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当組合は、第14回理事会を ７ 月16日（金）に京
王プラザホテル札幌において開催し、主にコロナ
禍における今年度の一部の組合事業の実施可否に
ついて協議いたしました。

令和 ３ 年度の事業計画につきましては、先に開
催しました第７5回通常総会にて承認されておりま
すが、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて
事業中止や規模縮小などの変更が生じ得るものと
しておりました。北海道ホルスタインナショナル
ショウの ２ 年続けての開催中止はすでにお知らせ
しておりますが、その他に今年度に事業計画して
いた組合員研修等についても新型コロナウイルス
の感染を回避するため、止む無く中止を決定いた
しました。

なお、登録受託事業、市場流通事業におきまし
ては順調に事業展開しているところです。

【中止を決定した事業】
●組合員海外酪農視察研修
デーリィマン社との共同企画でこれまで48回実

施している本研修について、カナダは米国を除く各
国からの外国人の入国を原則禁止としていること、

主要視察先としている「ロイヤル・アグリカルチュ
ラル・ウインター・フェア」の開催が中止となって
しまったこと、カナダの各牧場はまだ外国からの視
察団を受け入れていないこと等から例年同様の募
集は行えない状況になり、２ 年続けて中止すること
といたしました。本研修は、改良意欲の向上と酪農
経営の体質強化に役立てるため、先進国の酪農事
情並びにショウ等の視察を目的に実施しています。
世界的なコロナ禍においても立ち止まることのな
い乳牛改良へ向け、来年こそは新型コロナウイル
ス感染症が終息し、世界最高レベルのショウの視
察ができることを切に願います。
●組合員女性研修会

例年11月上旬に開催しこれまで３0回実施してい
る本研修について、現在のところ新型コロナワクチ
ン接種が停滞し参加者の接種が完了しているか不
透明であり安心・安全な研修実施が確約できない
こと、多人数での札幌市近郊における牧場視察等
を依頼することが憚れる状況にあること等から ２
年続けて中止することといたしました。本研修は、
組合員のご婦人等を対象に酪農関連施設や牧場等
の視察研修のほか親睦交流を企画・実施してきまし
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たが、こちらも来年こそは普段交流の少ない他管
内の方々との交流を行えるよう祈念いたします。
● 乳牛改良・審査のサクセッサー（後継者）プロ
グラム
次代を担う若手酪農後継者の乳牛改良知識・審

査技術習得を目的に開催している本プログラムは、
これまで概ね ２ 年おきに10回開催し16７名が修了し
ております。今年度の下期に第11回となる本プログ
ラム開催を計画しておりましたが、主体となる参加
者層である２0歳前後に新型コロナワクチン接種が
行き届くにはまだ相当の時間を要すると推測され
ること、そのような状況下で宿泊を伴う参加者に対
し安心・安全な開催が確約できないこと等から、や
むを得ず開催中止を判断いたしました。

【保留としている事業】
●2021共進会ジャッジ研修会
共進会審査技術の向上と審査眼の統一を図るた

め「共進会認定審査員」及び地区共進会審査経験
者等を対象に開催している本研修会は、今年度の
下期に音更町にて開催を計画しています。しかし
ながら、未だ終息しない新型コロナウイルス感染
症の動向や、同管内で開催予定の北海道ホルスタ
インウインターフェアの開催有無により、今後本研
修会の開催の可否について検討していくこととい

たしました。なお、開催にあたっては、これまで同
様に十勝乳牛改良同志会連合会の協力・連携を要
請し取り進めていくことを確認しました。

第 １ 回役員選任推薦会議を開催
第 1回役員選任推薦会議を ７ 月1３日（火）に

HOLSTEIN BLDG  ３ 階JHBS大会議室において
開催いたしました。推薦会議は第７5回通常総会に
てご報告した10名の委員のうち ９ 名の出席により
開会し、齋藤専務理事の開会挨拶の後に正副委員
長の互選を行い、委員長には志鎌輝嘉氏（網走）、
副委員長には山岸均氏（十勝）が選出されました。
その後、志鎌委員長が議長となり議事の進行が

