +77 +49 +0.45 +0.10 +0.74 1.55 124 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 84 
84 1620800780 +3,076 +2,674 +214 +188 +134,148 +1,306 +69 +52 +0.43 +0.06 +1.15 1.34 129 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 84 
86 1500315908 +3,075 +2,828 +150 +97 +103,295 +681 +73 +55 +0.20 -0.08 +0.64 2.08 128 テイーユー EXC ジエイシー ET 美瑛町　上田　雅樹 86 
87 追加 1491217052 +3,074 +2,673 +247 +154 +94,362 +755 +81 +47 +0.84 +0.26 +1.12 1.83 119 エンデバー ジヤマルコ プロフ ET 天塩町　会津　司 87 
88 追加 1442020083 +3,071 +2,878 +205 -12 +103,872 +1,266 +79 +54 +1.15 +0.29 +1.20 2.37 132 エンドレス ミツシー ジヤマルコ ET 天塩町　石崎　直 88 
89 1617408678 +3,067 +3,015 +78 -26 +92,518 +1,418 +89 +54 +0.28 -0.42 +1.08 2.12 146 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 89 
90 1470817204 +3,066 +2,816 +48 +202 +120,751 +993 +89 +48 +0.36 -0.52 +0.67 1.45 124 ホープランド ベツツイ スター エンデバー 枝幸町　小椋　孝則 90 
90 1518313873 +3,066 +2,924 +179 -37 +60,116 +909 +92 +50 +0.62 +0.38 +0.60 2.24 140 フレツシユ アズキ 富良野市　操上　隆明 90 
92 1400238642 +3,063 +3,018 -26 +71 +97,536 +1,167 +53 +69 +0.22 -0.42 -0.11 1.91 136 RCA モントーヤ カレン 3287 B ET 富良野市　有限会社　三好牧場 92 
93 0864060172 +3,062 +2,898 +98 +66 +96,041 +1,761 +66 +60 +0.43 -0.05 +0.55 1.98 131 レツドスター JC ダンク エリート ET 天塩町　赤塚　冬樹 93 
93 1569912162 +3,062 +2,663 +219 +180 +96,708 +1,185 +73 +50 +0.91 +0.64 +0.65 1.57 125 プラムオーチヤード ラピツド タルト 日高町　梅村　義郎 93 
95 1506101543 +3,060 +2,801 +174 +85 +105,157 +981 +71 +55 +0.53 +0.35 +0.85 1.73 136 KON スシー D ミステイー 枝幸町　今　賢二 95 
96 1400869723 +3,059 +2,393 +548 +118 +129,218 +175 +92 +34 +1.10 +1.04 +1.30 1.80 125 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 96 
97 1572291933 +3,053 +2,841 +232 -20 +86,857 +1,298 +57 +62 +1.22 +0.36 +0.96 2.00 143 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 97 
97 1610348933 +3,053 +2,718 +285 +50 +66,914 +1,109 +77 +50 +1.14 +0.66 +0.82 1.93 135 サリツクス ブーテイー 3529 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 97 
99 1465615877 +3,052 +2,608 +218 +226 +118,719 +873 +69 +50 +0.69 -0.07 +1.36 1.56 119 エンデバー ピーク フエドラ ヒロイン ET 天塩町　会津　司 99 
100 1354972012 +3,050 +2,629 +358 +63 +121,427 +1,081 +73 +49 +1.03 +0.75 +0.82 1.76 138 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 100 
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ホルスタイン通信  2021 − 4