行われ、次期役員改選（令和 4 年）に伴う区域別
定数や、令和 ７ 年度からの区域割りについて事務
局より説明があり、今後の日程について協議いたし
ました。

今後は、各区域において次期役員区域別定数
（表）に基づき理事及び監事を推薦していただき、
来年 ２月開催予定の地区組合員協議会にて報告す
る運びで取り進めていくことを確認いたしました。
なお、当推薦会議で出された意見等は、10月開催
予定の第15回理事会にて報告いたします。

 （総務部長：島）

《次期役員区域別定数》

区　　域
（地　区）

組合員数と事業量を
合わせた比率

理　　事
監　　事

均 等 割 実 績 割

石　　狩  4.７ 1 1
空知・留萌  5.３ 1 1
道南・後志  4.8 1
胆振・日高  5.4 1 1
上　　川  4.5 1
十　　勝 ２5.９ 1 1
釧　　路 11.３ 1
根　　室 1７.２ 1 1
網　　走 14.5 1
宗　　谷  6.4 1
学識経験 1
合　計 100 11 ２ ３

 ※ は変更のあった区域、定数
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（一社）日本ホルスタイン登録協会（以下、日ホ）
は、親子判定、遺伝子型検査（フリーマーチンを除
く）およびSNP検査で材料となる検査試料に耳片
（肉片）を追加しました。

これまでの検査試料は毛根としておりましたが、
検査を委託している（一社）家畜改良事業団 家畜
改良技術研究所（以下、家畜改良技術研究所）に
おいて、新たに耳片を検査試料として使用できる
ことになったことから、日ホでも同様の取り扱いを
７月 1日から開始しています。
SNP検査は平成２5年から実施していますが、当

初は尾房部の毛根２00本の採取が必要でした。その
後は徐々に本数を削減し、現在は毛根80本で検査
が可能になっています。しかしながら、依然として
生産現場からは試料採取にかかる負担が大きく、
毛根以外の試料で検査できるようにして欲しいと
の要望を受けていました。今回、耳片試料の検査
が可能になったことにより試料採取作業の軽減が
期待されます。
今後は、従来からの毛根または耳片のどちらを

試料採取されるかは、申込者および登録取扱団体
で適宜選択してください。耳片を採取するにはア
プリケーター（採取器具）とチューブ（保存容器）

が必要です。なお、アプリケーターおよびチューブ
については申込者および登録取扱団体で別途取扱
業者から購入していただく必要があります。SNP
検査の申込方法については登録取扱団体にお問い
合わせください。
家畜改良技術研究所で受付される耳片試料は

オールフレックス社製 TSU（輸入代理店：ささえ
あ製薬株式会社、写真 1）とカイスレー社製 ワン
タッチサンプラー（輸入代理店：サージミヤワキ株

遺伝子型検査およびSNP検査の検査試料に
耳片（肉片）が加わりました

登録部からのお知らせ ①

ハプロタイプから推測される
遺伝子型情報の提供を開始します

登録部からのお知らせ ②

写真 １．オールフレックス社製TSU
　�①アプリケーターと②リキッドチューブ（納品時はチュー
ブと刃は留具（赤）で結合されています。）

①

②

①

②

写�真 ３ ．採取後のチューブは日ホのSNP検査用ビニール袋
に入れて送付してください。オールフレックス社製をご
利用の場合は、使用済みの刃（白色）と留具（赤色）を
同封しても構いません。

写真 ２．カイスレー社製ワンタッチサンプラー
　①アプリケーターと②チューブと採取刃（緑色）
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  １ ． 8 月よりハプロタイプ情報を提供開始
ハプロタイプから推測される遺伝子型情報の提

供については、生産現場からの強い要望が挙がっ
ていましたが、（一社）日本ホルスタイン登録協会

（以下、登録協会）としても酪農経営に資するとの
考えから、関係団体と協議を重ね検討を進めてき
ました。今般、２0２1年 ７ 月 8日に開催された乳用牛
改良推進会議の中でこの情報提供について協議が
行われ、正式に承認されました。ついては、8月よ
りSNP検査申込者および所有者を対象に情報提供
を開始いたします。

  2 ．ハプロタイプとは
ハプロタイプとは、同一染色体上のある領域に

存在する複数のSNPの組み合わせを指します。遺
伝性疾患を引き起こす原因遺伝子や毛色に関連す
る遺伝子などは両親から遺伝しますが、それらの
近傍にあるSNPやハプロ
タイプも同様に両親から
伝達します。したがって、
遺伝子型検査を行わなく
ても、ハプロタイプをマー
カーとして利用すること
により原因遺伝子を保因
しているかをある程度の
精度で推測することが可
能です。

  3 ．提供される情報は胚死滅をもたらす 
  　　 ５ 種類の遺伝的不良形質
今回提供する遺伝子型情報は、妊娠期間中に胚

死滅をもたらすHH1からHH5の 5 種類の遺伝的不
良形質です。これらはいずれも劣性遺伝様式を持
ち、原因遺伝子を保因する個体同士の交配から
２5％の確率で発症します（表 1）。また、保因牛と
非保因牛の交配から保因牛が生まれる確率は50％
です。登録協会が実施した事前調査では、２0２0年
に生まれた雌牛の保因頻度は0.8％から6.6％の範囲
にあり、HH5が最も高い傾向にありました（図 1）。
これらの不良形質をヘテロの状態で保因していた
としても乳生産や繁殖性に悪影響はなく、牛群から
保因個体を排除する必要はありません。しかし、保
因雌牛については、供用種雄牛の保因状況に配慮
しながら交配を実施することが望ましいと考えら
れます。

遺伝子型検査およびSNP検査の検査試料に
耳片（肉片）が加わりました

登録部からのお知らせ ①

ハプロタイプから推測される
遺伝子型情報の提供を開始します

登録部からのお知らせ ②

それぞれ
。

。
。

表 １．�保因牛同士および保因牛と非保因牛の交配から、胚死滅の発生および保因牛が誕生する確率

式会社、写真 ２ ）のアプリケーターで採取した
チューブ（保存容器）に限られます。 ２ 社ともリ
キッドタイプ（保存液あり）とドライタイプ（保存
液なし）の ２ 種類のチューブを提供していますが、
リキッドタイプは採取した耳片が常温でも半年程
度は劣化せず保存できることから、家畜改良技術

研究所ではリキッドタイプを推奨しています。
採取器材および耳片採取方法の詳細について

は、家畜改良技術研究所のWebサイトに掲載され
ておりますので、ご参照ください。

 （登録部長：福田）
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  4 ． 指定遺伝的不良形質
との違いは何か

生産者の経済的損失が大
きいと判断された遺伝性疾
患は、乳用牛遺伝的不良形
質専門委員会が指定遺伝的
不良形質（例えば、BLAD
や牛コレステロール代謝異
常症）に指定し、国内の乳
牛集団から原因遺伝子を排
除する措置がとられてきま
した。HH1やHH２などの胚
死滅が生じる遺伝性疾患は
これに含まれていません
が、その理由は指定遺伝的不良形質の定義である

「特徴的な外見的・臨床的症状を示す」に該当しな
いためです。しかしながら、胚死滅をもたらす不良
形質を発症すれば、生産者の不利益となることは
紛れもない事実ですので、先に述べたとおり、保因
雌牛の交配には注意が必要でしょう。乳用牛遺伝
的不良形質専門委員会では、これらを調査形質と
して扱い、今後も継続したモニタリングが行われる
ものと考えられます。

  ５ ．ゲノミック評価情報に付加して情報提供
本情報は登録協会に蓄積されているSNPデータ

を当協会が利用・調査し、生産者へ還元するもので
す。情報提供は、雄牛について「雄牛ゲノミック評
価情報」、未経産を含む雌牛について「牛群遺伝情
報Web」に情報を付加して行います。「牛群遺伝情
報Web」では、SNP未検査の在籍雌牛の遺伝評価
情報も閲覧可能ですが、本情報の提供はGPIまたは

GEBVによってゲノミック評価された個体のみで
ある点にご注意ください。

  6 ．本情報を利用する上での注意点
ハプロタイプに基づく本情報は高い推測精度で

はありますが、前述したように原因遺伝子の保因／
非保因を100％保証するものではありません。した
がって、その確定には遺伝子型検査が必要である
ことにご注意ください。胚死滅をもたらす遺伝的不
良形質については、HH1のみ遺伝子型検査が現在
可能ですが、HH２からHH７についても早期に検査
を実施できるよう（一社）家畜改良事業団家畜改良
技術研究所遺伝検査部と協議しているところです。
なお、登録協会では、今回の情報提供に含まれ