未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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 1437118085 +3,169 +2,918 +266 -15 +95,041 +1,468 +65 +61 +0.56 +0.42 +0.85 2.06 144 プレインヒル ロツクスター ロビン ET 標津町　大迫　誠一 51 
52 1538413409 +3,168 +3,298 -81 -49 +71,968 +1,972 +83 +65 +0.04 -0.41 +0.56 2.58 137 パツシヨンランド ES デクラン ジヤズ ET 遠軽町　情野牧場 52 
53 1572293937 +3,167 +2,915 +192 +60 +99,502 +1,495 +60 +63 +0.45 +0.22 +0.75 1.58 143 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 53 
53 1620800421 +3,167 +3,079 +147 -59 +97,043 +1,444 +84 +58 +0.49 -0.32 +1.21 2.17 146 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 53 
55 追加 1430423445 +3,165 +3,102 +67 -4 +88,038 +749 +105 +50 +0.61 +0.04 +0.26 2.32 137 KALM ジヤマルコ シエイラ ET 江別市　株式会社　Kalm角山 55 
56 1466517453 +3,164 +2,818 +376 -30 +107,049 +1,293 +65 +58 +1.05 +0.26 +1.73 1.92 148 オムラ エメラルド ラダー 枝幸町　小椋　義則 56 
57 1514913718 +3,160 +3,016 +171 -27 +62,700 +1,122 +77 +59 +0.77 +0.10 +0.78 2.04 148 ノースアウト モントーヤ リバテイ ET 紋別市　北出　智幸 57 
57 1572291902 +3,160 +2,975 +175 +10 +69,719 +1,090 +74 +59 +1.08 +0.35 +0.81 1.70 148 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 57 
59 1620800650 +3,149 +2,871 +276 +2 +79,428 +583 +93 +48 +1.10 +0.36 +1.15 1.97 142 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 59 
60 1505013830 +3,146 +2,753 +315 +78 +114,150 +908 +82 +49 +0.69 +0.60 +0.45 1.95 127 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 60 
61 1470817150 +3,144 +2,833 +323 -12 +114,257 +1,116 +83 +51 +1.03 +0.29 +1.66 2.09 143 HL フオークロー ジヤマルコ ET 枝幸町　小椋　孝則 61 
62 1495615625 +3,143 +2,982 +149 +12 +80,638 +1,219 +89 +53 +0.53 +0.08 +0.59 1.81 144 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 62 
63 1435401974 +3,142 +3,128 -30 +44 +136,532 +923 +102 +52 -0.21 -0.15 +0.22 1.98 139 KON スシー デクラン 枝幸町　今　賢二 63 
64 1555513403 +3,134 +2,928 +289 -83 +46,131 +1,109 +73 +58 +1.48 +0.53 +1.29 2.46 148 マギーデール モントーヤ チヤーミング 池田町　中野　義嗣 64 
65 1518314221 +3,133 +2,631 +407 +95 +113,806 +1,541 +49 +59 +1.19 +0.18 +1.70 1.84 131 フレツシユ フラワー ナツ 富良野市　操上　美嘉子 65 
66 1492613631 +3,131 +2,610 +405 +116 +109,762 +1,022 +74 +48 +1.52 +0.57 +1.51 1.73 133 HSY ブーテイー レギンス フレア 白糠町　細谷　美加子 66 
66 1581345641 +3,131 +2,834 +174 +123 +102,232 +1,414 +71 +56 +0.66 +0.09 +0.70 1.73 133 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 66 
66 1607231880 +3,131 +2,826 +223 +82 +97,186 +1,110 +68 +57 +0.78 +0.23 +1.05 1.77 133 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 66 
69 1557510929 +3,122 +2,966 +146 +10 +99,100 +613 +83 +55 +0.55 +0.12 +0.78 2.02 134 ソルトレイク ウインザー スラムダンク ET 別海町　塩谷　英一 69 
70 1617825437 +3,121 +2,605 +353 +163 +111,561 +786 +64 +52 +1.05 +0.40 +1.11 1.73 124 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 70 
71 1525415386 +3,110 +2,478 +461 +171 +150,838 +876 +62 +49 +0.93 +0.45 +1.50 1.40 127 ウチ ルーイーザ ホツトジヨブ ET 枝幸町　内田　喜久男 71 
71 1609711441 +3,110 +2,896 +69 +145 +120,625 +781 +90 +50 +0.01 +0.12 +0.50 1.54 130 ワカナ ソリユート バトラー ET 安平町　伊藤　雄太 71 
73 1389150805 +3,106 +2,654 +260 +192 +118,622 +921 +82 +46 +0.57 +0.50 +0.71 1.79 118 サリツクス タンパ アボケート 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 73 
73 1583512485 +3,106 +2,861 +146 +99 +110,527 +681 +85 +51 +0.46 -0.29 +1.25 1.88 131 プラムオーチヤード エンデバー デリ 日高町　梅村　義郎 73 
75 1411421101 +3,095 +2,870 +194 +31 +81,203 +1,192 +76 +55 +0.49 +0.42 +0.52 1.90 139 ブライト ルビコン バルスト 中標津町　株式会社　飯島牧場 75 
75 1429119908 +3,095 +2,941 +255 -101 +101,625 +1,470 +86 +53 +1.19 +0.40 +1.65 2.25 150 イナパート マーク デクラン 富良野市　奥　祐樹 75 
77 追加 1431521041 +3,094 +2,819 +176 +99 +94,326 +777 +82 +51 +0.81 +0.29 +0.78 1.91 125 ノーズヒル L R クツキー プリンセス 中標津町　佐藤　広光 77 
78 1483614951 +3,093 +2,767 +261 +65 +116,378 +413 +83 +49 +0.82 +0.08 +1.28 2.00 126 クレスタ L ラダー オクタビア ET 苫前町　中嶋　卓広 78 
78 追加 1588111454 +3,093 +2,685 +344 +64 +140,033 +1,976 +65 +54 +0.72 +0.64 +1.25 2.11 132 K 1145 チユンキー ソリユーシヨン ET 安平町　小華和　寛紀 78 
80 1531913906 +3,092 +2,862 +241 -11 +95,961 +1,441 +73 +56 +0.32 +0.26 +0.82 1.89 147 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 80 
81 追加 1583711888 +3,082 +2,586 +363 +133 +110,267 +1,118 +65 +51 +1.04 +0.83 +1.51 1.47 135 ワカナ ジヤスミン シロ バトラー ET 安平町　伊藤　雄太 81 
82 1512512968 +3,079 +2,801 +230 +48 +101,795 +1,177 +71 +55 +0.99 -0.04 +1.14 2.02 140 マギーデール モントーヤ グラビテイー 池田町　中野　義嗣 82 
83 1594295964 +3,077 +2,831 +195 +51 +124,740 +1,258 +78 +53 +0.29 +0.58 +0.51 1.92 136 コバリ RUBI メリダ オレオ クツキー 栃木県　小針　勤 83 
84 1360662679 +3,076 +2,684 +220 +172 +111,345 +12 +77 +49 +0.45 +0.10 +0.74 1.55 124 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 84 
84 1620800780 +3,076 +2,674 +214 +188 +134,148 +1,306 +69 +52 +0.43 +0.06 +1.15 1.34 129 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 84 
86 1500315908 +3,075 +2,828 +150 +97 +103,295 +681 +73 +55 +0.20 -0.08 +0.64 2.08 128 テイーユー EXC ジエイシー ET 美瑛町　上田　雅樹 86 
87 追加 1491217052 +3,074 +2,673 +247 +154 +94,362 +755 +81 +47 +0.84 +0.26 +1.12 1.83 119 エンデバー ジヤマルコ プロフ ET 天塩町　会津　司 87 
88 追加 1442020083 +3,071 +2,878 +205 -12 +103,872 +1,266 +79 +54 +1.15 +0.29 +1.20 2.37 132 エンドレス ミツシー ジヤマルコ ET 天塩町　石崎　直 88 
89 1617408678 +3,067 +3,015 +78 -26 +92,518 +1,418 +89 +54 +0.28 -0.42 +1.08 2.12 146 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 89 
90 1470817204 +3,066 +2,816 +48 +202 +120,751 +993 +89 +48 +0.36 -0.52 +0.67 1.45 124 ホープランド ベツツイ スター エンデバー 枝幸町　小椋　孝則 90 
90 1518313873 +3,066 +2,924 +179 -37 +60,116 +909 +92 +50 +0.62 +0.38 +0.60 2.24 140 フレツシユ アズキ 富良野市　操上　隆明 90 
92 1400238642 +3,063 +3,018 -26 +71 +97,536 +1,167 +53 +69 +0.22 -0.42 -0.11 1.91 136 RCA モントーヤ カレン 3287 B ET 富良野市　有限会社　三好牧場 92 
93 0864060172 +3,062 +2,898 +98 +66 +96,041 +1,761 +66 +60 +0.43 -0.05 +0.55 1.98 131 レツドスター JC ダンク エリート ET 天塩町　赤塚　冬樹 93 
93 1569912162 +3,062 +2,663 +219 +180 +96,708 +1,185 +73 +50 +0.91 +0.64 +0.65 1.57 125 プラムオーチヤード ラピツド タルト 日高町　梅村　義郎 93 
95 1506101543 +3,060 +2,801 +174 +85 +105,157 +981 +71 +55 +0.53 +0.35 +0.85 1.73 136 KON スシー D ミステイー 枝幸町　今　賢二 95 
96 1400869723 +3,059 +2,393 +548 +118 +129,218 +175 +92 +34 +1.10 +1.04 +1.30 1.80 125 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 96 
97 1572291933 +3,053 +2,841 +232 -20 +86,857 +1,298 +57 +62 +1.22 +0.36 +0.96 2.00 143 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 97 
97 1610348933 +3,053 +2,718 +285 +50 +66,914 +1,109 +77 +50 +1.14 +0.66 +0.82 1.93 135 サリツクス ブーテイー 3529 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 97 
99 1465615877 +3,052 +2,608 +218 +226 +118,719 +873 +69 +50 +0.69 -0.07 +1.36 1.56 119 エンデバー ピーク フエドラ ヒロイン ET 天塩町　会津　司 99 
100 1354972012 +3,050 +2,629 +358 +63 +121,427 +1,081 +73 +49 +1.03 +0.75 +0.82 1.76 138 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 100 
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未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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