ていないその他の遺伝的不良形質を含む遺伝因子
についても、情報提供の準備を鋭意進めていると
ころです。

 （登録部改良課）

図 １．�SNP検査済み雌牛における胚死滅をもたらすHH １からHH 5の保因（キャリア）
頻度の年次推移
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地区登録委員研修協議会は登録の推進と的確な
事務処理を図るとともに、登録委員との密接な連
携を保つ事を目的に毎年開催しております。今年
度は新型コロナウイルスの感染防止対策として、
道内を ７グループに分け ７ 月 6日から ７ 月1９日ま
での期間にオンライン形式で開催しましたが、９９の
登録窓口団体から登録委員、登録事務担当者及び
家畜人工授精師など合計158名が参加し、登録業務
の取扱に関する協議が行われました。

家畜改良増殖法の改正に伴う 
血統登録申込書の扱い

令和 ２ 年 ７月に「規制改革実施計画」が閣議決
定されました。この実施計画には社会全体のデジ
タル化（オンライン化）を進めるため、これまで押
印や書面の提出が必要だった行政手続の見直しと
法令の改正を行うことが盛り込まれています。これ
に伴い、農林水産省は家畜改良増殖法の施行規則
を一部改正し、授精証明書等の様式から証明者印
を省略しました。

登録協会に提出される授精証明書および移植証
明書につきましても証明者印の押捺の省略を認め
ますが、血統登録申込書の授精記録欄にある授精
証明者が登録委員と同一人物または所属団体が同
じでない場合には押印を省略することができませ
んのでご注意ください。

遺伝子型検査の取扱変更について
（ １）（一社）家畜改良事業団 遺伝検査部（以下、
遺伝検査部）がフリーマーチン検査の採血器具（注
射針および採血管）の配布を停止し検査料金を改
定したのに伴い、当支局は令和 ３ 年 ７ 月 1日受付
分から新料金を適用しています。今後は採血業務
を依頼する獣医師に採血器具を用意していただく
ことになりますが、遺伝検査部は採血管と採血量
について以下のとおり指定しています。

① 採血管は「抗凝固剤入」の「全血用採血管」を
使用すること。

② 採血量は ３ ㎖以上採取すること。容量が ２ ㎖
の採血管も検査可能ですが、確実な検査を希

望する場合には ２本分採血して送付すること。
（ ２）遺伝子型検査の申込牛から採取する試料につ
いて、令和 ３ 年 ７月 1日より毛根のほかに、新たに
耳片（肉片）による検査申込を受付しております。
採取した耳片試料は遺伝検査部が指定する保存容
器（チューブ）に入れて送付してください。

 （詳細は ３頁を参照ください。）

自動登録農家における自家授精記録の 
収集方法について

自動登録農家の自家授精記録は当支局に報告い
ただいておりますが、令和 ２ 年10月よりインター
ネットシステムを利用した報告ができるようにな
りました。このシステムで入力した授精記録は直
接、登録協会のデータベースに更新されますので、
これまでのFAXやメールを送信する必要がありま

せん。また、在籍牛の登録情報や分娩予定日を表
示する在籍牛情報一覧画面では、繁殖台帳の印刷
も可能です。利用に関するお問い合わせは地区の
登録窓口団体にお願いいたします。

RIUSの利用状況と機能変更について
RIUSは平成３1年 4 月の運用開始から今日に至る

まで歴代成績や共進会賞歴等の情報を公開し充実
化を図ってきました。今年度はRIUSをより手軽に
お使いいただくため、次の改修を行います。
（ １）ログイン画面

パソコンやスマートフォンのパスワード保存機
能を活用できるように、会員コードの入力欄を一つ
にまとめます。

令和３年度地区登録委員研修協議会を開催

２年ぶりの開催となった登録情報検討会
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（ ２）証明牛一覧画面
血統能力証明書を閲覧したいとき、当該牛の登

録番号で検索する機能がありますが、拡大 4 桁で
検索できる入力欄を画面に追加します。
（ ３）個体情報画面

① 血統図から審査成績情報や検定成績情報に切
り替えても両親がわかるように本牛の情報欄
に父牛の登録番号と略号、母牛の登録番号を
表示します。

② 本牛の情報に表示していた優秀牛マークを血
統図にも表示します

（ ４）歴代成績（共進会賞歴画面）
これまで２000年以降に開催された賞歴を表示し

ていましたが、範囲を 5 年遡り1９９5年以降の賞歴
も表示します。また、全日本ブラックアンドホワイ
トショウの賞歴も表示します。

（一社）日本ジャージー登録協会の会費について
（一社）日本ジャージー登録協会の年会費につい
ては、ジャージー種の血統登録証明または移動証
明（有料）の申込者を対象に徴収しておりました

が、今年度からは再交付、有料の更正、書換、審
査成績証明および検定成績証明の申込者も含めて
年会費の徴収対象となります。

乳牛の遺伝改良関係
雌牛におけるSNP検査の実施頭数は、２018年ま

では15,000～16,000頭の間で推移していましたが、
２01９年は1９,60３頭、２0２0年には２4,081頭と増加傾向
を示しており、２0２1年 ２ 月評価では３5,456頭のゲノ
ミック評価値が公表されました。検査頭数が増加
した背景には、農家のゲノミック評価値への理解
が深まったことや、国内のリファレンス集団の拡大
により信頼度が向上したことがあります。実際、1
戸あたりのSNP検査頭数も増加しています。
これまで種雄牛を対象に計算されていた「在群

能力」が、２0２0年 8 月からSNP検査済の雌牛もゲ
ノミック評価の対象となり、２0２1年 8 月からは「暑
熱耐性」の遺伝評価も公表されます。さらに多くの
遺伝情報を利用して、効率の良い乳牛改良を進め
てください。

 （登録部次長：小平）

今年で２1回目となる「登録情報の活用に係る検
討会」を 6月２4日に開催いたしました。昨年度は新
型コロナウイルスの影響により実施を見送ってお
りましたが、今年はWeb参加形式により全道の２6
委員と ２ 名のオブザーバーの合計２8名の参加（表
1）を得て、２ 年ぶりの開催となりました。本稿で
は検討会の協議内容等について報告いたします。

Webシステムへ移行した交配相談システムの 
利用状況と機能の拡張

交配相談システムは泌乳、体型、繁殖等の育種
価、次世代の近交係数および交配の相性効果を考
慮して、より最適な供用種雄牛を推奨するシステム
です。昨年秋まではCD-ROMによるPC版のシステ
ムをご利用いただいておりましたが、現在はWeb
版によるシステムの提供に完全移行しています。
Web版システムの利用団体は、CD版のシステムを
廃止して以降、着々と増えてきています（図 1）。

Web版システムの大きなメリットは、事前にパソ
コンで実施した交配相談結果を、現場で授精する

図 １．四半期ごとの利用団体数

令和３年度地区登録委員研修協議会を開催

２年ぶりの開催となった登録情報検討会
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際にはスマートフォンでその結果を確認ができる
ことです。昨年度には、種雄牛選定を人工知能（AI）
がサポートする機能をリリースしました。この機能
では、AIが交配相談結果、種雄牛リスト、操作の
履歴等の情報から、利用者の好みや選び方を学習
し、その結果に基づき候補となる種雄牛を抽出しま
す。このAIによる機能は、実際にWeb版を利用し
交配相談を実施していただくことで、AIの学習効
果により、さらに精度の高い情報を提供することが
できるようになります。その他にも、交配相談シス
テムにしか搭載されていない情報も多数あります。
これまで利用経験がない方でも容易に操作できま
すので、交配相談システムWebの利用を是非ご検
討ください。
また、当組合では他にもいくつかの改良情報シ

ステムを運用していますが、近交情報システム
Webについても絶えず機能の拡張を図っておりま
す。更新予定日等をお知らせする画面、名号による
種雄牛の検索、農家ごとの牛群一括リストのCSV
ファイルの出力、前回検索した条件を呼び出せる
機能などを追加していきます。これらの改良情報シ
ステムは、今後も酪農家や技術者の皆様がより便
利にご利用いただけるよう機能の追加や改善に努
めてまいります。

交配相談システムに加わる
新たな評価形質

歩様、乳房炎および在群能
力の遺伝評価値は、今年度中
を目途に交配相談システムに
追加して組み込む予定です。
歩様は放し飼い牛舎で飼養さ
れている個体を対象に審査を
実施してきました。繋ぎ飼い
されている個体は歩様の審査

記録を持ちませんが、そのような個体についても
「後肢側望」や「後肢後望」など他の形質との関連
性から間接的に評価値を推定します。また、抗乳房
炎は牛群検定時の乳房炎報告を基に遺伝評価値が
計算されます。