100 1393328740 +3,050 +2,629 +374 +47 +79,652 +943 +73 +49 +1.10 +0.75 +1.30 1.77 141 ランアツプ ペニア アルタホツトジヨブ 紋別市　植田　和也 100 
102 1393628840 +3,048 +2,674 +371 +3 +82,900 +763 +69 +52 +1.08 +0.78 +1.15 2.00 137 BRF シーザー ウラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 102 
102 1413226414 +3,048 +2,691 +344 +13 +102,279 +1,407 +63 +55 +1.05 +0.66 +1.18 1.85 144 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 102 
104 1620800544 +3,046 +2,735 +293 +18 +113,770 +105 +100 +41 +0.57 +0.41 +0.83 2.04 136 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 104 
105 1577111960 +3,043 +2,790 +236 +17 +105,199 +1,475 +75 +53 +0.91 +0.24 +0.94 1.85 145 ベルスマート ジヤマルコ マイ カード 芽室町　鈴木　進 105 
105 1615109270 +3,043 +2,982 +30 +31 +118,313 +1,186 +89 +53 +0.50 -0.18 +0.59 2.34 127 グリーンスター J エン ブライシヤ 標津町　郷野　由継 105 
107 1453917143 +3,042 +2,714 +239 +89 +98,365 +778 +84 +47 +0.50 +0.21 +0.98 1.88 134 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 107 
108 1518314283 +3,040 +2,703 +149 +188 +116,579 +573 +88 +45 +0.89 +0.12 +0.79 1.56 123 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 108 
109 1468204511 +3,032 +2,855 +220 -43 +113,739 +1,122 +87 +50 +0.37 +0.09 +1.03 1.85 154 ALICE ブランデ オニキス デクラン オベーラ ET 岡山県　有安　力 109 
110 1421919117 +3,031 +2,635 +274 +122 +101,957 +1,527 +71 +50 +0.74 +0.26 +1.33 1.92 123 イナパート LF ハイ ソリユーシヨン 富良野市　奥　祐樹 110 
111 追加 1406420928 +3,030 +2,594 +141 +295 +132,724 +1,193 +68 +50 +0.43 +0.19 +0.78 1.16 114 グリーンバレー フエスト スラムヒロイン ET 音更町　細野　浩 111 
112 1403120036 +3,028 +2,901 +164 -37 +87,641 +804 +59 +63 +0.34 +0.11 +0.44 2.52 134 エンブレムK モントーヤ シヤネル ET 大樹町　株式会社　エンブレムーK 112 
113 1363677427 +3,027 +2,698 +233 +96 +69,955 +880 +78 +49 +1.14 +0.96 +0.86 1.87 127 グリーンエンジエル アバーン ラスター ET 茨城県　佐藤　範之 113 
114 追加 1431520778 +3,026 +2,870 +119 +37 +90,103 +876 +76 +55 +0.47 +0.32 +0.66 2.19 131 ノーズヒル PH テイフイ ヒデイホー ET 中標津町　佐藤　広光 114 
114 1603516813 +3,026 +2,709 +218 +99 +104,447 +846 +86 +46 +0.42 -0.03 +1.12 1.69 134 オムラークレスト スカイバツク 枝幸町　小椋　義則 114 
116 1576212248 +3,022 +2,732 +232 +58 +108,322 +1,457 +66 +55 +0.62 +0.24 +0.72 1.94 137 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 116 
117 1518314306 +3,021 +2,815 +177 +29 +125,653 +1,353 +72 +55 +0.43 -0.14 +1.05 1.41 155 クロケツトエーカース F エルクラン 富良野市　操上　隆明 117 
117 1620800438 +3,021 +2,704 +241 +76 +96,770 +1,107 +76 +50 +0.76 +0.10 +1.19 2.08 131 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 117 
119 1494814432 +3,020 +2,554 +320 +146 +113,611 +473 +82 +43 +0.73 +0.39 +1.40 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 119 
120 1620800759 +3,017 +2,720 +296 +1 +122,919 +899 +82 +48 +1.06 +0.70 +0.96 1.88 147 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 120 
121 1393628871 +3,016 +2,597 +485 -66 +76,324 +1,181 +61 +53 +1.32 +0.53 +2.03 2.12 150 BRF タマゴ サラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 121 
122 1626232738 +3,014 +2,869 +107 +38 +96,574 +946 +88 +50 +0.00 +0.07 +0.61 2.35 128 アミスター シン クリムゾン RED ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 122 
123 1614209384 +3,013 +2,709 +216 +88 +78,432 +931 +74 +51 +0.94 +0.04 +1.04 1.89 130 スカイザリミツト ローソン ミラブル ET 寿都町　居川　孝志 123 
124 1607350888 +3,012 +2,734 +233 +45 +99,383 +1,193 +83 +48 +0.56 +0.14 +1.04 1.86 140 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 124 
125 1536998274 +3,010 +2,527 +359 +124 +101,095 +478 +68 +48 +0.93 +0.55 +1.08 2.07 119 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 125 
126 1468514832 +3,008 +2,796 +239 -27 +61,273 +1,510 +61 +59 +0.90 -0.04 +0.83 2.16 150 クラウン SP ブランデイ ブーテイー 湧別町　関口　哲治 126 
126 1619932782 +3,008 +2,658 +285 +65 +111,099 +848 +92 +42 +1.29 +0.37 +1.43 2.04 130 ロツキー ノーズヒル ラブリー プリンセス マルコ ET 中標津町　田中　洋希 126 
128 1596210064 +3,007 +2,875 +13 +119 +109,661 +1,814 +74 +56 +0.30 +0.07 +0.39 1.51 139 ミツドフイールド CCM アニース ET 江別市　中田　和孝 128 
129 1606422678 +3,006 +2,859 +130 +17 +98,391 +1,308 +68 +58 +0.85 +0.24 +0.79 2.08 141 ローヤル JJ マークド ET 湧別町　竹内　洋文 129 
130 1608810428 +3,003 +2,668 +257 +78 +108,350 +1,085 +71 +51 +0.65 +0.17 +1.10 2.09 126 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 130 
131 1572874280 +3,002 +2,931 +24 +47 +79,043 +1,134 +66 +61 +0.18 +0.12 +0.13 2.27 124 RE ジリー ライモンデイ サン バローズ 2 ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 131 
132 1617502390 +3,001 +2,854 +179 -32 +97,742 +943 +70 +57 +0.35 +0.06 +0.91 2.13 145 SUGAーLA カモラ ラダー ホリイ 枝幸町　菅原　一人 132 
133 1434223188 +2,999 +2,899 +121 -21 +85,744 +1,181 +95 +48 +0.95 +0.19 +1.04 2.18 140 シツク LJ ロケツト スタート ET 湧別町　竹内　洋文 133 
134 1421547006 +2,996 +2,776 +111 +109 +114,020 +1,671 +74 +53 +0.38 +0.05 +0.69 1.81 131 ウエダフアーム ゴベア ソリユーシヨン ET 湧別町　株式会社　ウエダファーム 134 
134 1457620209 +2,996 +2,509 +413 +74 +148,546 +265 +86 +40 +0.78 +0.12 +1.76 2.12 124 ピユアソウル レイダー ミーシヤ ET 猿払村　丹治　智寛 134 
136 1407626244 +2,994 +2,675 +168 +151 +90,609 +1,250 +86 +45 +0.54 +0.37 +0.43 1.70 133 ロツクウ ジヤマルコ ボンツー フタゴ 北見市　有限会社　上野牧場 136 
136 1613020270 +2,994 +3,021 +147 -174 +46,411 +1,071 +87 +55 +0.32 -0.10 +0.56 2.65 152 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 136 
138 1596210040 +2,993 +2,759 +116 +118 +133,729 +998 +80 +50 +0.42 +0.24 +0.42 1.46 135 ミツドフイールド CCM パーハル ET 江別市　中田　和孝 138 
139 0869013753 +2,991 +2,981 +53 -43 +101,506 +1,449 +72 +60 +0.35 -0.20 +0.69 2.31 141 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 139 
140 1421573005 +2,990 +2,773 +106 +111 +113,080 +1,089 +81 +50 +0.31 -0.32 +0.85 1.58 134 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 140 
141 1415628117 +2,984 +2,629 +221 +134 +102,438 +1,173 +73 +49 +0.78 +0.47 +0.98 1.76 127 ランアツプ ソリユーシヨン フアンキー 紋別市　植田　和也 141 
141 1531913821 +2,984 +2,742 +138 +104 +124,258 +851 +86 +47 +0.18 +0.17 +0.67 1.18 143 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 141 
143 1572292732 +2,975 +2,913 +126 -64 +40,065 +902 +84 +53 +0.90 +0.06 +0.86 1.86 156 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 143 
144 1365381568 +2,974 +2,770 +196 +8 +103,199 +631 +76 +52 +0.39 -0.17 +1.07 1.95 141 ジヤングル エリカ SUMMER 枝幸町　安井　一晃 144 
145 1412329192 +2,973 +2,757 +99 +117 +114,258 +1,783 +63 +57 +0.54 +0.46 +0.63 1.66 137 ドリーミー F ソリユーシヨン JC スター 標津町　千葉　祥一 145 
145 1437817292 +2,973 +2,913 +121 -61 +80,546 +1,608 +84 +53 +0.48 +0.04 +0.45 2.27 148 YKT JS ダンテ ノワール ET 帯広市　杉浦　友樹 145 
147 1423401818 +2,962 +2,833 +15 +114 +101,962 +696 +83 +51 -0.29 -0.43 +0.61 2.13 118 KON ブランデイ エンデバー 枝幸町　今　賢二 147 
148 1407626343 +2,960 +2,778 +79 +103 +91,460 +657 +79 +51 +0.20 -0.16 +0.61 2.06 120 ロツクウ エンデバー プリテンド 北見市　有限会社　上野牧場 148 
149 1583512461 +2,959 +2,849 +64 +46 +108,132 +893 +89 +49 +0.36 -0.38 +0.56 1.78 140 プラムオーチヤード ベーカ ラダー 日高町　梅村　義郎 149 
150 1531913975 +2,956 +2,919 +76 -39 +105,089 +1,541 +82 +54 +0.47 -0.16 +0.69 2.27 142 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 150 



19

ホルスタイン通信  2021 − 4

未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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

100 1393328740 +3,050 +2,629 +374 +47 +79,652 +943 +73 +49 +1.10 +0.75 +1.30 1.77 141 ランアツプ ペニア アルタホツトジヨブ 紋別市　植田　和也 100 
102 1393628840 +3,048 +2,674 +371 +3 +82,900 +763 +69 +52 +1.08 +0.78 +1.15 2.00 137 BRF シーザー ウラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 102 
102 1413226414 +3,048 +2,691 +344 +13 +102,279 +1,407 +63 +55 +1.05 +0.66 +1.18 1.85 144 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 102 
104 1620800544 +3,046 +2,735 +293 +18 +113,770 +105 +100 +41 +0.57 +0.41 +0.83 2.04 136 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 104 
105 1577111960 +3,043 +2,790 +236 +17 +105,199 +1,475 +75 +53 +0.91 +0.24 +0.94 1.85 145 ベルスマート ジヤマルコ マイ カード 芽室町　鈴木　進 105 
105 1615109270 +3,043 +2,982 +30 +31 +118,313 +1,186 +89 +53 +0.50 -0.18 +0.59 2.34 127 グリーンスター J エン ブライシヤ 標津町　郷野　由継 105 
107 1453917143 +3,042 +2,714 +239 +89 +98,365 +778 +84 +47 +0.50 +0.21 +0.98 1.88 134 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 107 
108 1518314283 +3,040 +2,703 +149 +188 +116,579 +573 +88 +45 +0.89 +0.12 +0.79 1.56 123 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 108 
109 1468204511 +3,032 +2,855 +220 -43 +113,739 +1,122 +87 +50 +0.37 +0.09 +1.03 1.85 154 ALICE ブランデ オニキス デクラン オベーラ ET 岡山県　有安　力 109 
110 1421919117 +3,031 +2,635 +274 +122 +101,957 +1,527 +71 +50 +0.74 +0.26 +1.33 1.92 123 イナパート LF ハイ ソリユーシヨン 富良野市　奥　祐樹 110 
111 追加 1406420928 +3,030 +2,594 +141 +295 +132,724 +1,193 +68 +50 +0.43 +0.19 +0.78 1.16 114 グリーンバレー フエスト スラムヒロイン ET 音更町　細野　浩 111 
112 1403120036 +3,028 +2,901 +164 -37 +87,641 +804 +59 +63 +0.34 +0.11 +0.44 2.52 134 エンブレムK モントーヤ シヤネル ET 大樹町　株式会社　エンブレムーK 112 
113 1363677427 +3,027 +2,698 +233 +96 +69,955 +880 +78 +49 +1.14 +0.96 +0.86 1.87 127 グリーンエンジエル アバーン ラスター ET 茨城県　佐藤　範之 113 
114 追加 1431520778 +3,026 +2,870 +119 +37 +90,103 +876 +76 +55 +0.47 +0.32 +0.66 2.19 131 ノーズヒル PH テイフイ ヒデイホー ET 中標津町　佐藤　広光 114 
114 1603516813 +3,026 +2,709 +218 +99 +104,447 +846 +86 +46 +0.42 -0.03 +1.12 1.69 134 オムラークレスト スカイバツク 枝幸町　小椋　義則 114 
116 1576212248 +3,022 +2,732 +232 +58 +108,322 +1,457 +66 +55 +0.62 +0.24 +0.72 1.94 137 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 116 
117 1518314306 +3,021 +2,815 +177 +29 +125,653 +1,353 +72 +55 +0.43 -0.14 +1.05 1.41 155 クロケツトエーカース F エルクラン 富良野市　操上　隆明 117 
117 1620800438 +3,021 +2,704 +241 +76 +96,770 +1,107 +76 +50 +0.76 +0.10 +1.19 2.08 131 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 117 
119 1494814432 +3,020 +2,554 +320 +146 +113,611 +473 +82 +43 +0.73 +0.39 +1.40 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 119 
120 1620800759 +3,017 +2,720 +296 +1 +122,919 +899 +82 +48 +1.06 +0.70 +0.96 1.88 147 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 120 
121 1393628871 +3,016 +2,597 +485 -66 +76,324 +1,181 +61 +53 +1.32 +0.53 +2.03 2.12 150 BRF タマゴ サラダー ET 美瑛町　株式会社　ベイリッチランドファーム 121 
122 1626232738 +3,014 +2,869 +107 +38 +96,574 +946 +88 +50 +0.00 +0.07 +0.61 2.35 128 アミスター シン クリムゾン RED ET 中標津町　有限会社　工藤牧場 122 
123 1614209384 +3,013 +2,709 +216 +88 +78,432 +931 +74 +51 +0.94 +0.04 +1.04 1.89 130 スカイザリミツト ローソン ミラブル ET 寿都町　居川　孝志 123 
124 1607350888 +3,012 +2,734 +233 +45 +99,383 +1,193 +83 +48 +0.56 +0.14 +1.04 1.86 140 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 124 
125 1536998274 +3,010 +2,527 +359 +124 +101,095 +478 +68 +48 +0.93 +0.55 +1.08 2.07 119 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 125 
126 1468514832 +3,008 +2,796 +239 -27 +61,273 +1,510 +61 +59 +0.90 -0.04 +0.83 2.16 150 クラウン SP ブランデイ ブーテイー 湧別町　関口　哲治 126 
126 1619932782 +3,008 +2,658 +285 +65 +111,099 +848 +92 +42 +1.29 +0.37 +1.43 2.04 130 ロツキー ノーズヒル ラブリー プリンセス マルコ ET 中標津町　田中　洋希 126 
128 1596210064 +3,007 +2,875 +13 +119 +109,661 +1,814 +74 +56 +0.30 +0.07 +0.39 1.51 139 ミツドフイールド CCM アニース ET 江別市　中田　和孝 128 
129 1606422678 +3,006 +2,859 +130 +17 +98,391 +1,308 +68 +58 +0.85 +0.24 +0.79 2.08 141 ローヤル JJ マークド ET 湧別町　竹内　洋文 129 
130 1608810428 +3,003 +2,668 +257 +78 +108,350 +1,085 +71 +51 +0.65 +0.17 +1.10 2.09 126 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 130 
131 1572874280 +3,002 +2,931 +24 +47 +79,043 +1,134 +66 +61 +0.18 +0.12 +0.13 2.27 124 RE ジリー ライモンデイ サン バローズ 2 ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 131 
132 1617502390 +3,001 +2,854 +179 -32 +97,742 +943 +70 +57 +0.35 +0.06 +0.91 2.13 145 SUGAーLA カモラ ラダー ホリイ 枝幸町　菅原　一人 132 
133 1434223188 +2,999 +2,899 +121 -21 +85,744 +1,181 +95 +48 +0.95 +0.19 +1.04 2.18 140 シツク LJ ロケツト スタート ET 湧別町　竹内　洋文 133 
134 1421547006 +2,996 +2,776 +111 +109 +114,020 +1,671 +74 +53 +0.38 +0.05 +0.69 1.81 131 ウエダフアーム ゴベア ソリユーシヨン ET 湧別町　株式会社　ウエダファーム 134 
134 1457620209 +2,996 +2,509 +413 +74 +148,546 +265 +86 +40 +0.78 +0.12 +1.76 2.12 124 ピユアソウル レイダー ミーシヤ ET 猿払村　丹治　智寛 134 
136 1407626244 +2,994 +2,675 +168 +151 +90,609 +1,250 +86 +45 +0.54 +0.37 +0.43 1.70 133 ロツクウ ジヤマルコ ボンツー フタゴ 北見市　有限会社　上野牧場 136 
136 1613020270 +2,994 +3,021 +147 -174 +46,411 +1,071 +87 +55 +0.32 -0.10 +0.56 2.65 152 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 136 
138 1596210040 +2,993 +2,759 +116 +118 +133,729 +998 +80 +50 +0.42 +0.24 +0.42 1.46 135 ミツドフイールド CCM パーハル ET 江別市　中田　和孝 138 
139 0869013753 +2,991 +2,981 +53 -43 +101,506 +1,449 +72 +60 +0.35 -0.20 +0.69 2.31 141 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 139 
140 1421573005 +2,990 +2,773 +106 +111 +113,080 +1,089 +81 +50 +0.31 -0.32 +0.85 1.58 134 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 140 
141 1415628117 +2,984 +2,629 +221 +134 +102,438 +1,173 +73 +49 +0.78 +0.47 +0.98 1.76 127 ランアツプ ソリユーシヨン フアンキー 紋別市　植田　和也 141 
141 1531913821 +2,984 +2,742 +138 +104 +124,258 +851 +86 +47 +0.18 +0.17 +0.67 1.18 143 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 141 
143 1572292732 +2,975 +2,913 +126 -64 +40,065 +902 +84 +53 +0.90 +0.06 +0.86 1.86 156 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 143 
144 1365381568 +2,974 +2,770 +196 +8 +103,199 +631 +76 +52 +0.39 -0.17 +1.07 1.95 141 ジヤングル エリカ SUMMER 枝幸町　安井　一晃 144 
145 1412329192 +2,973 +2,757 +99 +117 +114,258 +1,783 +63 +57 +0.54 +0.46 +0.63 1.66 137 ドリーミー F ソリユーシヨン JC スター 標津町　千葉　祥一 145 
145 1437817292 +2,973 +2,913 +121 -61 +80,546 +1,608 +84 +53 +0.48 +0.04 +0.45 2.27 148 YKT JS ダンテ ノワール ET 帯広市　杉浦　友樹 145 
147 1423401818 +2,962 +2,833 +15 +114 +101,962 +696 +83 +51 -0.29 -0.43 +0.61 2.13 118 KON ブランデイ エンデバー 枝幸町　今　賢二 147 
148 1407626343 +2,960 +2,778 +79 +103 +91,460 +657 +79 +51 +0.20 -0.16 +0.61 2.06 120 ロツクウ エンデバー プリテンド 北見市　有限会社　上野牧場 148 
149 1583512461 +2,959 +2,849 +64 +46 +108,132 +893 +89 +49 +0.36 -0.38 +0.56 1.78 140 プラムオーチヤード ベーカ ラダー 日高町　梅村　義郎 149 
150 1531913975 +2,956 +2,919 +76 -39 +105,089 +1,541 +82 +54 +0.47 -0.16 +0.69 2.27 142 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 150 
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未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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