在群能力については、国内においてSNP検査済
みの雌雄個体に限り、２0２0年 8 月から新たに長命
性に関する形質として遺伝評価が開始されていま
す。遺伝的傾向は緩やかに改善方向にあることが
分析によって明らかになりました。これら ３ 形質が
交配相談システムに組み込まれるまでもうしばら
くお待ちください。

繁殖性と耐病性の改良に向けて
日本ホルスタイン登録協会では、昨年度より３

年間の計画で、公益財団法人 全国競馬・畜産振興
会の助成を受け、乳用牛生産性長命連産性の遺伝
的改良事業を実施しています。

本事業は、乳用牛の疾病に関する遺伝的特徴や
耐病性の育種価を求め、NTPや長命連産効果に組
み込む方法を研究するなどし、実用性の高い情報
を提供することを目的としています（図 ２ ）。分析
には農業共済組合に集積する全国の疾病記録を利
用しますが、データの利用には酪農家の承諾を予
めいただく必要があり、その利用承諾書は登録協
会から酪農家の皆様に直接送付させていただいて
おります。昨年度は釧路、根室、網走などの6３4戸
の酪農家から疾病データの利用承諾をいただき、
有意義な分析を遂行することができました。本年
度は十勝および道北地方を中心に情報利用の承諾
をお願いいたします。本事業による成果は必ず皆
様の役立つ情報となりますので、書類がお手元に

疾病形質

遺伝評価 E B V EBVとSNP
関係の予測式

SNP情報

SNP効果を利用
SNP検査だけで疾病のゲノミック評価が可能

SNP検査
GEBV

疾病SNP ⇒ GEBVの推定

図 ２．疾病に関する遺伝的特徴や耐病性に関する育種価の評価法
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届いた際には農済コードや必要事項をご記入の
上、ご返送くださるようご協力をお願いいたしま
す。

本検討会は、Web形式ながら多数の検討委員の
参加と共に活発なご意見をいただき、非常に有意

義な検討会であったと感じます。提案いただいた
ご意見を参考に、今後もさらにより有益な情報の
還元に努めていきたいと考えています。

 （登録部改良課技師：川上）

表 1． 登録情報活用検討委員ならびにオブザーバー
団　　体　　名 氏　　名

検討会委員（敬称略、五十音順）
　根室生産農業協同組合連合会情報事業課 伊藤　直樹
　標津町農業協同組合生産部振興課 今家　和馬
　士幌町乳牛検定組合 岩舘　智一
　オホーツク農業共済組合家畜部家畜改良担当 植西　直人
　北宗谷農業協同組合営農部家畜改良課 上野　嘉則
　幌延町農業協同組合営農部販売家畜改良課畜産係 小川　寛史
　士幌町農業協同組合畜産部家畜診療課 小川　浩諭
　るもい農業協同組合天塩支所営農部家畜改良課 荻原　英和
　北海道ひがし農業共済組合事業部家畜改良課 小倉　裕司
　摩周湖農業協同組合販売課酪農改良係 小山内克尚
　オホーツク農業共済組合湧別支所遠軽家畜診療所改良課 落合　文典
　大樹町農業協同組合酪農畜産部生産改良課 折笠　唯史
　北海道ひがし農業共済組合釧路中部事業センター標茶家畜診療所改良課 梶野　裕史
　札内農業協同組合畜産部畜産課 久保　正樹
　釧路農業協同組合連合会生産振興課 斉藤　晃一
　道東あさひ農業協同組合西春別支所生産課乳牛改良課 佐瀬　尚弘
　豊頃町農業協同組合畜産部畜産課畜産係 佐藤　孝正
　中標津町農業協同組合営農部家畜改良課 長崎　浩二
　るもい農業協同組合苫前支所農業振興部酪農畜産課 仁木　　孝
　オホ－ツク農業共済組合興部支所紋別家畜診療所改良課 平川　利臣
　宗谷南農業協同組合営農部乳牛改良課 松永　修輝
　釧路丹頂農業協同組合白糠支所家畜改良課 松原　清美
　稚内農業協同組合営農部酪農課畜産係 宮下　陽平
　東宗谷農業協同組合猿払支所酪農生産課授精係 村本　　翼
　北海道中央農業共済組合富良野支所富良野家畜診療所 山田竜太郎
　十勝農業協同組合連合会畜産部酪農畜産課 渡邊　敏弘
オブザーバー（敬称略、五十音順）
　一般社団法人ジェネティクス北海道事業推進部情報企画課 藤元　郁子
　公益社団法人北海道酪農検定検査協会乳牛検定部電算課 山口　　諭
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□□　人　　事　　発　　令　□□