151 1430319939 +2,955 +2,637 +162 +156 +115,455 +881 +76 +48 +0.59 +0.03 +0.66 1.77 125 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 151 
152 0869832415 +2,950 +2,891 +83 -24 +94,567 +1,312 +80 +54 +0.37 -0.18 +1.00 1.95 145 SEAーLAKE DRC ソリユーシヨン ジーブ 湧別町　株式会社　SEAーLAKE 152 
153 1452316077 +2,947 +2,622 +308 +17 +61,608 +1,496 +58 +55 +1.03 +0.18 +1.29 1.93 144 オムラ ストーン ハート ブーテイー 枝幸町　小椋　義則 153 
154 1505524718 +2,942 +2,602 +195 +145 +100,596 +1,096 +71 +49 +0.75 +0.25 +1.01 1.30 138 ストークランド ルビー ソリユーシヨン リタ 江別市　河野　愛 154 
154 1620800490 +2,942 +2,894 +95 -47 +93,470 +1,327 +85 +52 +0.23 -0.26 +1.04 2.33 142 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 154 
154 1622208874 +2,942 +2,828 +115 -1 +85,231 +1,050 +73 +55 +0.87 -0.12 +0.87 2.18 140 RARAーGEN バンク エンデバー 887 ET 中標津町　株式会社　RARA　Farm　中標津 154 
157 1497613803 +2,941 +2,588 +335 +18 +78,441 +1,187 +70 +49 +0.83 +0.46 +1.16 1.94 144 センバ テイタイム コンケスト 天塩町　泉波　展幸 157 
158 1460417155 +2,940 +2,490 +320 +130 +89,868 +951 +58 +51 +0.80 +0.82 +0.91 1.69 128 N45FARM ホツトジヨブ フレイヤ ET 幌延町　無量谷　勉 158 
159 1421572022 +2,939 +2,490 +330 +119 +90,302 +677 +58 +51 +1.13 +0.30 +1.42 1.75 129 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 159 
159 1536996874 +2,939 +2,967 -30 +2 +119,117 +1,325 +71 +60 +0.06 +0.11 +0.01 1.77 147 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 159 
159 1620801183 +2,939 +2,548 +297 +94 +106,492 +898 +84 +42 +0.80 -0.04 +1.51 1.73 132 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 159 
162 1453916450 +2,938 +2,648 +194 +96 +112,998 +1,213 +84 +45 +0.35 +0.12 +1.02 1.84 132 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 162 
163 1402528635 +2,933 +2,751 +148 +34 +124,920 +1,307 +77 +51 +0.65 +0.14 +0.76 1.95 139 グローブ フレグランス デクラン ET 別海町　有限会社　グローブ 163 
164 1620800476 +2,932 +2,624 +293 +15 +81,917 +245 +75 +48 +0.62 +0.41 +0.66 1.86 145 デイベロツプ ホツトジヨブ リデイア 0047 ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 164 
165 1401727305 +2,931 +2,551 +212 +168 +99,655 +883 +89 +40 +0.83 +0.17 +0.87 1.89 118 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 1620801534 +2,928 +2,517 +313 +98 +106,144 +1,394 +60 +51 +1.27 +0.42 +1.27 1.85 133 デイベロツプ ジヤマルコ ウオーリ 0153 ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 166 
167 0869013845 +2,925 +2,811 +22 +92 +71,285 +1,119 +79 +52 +0.64 -0.13 +0.52 1.72 135 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 167 
167 追加 1628908006 +2,925 +2,653 +206 +66 +102,793 +477 +94 +41 +0.84 +0.15 +1.00 1.77 132 スプライズ エクリプス ヨウヘイ クララ 八雲町　株式会社　スプライズファーム 167 
169 1436418865 +2,923 +2,735 +231 -43 +63,654 +600 +71 +53 +0.94 +0.32 +0.57 2.06 148 ピユアソウル ビジヨン AM バンクシー ET 猿払村　丹治　智寛 169 
170 1616921512 +2,920 +2,596 +301 +23 +114,047 +834 +73 +48 +0.94 +0.25 +1.34 2.12 131 フラーリツシユ マンドリン ラダー ET 中標津町　福嶋　寿顕 170 
171 +2,919 +2,556 +280 +83 +76,935 +1,223 +58 +53 +0.77 +0.17 +1.23 1.85 133 　 171 
172 1600715080 +2,915 +2,624 +234 +57 +70,652 +998 +75 +48 +1.03 +0.60 +1.07 2.34 125 エバールツク シナジイ アルタリーフ 中標津町　佐藤　久見 172 
173 1572873948 +2,911 +2,799 +72 +40 +54,616 +836 +66 +57 -0.03 +0.03 +0.45 2.35 126 RE ジリー ライモンデイ ダンサートム セカンド ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 173 
174 1626232417 +2,910 +2,629 +181 +100 +82,100 +1,420 +73 +49 +0.48 +0.14 +0.86 1.67 133 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 174 
175 1383929292 +2,908 +2,424 +449 +35 +90,201 +374 +87 +37 +1.27 +0.89 +1.26 1.70 143 ミドリ ルビコン サベージ 別海町　有限会社　オードリーファーム 175 
176 追加 1608010194 +2,907 +2,561 +212 +134 +132,167 +516 +68 +49 +0.39 +0.54 +0.66 1.56 135 バレルフアーム ヒラリー ブスコ 北見市　神田　典廣 176 
177 1466517262 +2,904 +2,691 +104 +109 +107,284 +504 +92 +43 +0.49 +0.23 +0.59 1.89 126 オムラ エコー HT 1726 枝幸町　小椋　義則 177 
178 1596180534 +2,903 +2,693 +182 +28 +70,475 +1,197 +68 +53 +0.69 -0.27 +1.17 2.05 142 MFD ウイスコンシン モントーヤ 士別市　多田　和宏 178 
178 1607272593 +2,903 +2,719 +26 +158 +141,551 +1,670 +94 +43 +0.20 -0.05 +0.59 1.51 130 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 178 
180 1393628604 +2,902 +2,607 +146 +149 +82,803 +838 +81 +45 +0.42 +0.01 +1.01 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 180 
181 1383929193 +2,901 +2,729 +242 -70 +49,504 +1,232 +73 +52 +0.74 -0.22 +1.22 2.22 150 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 181 
181 1573774985 +2,901 +2,420 +358 +123 +107,017 +1,010 +65 +46 +1.16 +0.47 +1.72 1.72 131 ドラゴンブルー ドロツプ S エントラス ET 岩手県　山崎　敏 181 
181 +2,901 +2,340 +470 +91 +91,388 +488 +64 +44 +1.31 +0.33 +1.96 1.56 141 　 181 
184 1421572466 +2,900 +2,754 +85 +61 +62,467 +1,057 +70 +54 +0.57 -0.50 +0.78 1.71 139 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 184 
184 1565036893 +2,900 +2,864 +26 +10 +99,842 +1,010 +78 +54 +0.15 -0.07 +0.42 1.58 154 セブンスヘブン ソリユーシヨン スカイ ET 岩手県　鈴木　稔 184 
186 1401727220 +2,899 +2,473 +207 +219 +129,637 +740 +93 +36 +0.38 +0.18 +0.89 1.72 115 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 186 
187 1444615416 +2,897 +2,577 +144 +176 +133,575 +1,241 +74 +47 +0.30 +0.25 +0.72 1.43 127 リツチモンド SOR ミク 苫小牧市　五十嵐　貴満 187 
188 1375531090 +2,894 +2,371 +348 +175 +125,300 +904 +59 +47 +0.55 +0.23 +1.16 1.08 143 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 188 
189 1520613145 +2,892 +2,503 +227 +162 +117,665 +903 +59 +51 +0.73 +0.33 +0.86 1.48 132 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 189 
190 0869833429 +2,891 +2,710 +110 +71 +77,787 +1,224 +62 +56 +0.19 +0.30 +0.36 2.05 130 SEAーLAKE ナツシユビル レイザー ET 湧別町　株式会社　SEAーLAKE 190 
191 1518314252 +2,888 +2,557 +216 +115 +108,340 +1,007 +46 +58 +0.84 +0.23 +0.82 1.51 136 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 191 
192 1620800551 +2,887 +2,618 +193 +76 +72,903 +422 +77 +47 +0.77 +0.41 +0.51 1.74 139 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 192 
193 1425431943 +2,886 +2,654 +207 +25 +98,279 +1,067 +70 +51 +0.41 -0.16 +0.73 2.23 134 ロツキー MS DJ ルビコン ET 中標津町　田中　洋希 193 
194 追加 1621583521 +2,885 +2,656 +129 +100 +95,676 +1,975 +46 +61 +0.41 +0.18 +0.65 1.55 143 カラミテイ タバスコ エンプレス 釧路市　堀田　清 194 
195 1443422480 +2,883 +2,558 +208 +117 +128,752 +1,577 +63 +51 +0.66 +0.15 +0.77 1.71 127 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 195 
195 1596180879 +2,883 +2,395 +450 +38 +94,515 +1,108 +68 +44 +1.32 +0.45 +1.92 1.80 142 MFD マルコ ヒーロー ET 士別市　多田　和宏 195 
197 1614210243 +2,882 +2,521 +297 +64 +97,882 +1,138 +82 +42 +1.12 +0.21 +1.46 1.99 134 サンビレツジ ジヤマルコ ヒーロー ET 剣淵町　村岡　潤一 197 
198 1389150737 +2,881 +2,852 -10 +39 +94,051 +1,241 +94 +47 +0.10 -0.23 +0.10 2.34 129 サリツクス メナス 4357 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 198 
198 追加 1620801794 +2,881 +2,764 +108 +9 +100,508 +772 +78 +51 +0.66 +0.14 +0.60 2.17 135 デイベロツプ スタローン プリン 0179 美瑛町　株式会社　稲川牧場 198 
200 1491716401 +2,879 +2,706 +142 +31 +82,188 +846 +81 +48 +0.66 +0.18 +0.53 2.36 124 MS ホワイト ローソン 鶴居村　松下　雅幸 200 
200 1536997741 +2,879 +2,655 +142 +82 +98,101 +1,521 +58 +56 +0.33 +0.34 +0.56 1.88 135 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 200 
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未経産牛GNTP上位200（2021年2月）　 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（35,456頭）並びに中間評価成績（2,456頭）が提供されましたので、
中間評価成績を追加し、再度ランキングされた上位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
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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

151 1430319939 +2,955 +2,637 +162 +156 +115,455 +881 +76 +48 +0.59 +0.03 +0.66 1.77 125 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 151 
152 0869832415 +2,950 +2,891 +83 -24 +94,567 +1,312 +80 +54 +0.37 -0.18 +1.00 1.95 145 SEAーLAKE DRC ソリユーシヨン ジーブ 湧別町　株式会社　SEAーLAKE 152 
153 1452316077 +2,947 +2,622 +308 +17 +61,608 +1,496 +58 +55 +1.03 +0.18 +1.29 1.93 144 オムラ ストーン ハート ブーテイー 枝幸町　小椋　義則 153 
154 1505524718 +2,942 +2,602 +195 +145 +100,596 +1,096 +71 +49 +0.75 +0.25 +1.01 1.30 138 ストークランド ルビー ソリユーシヨン リタ 江別市　河野　愛 154 
154 1620800490 +2,942 +2,894 +95 -47 +93,470 +1,327 +85 +52 +0.23 -0.26 +1.04 2.33 142 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 154 
154 1622208874 +2,942 +2,828 +115 -1 +85,231 +1,050 +73 +55 +0.87 -0.12 +0.87 2.18 140 RARAーGEN バンク エンデバー 887 ET 中標津町　株式会社　RARA　Farm　中標津 154 
157 1497613803 +2,941 +2,588 +335 +18 +78,441 +1,187 +70 +49 +0.83 +0.46 +1.16 1.94 144 センバ テイタイム コンケスト 天塩町　泉波　展幸 157 
158 1460417155 +2,940 +2,490 +320 +130 +89,868 +951 +58 +51 +0.80 +0.82 +0.91 1.69 128 N45FARM ホツトジヨブ フレイヤ ET 幌延町　無量谷　勉 158 
159 1421572022 +2,939 +2,490 +330 +119 +90,302 +677 +58 +51 +1.13 +0.30 +1.42 1.75 129 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 159 
159 1536996874 +2,939 +2,967 -30 +2 +119,117 +1,325 +71 +60 +0.06 +0.11 +0.01 1.77 147 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 159 
159 1620801183 +2,939 +2,548 +297 +94 +106,492 +898 +84 +42 +0.80 -0.04 +1.51 1.73 132 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 159 
162 1453916450 +2,938 +2,648 +194 +96 +112,998 +1,213 +84 +45 +0.35 +0.12 +1.02 1.84 132 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 162 
163 1402528635 +2,933 +2,751 +148 +34 +124,920 +1,307 +77 +51 +0.65 +0.14 +0.76 1.95 139 グローブ フレグランス デクラン ET 別海町　有限会社　グローブ 163 
164 1620800476 +2,932 +2,624 +293 +15 +81,917 +245 +75 +48 +0.62 +0.41 +0.66 1.86 145 デイベロツプ ホツトジヨブ リデイア 0047 ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 164 
165 1401727305 +2,931 +2,551 +212 +168 +99,655 +883 +89 +40 +0.83 +0.17 +0.87 1.89 118 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 1620801534 +2,928 +2,517 +313 +98 +106,144 +1,394 +60 +51 +1.27 +0.42 +1.27 1.85 133 デイベロツプ ジヤマルコ ウオーリ 0153 ET 美瑛町　株式会社　稲川牧場 166 
167 0869013845 +2,925 +2,811 +22 +92 +71,285 +1,119 +79 +52 +0.64 -0.13 +0.52 1.72 135 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 167 
167 追加 1628908006 +2,925 +2,653 +206 +66 +102,793 +477 +94 +41 +0.84 +0.15 +1.00 1.77 132 スプライズ エクリプス ヨウヘイ クララ 八雲町　株式会社　スプライズファーム 167 
169 1436418865 +2,923 +2,735 +231 -43 +63,654 +600 +71 +53 +0.94 +0.32 +0.57 2.06 148 ピユアソウル ビジヨン AM バンクシー ET 猿払村　丹治　智寛 169 
170 1616921512 +2,920 +2,596 +301 +23 +114,047 +834 +73 +48 +0.94 +0.25 +1.34 2.12 131 フラーリツシユ マンドリン ラダー ET 中標津町　福嶋　寿顕 170 
171 +2,919 +2,556 +280 +83 +76,935 +1,223 +58 +53 +0.77 +0.17 +1.23 1.85 133 　 171 
172 1600715080 +2,915 +2,624 +234 +57 +70,652 +998 +75 +48 +1.03 +0.60 +1.07 2.34 125 エバールツク シナジイ アルタリーフ 中標津町　佐藤　久見 172 
173 1572873948 +2,911 +2,799 +72 +40 +54,616 +836 +66 +57 -0.03 +0.03 +0.45 2.35 126 RE ジリー ライモンデイ ダンサートム セカンド ET 福島県　独立行政法人　家畜改良センター 173 
174 1626232417 +2,910 +2,629 +181 +100 +82,100 +1,420 +73 +49 +0.48 +0.14 +0.86 1.67 133 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 174 
175 1383929292 +2,908 +2,424 +449 +35 +90,201 +374 +87 +37 +1.27 +0.89 +1.26 1.70 143 ミドリ ルビコン サベージ 別海町　有限会社　オードリーファーム 175 
176 追加 1608010194 +2,907 +2,561 +212 +134 +132,167 +516 +68 +49 +0.39 +0.54 +0.66 1.56 135 バレルフアーム ヒラリー ブスコ 北見市　神田　典廣 176 