発　　令　　事　　項 氏　　名 前　　　　職

令和 3年 7 月31日付
（異　動）
職を解く

令和 3年 8 月 1日付
（昇　格）
総務部長兼総務課長を命ずる

（異　動）
登録部証明課係長を命ずる
総務部総務課審査役兼㈱JHBS審査役を命ずる

（採　用）
職員に採用する
総務部経理課長を命ずる

城　丸　　　均

島　　　顕　造

立　松　由巳子
城　丸　　　均

北　島　聖　二

副参事兼総務部長兼㈱JHBS副参事

総務部次長兼総務課長兼経理課長

　
総務部経理課係長　
嘱託職員　
　
　
　　

【報告事項】
１ ．前回理事会（ ５ /27）後の主な処理事項について
  5 /２6 ㈱JHBS株主総会・取締役会
  6 / 4  日ホ 第３06回理事会
　　 ９  ラクレン農協連 第56回通常総会・理事会
　　16 宇都宮顕彰会 定時評議員会
　　1７  乳用牛改良手法の高度化事業に係る乳用牛改良推進会議
　　18  北海道家畜畜産物衛生指導協会 第4９回通常総会
　　２２  （一社）ジェネティクス北海道 第4９回通常総会、第２回理事会
　 　 北海道乳牛改良委員会 第３5回専門委員会
　　 北農中央会 第6７回通常総会
　　２３ 北海道信連 第７３回通常総会
　　２4 第２1回登録情報の活用に係る検討会
　　 北海道酪農検定検査協会 第4７回通常総会
　 北海道酪農畜産協会 令和 ３年度通常総会
　　２5 日ホ 第３0７回理事会、第７1回通常総会
　　３0  全酪連 役員選任推薦会議、ブロック別会長・組合長会議
  ７ / 6 ～ 地区登録委員研修協議会
　　 8  全酪連 役員選任推薦会議（全国）
　　  乳用牛改良手法の高度化事業に係る乳用牛改良推進会議
　　1３ 第 1回役員選任推薦会議

　　15 総務委員会
 経済企画委員会
　　16 ㈱JHBS取締役会
　　 三役・委員長会議
2 ．業務及び収支の状況について
3 ．優良雌牛オークションについて
4 ．総務委員会報告について
５ ．経済企画委員会報告について
6 ． 日ホ 第306回・307回理事会及び第7１回通常総会報告について

【協議事項】
１ ． 202１北海道ホルスタインナショナルショウ開催の中止について
2 ．組合員の加入・譲渡・脱退について
　　期首：９5２名 脱退：15名 現在：９３７名
3 ．組合員の海外研修及び女性研修について
4 ．役員研修について
５ ．2022年カレンダーの作成について
6 ． 202１年共進会ジャッジ研修会開催要領（案）について
7 ． 第１１回乳牛改良審査のサクセッサープログラム開催要領（案）について
8 ．中間監査、次期理事会の開催日程について

日時：令和 ３年 ７月16日（金）14時
場所：京王プラザホテル札幌第14回理事会の概要
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暑熱環境で飼養された乳牛は、暑熱ストレスに
より乳生産量の低下や繁殖性の悪化が生じると言
われています。特に近年は温暖化による平均気温
の上昇が全国的に観測されており、暑熱が酪農経
営に与える影響は深刻になりつつあります。このよ
うな状況を受け、独立行政法人 家畜改良センター
は２0２1-8月から暑熱耐性の遺伝評価値の公表を開
始しました。この遺伝評価値の利用によって、遺伝
的側面から暑熱耐性の強い雌牛生産に貢献すると
期待されます。
暑熱によるストレスを表す指標には、毎日の日平