177 1466517262 +2,904 +2,691 +104 +109 +107,284 +504 +92 +43 +0.49 +0.23 +0.59 1.89 126 オムラ エコー HT 1726 枝幸町　小椋　義則 177 
178 1596180534 +2,903 +2,693 +182 +28 +70,475 +1,197 +68 +53 +0.69 -0.27 +1.17 2.05 142 MFD ウイスコンシン モントーヤ 士別市　多田　和宏 178 
178 1607272593 +2,903 +2,719 +26 +158 +141,551 +1,670 +94 +43 +0.20 -0.05 +0.59 1.51 130 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 178 
180 1393628604 +2,902 +2,607 +146 +149 +82,803 +838 +81 +45 +0.42 +0.01 +1.01 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 180 
181 1383929193 +2,901 +2,729 +242 -70 +49,504 +1,232 +73 +52 +0.74 -0.22 +1.22 2.22 150 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 181 
181 1573774985 +2,901 +2,420 +358 +123 +107,017 +1,010 +65 +46 +1.16 +0.47 +1.72 1.72 131 ドラゴンブルー ドロツプ S エントラス ET 岩手県　山崎　敏 181 
181 +2,901 +2,340 +470 +91 +91,388 +488 +64 +44 +1.31 +0.33 +1.96 1.56 141 　 181 
184 1421572466 +2,900 +2,754 +85 +61 +62,467 +1,057 +70 +54 +0.57 -0.50 +0.78 1.71 139 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 184 
184 1565036893 +2,900 +2,864 +26 +10 +99,842 +1,010 +78 +54 +0.15 -0.07 +0.42 1.58 154 セブンスヘブン ソリユーシヨン スカイ ET 岩手県　鈴木　稔 184 
186 1401727220 +2,899 +2,473 +207 +219 +129,637 +740 +93 +36 +0.38 +0.18 +0.89 1.72 115 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 186 
187 1444615416 +2,897 +2,577 +144 +176 +133,575 +1,241 +74 +47 +0.30 +0.25 +0.72 1.43 127 リツチモンド SOR ミク 苫小牧市　五十嵐　貴満 187 
188 1375531090 +2,894 +2,371 +348 +175 +125,300 +904 +59 +47 +0.55 +0.23 +1.16 1.08 143 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 188 
189 1520613145 +2,892 +2,503 +227 +162 +117,665 +903 +59 +51 +0.73 +0.33 +0.86 1.48 132 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 189 
190 0869833429 +2,891 +2,710 +110 +71 +77,787 +1,224 +62 +56 +0.19 +0.30 +0.36 2.05 130 SEAーLAKE ナツシユビル レイザー ET 湧別町　株式会社　SEAーLAKE 190 
191 1518314252 +2,888 +2,557 +216 +115 +108,340 +1,007 +46 +58 +0.84 +0.23 +0.82 1.51 136 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 191 
192 1620800551 +2,887 +2,618 +193 +76 +72,903 +422 +77 +47 +0.77 +0.41 +0.51 1.74 139 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 192 
193 1425431943 +2,886 +2,654 +207 +25 +98,279 +1,067 +70 +51 +0.41 -0.16 +0.73 2.23 134 ロツキー MS DJ ルビコン ET 中標津町　田中　洋希 193 
194 追加 1621583521 +2,885 +2,656 +129 +100 +95,676 +1,975 +46 +61 +0.41 +0.18 +0.65 1.55 143 カラミテイ タバスコ エンプレス 釧路市　堀田　清 194 
195 1443422480 +2,883 +2,558 +208 +117 +128,752 +1,577 +63 +51 +0.66 +0.15 +0.77 1.71 127 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 195 
195 1596180879 +2,883 +2,395 +450 +38 +94,515 +1,108 +68 +44 +1.32 +0.45 +1.92 1.80 142 MFD マルコ ヒーロー ET 士別市　多田　和宏 195 
197 1614210243 +2,882 +2,521 +297 +64 +97,882 +1,138 +82 +42 +1.12 +0.21 +1.46 1.99 134 サンビレツジ ジヤマルコ ヒーロー ET 剣淵町　村岡　潤一 197 
198 1389150737 +2,881 +2,852 -10 +39 +94,051 +1,241 +94 +47 +0.10 -0.23 +0.10 2.34 129 サリツクス メナス 4357 富良野市　株式会社　SALICS　DAIRY 198 
198 追加 1620801794 +2,881 +2,764 +108 +9 +100,508 +772 +78 +51 +0.66 +0.14 +0.60 2.17 135 デイベロツプ スタローン プリン 0179 美瑛町　株式会社　稲川牧場 198 
200 1491716401 +2,879 +2,706 +142 +31 +82,188 +846 +81 +48 +0.66 +0.18 +0.53 2.36 124 MS ホワイト ローソン 鶴居村　松下　雅幸 200 
200 1536997741 +2,879 +2,655 +142 +82 +98,101 +1,521 +58 +56 +0.33 +0.34 +0.56 1.88 135 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 200 
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□□　人　　事　　発　　令　□□
発　　令　　事　　項 氏　　名 前　　　　職

令和 3年 2 月28日付
（解　職）
定年により職を解く

令和 3年 3 月 1日付
（昇　格）
審査部長を命ずる
審査部次長兼務を命ずる

（嘱　託）
嘱託職員を命ずる
審査部審査課審査役を命ずる

小　泉　俊　裕

田　井　道　広
稲　山　智　明

小　泉　俊　裕

審査部長

審査部次長
審査部企画課長

第75回通常総会北海道ホルスタイン農業協同組合

日時：令和3年5月26日
　　　　　　 （水曜日）
　　　午後１時00分 北海道庁

赤レンガ

地下鉄
大通駅

大通公園

東急デパート

西
５
丁
目

西
４
丁
目

西
３
丁
目

地
下
鉄
南
北
線

地
下
鉄
東
豊
線

西
２
丁
目

西
１
丁
目

創
成
川

北４条

北３条

北２条

北１条

ホクレン

共済ホール

地下鉄
さっぽろ駅

JR札幌駅

ANAクラウンPホテル

場所：共済ホール
　　　札幌市中央区北4条西1丁目
　　　共済ビル

（主催：北海道ホルスタイン改良協議会）

2021北海道B&Wショウの中止決定：お
知
ら
せ

5月22・23日に開催予定でありましたが、昨年に引き続き新型コロナウイルスの
感染拡大防止の観点からこの開催の中止が主催者より発表されました。
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（ 3月23日開催）

（令和 3 年 4 月予想）
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初生〔ホル雄・F1雄・F1雌〕平均価格の推移

（税込）
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春になり雪も解けて、私的にお出かけ解禁の季
節になりました。行先は市内や札幌近郊の日帰りが
できる範囲内で、雑誌やテレビで紹介された人気
店や新規オープンのスイーツ・パン屋さんが多いの
ですが、夏には農家の直売所や道の駅に野菜を買
いに行くなど、思い立った時の週末に天気予報を
見てドライブがてら出発します。

特にお気に入りのお菓子は年に数回買いに行っ
ているのですが、一度だけですが、その際の移動
中に数群の渡り鳥を見かけたことがありました。そ
れは大きくて、口ばし付近が膨らんでいる普段見る
ことのない変わった形の鳥でした。群れ自体は数羽
だったのですが、低いところを飛んでいて近くで見

たせいか大迫力でびっくりしたことがあります。あ
まりの大きさに見た時はちょっと不気味だったの
ですが、ジュラシックパーク気分を味わえ、一緒に
見ていた家族も大興奮で、また見たいねとよく話し
ています。

後でネットを調べましたが何の鳥かわからず、時
期も確かではないのですが、そのお菓子を食べた
くて春になるのを待ちに待って出かけたので、ちょ
うど今頃だったと思います。

去年は緊急事態宣言・不要不急の外出自粛など
コロナウイルスの影響で行くことができなかった
ので、今年は是非お菓子を買って渡り鳥が見られ
たらいいな～と思っています。ワクチン接種を早く
受けて、いつもの日常に戻りた～い。

 （一石二鳥）