均気温（℃）と日平均相対湿度（％）から計算され
る温湿度指数（THI）が利用されます（図 1）。THI
は不快指数とも呼ばれますが、温度と湿度がとも
に高いとTHIも高い数値となります。国内のホルス
タイン雌牛を利用した過去の研究報告によると、
THIが60（気温：約16℃、湿度：約50％）を超えた
あたりから暑熱の影響を受け、乳量の低下や体細
胞スコアの増加がみられるようです。
暑熱耐性の遺伝評価には、毎月の検定記録と各

牛群の最寄りの気象観測所等のTHIが利用されま
す。この評価では、まずTHIが60および７２（気温：
約２5℃、湿度：約50％）における乳量と体細胞スコ

アの遺伝評価値を推定し、これらのTHIの評価値
間の差を形質ごとに求めます（暑熱耐性［乳量］と
暑熱耐性［体細胞スコア］）。次に、これらの暑熱耐
性に経済的な重みを付加することで、暑熱耐性

［円］を算出します（式 1）。
暑熱耐性の遺伝評価値が高い牛は、暑熱環境下

においても乳量の低下や体細胞スコアの増加が起
こりにくく、一方で評価値が低い牛では、乳量の低
下や体細胞スコアの増加が起こりやすいと判断で
きます。また、暑熱耐性は体型形質や泌乳持続性
と同様に標準化育種価（SBV）で表示されるので、
個体間の評価値の比較だけでなく形質間の比較も
できます。ただし、暑熱耐性の遺伝評価値の信頼
度は泌乳形質ほど高くありませんので、交配種雄
牛や後継牛を選定する場合には、暑熱耐性を過度
に重視するのではなく、補助情報としての利用が
望ましいと考えられます。
日本ホルスタイン登録協会から提供している牛

群遺伝情報Webには、 8月の評価成績より暑熱耐
性の遺伝評価値が参照可能ですのでご活用くださ
い。 （登録部改良課：川上）

図 １ .気温と湿度によるTHIの値

暑熱耐性の遺伝評価が始まりました
（独）家畜改良センター

THI（温湿度指数）の計算式
THI=（1.8×気温）+32- ［ （0.55-0.0055×湿度）×（1.8×気温-26） ］

式 1 ．暑熱耐性（円）の計算式
暑熱耐性［円］=35.7円×暑熱耐性［乳量］-143.5円×暑熱耐性［体細胞スコア］
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未経産牛GNTP上位200（2021年8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（33,467頭）が公表されましたので上位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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

1 1614２10３5９ +３,９5３ +３,７７1 +160 +２２ +９4,6２6 +1,8３5 +９２ +７6 +0.61 +0.1２ +0.７1 141 -1.03 サンビレツジ WIS マスターカード ET 剣淵町 村岡　潤一 1 
２ 140７９２048９ +３,8２９ +３,4２７ +３11 +９1 +1３７,114 +5３３ +1２0 +54 +0.8２ +0.２９ +1.0２ 1２4 -0.22 ML サラ エンデバー ET 紋別市 株式会社　中島牧場 ２ 
３ 14７９8154７8 +３,801 +３,51９ +184 +９8 +111,188 +851 +105 +6３ +0.5９ +0.0３ +0.９３ 1３0 -1.03 スウイートハート デイバイン キレイ 更別村 天野　洋一 ３ 
4 086９845460 +３,７15 +３,6３９ +11２ -３6 +86,18７ +９04 +1２1 +60 +0.85 -0.0９ +1.10 148 -1.43 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 4 
5 146061７661 +３,6９4 +３,065 +516 +11３ +106,0２0 +７51 +９6 +5３ +1.３３ +0.７２ +1.5９ 1２７ -0.95 ハツピネス RAL BGR フアンデーシヨン ET 池田町 有限会社　ハッピネスホルスタインズ 5 
6 1540９1３5７７ +３,5９1 +３,6２6 +141 -1７6 +10３,９３1 +1,７86 +108 +65 +0.７6 -0.01 +1.２4 160 -0.88 V デクラン ロツド ET 苫前町 株式会社　ビレッジファーム 6 
７ 15７２8７5２７0 +３,588 +３,0７９ +451 +58 +11３,９1９ +1,２06 +68 +65 +1.３２ +0.5７ +1.5３ 1３２ -0.99 RE プロミス アナーニ ラダー セカンド ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター ７ 
8 148３61505７ +３,556 +３,３6２ +180 +14 +1３３,９60 +1,180 +108 +5７ +0.７1 -0.10 +1.10 1３７ -1.17 クレスタ L ラダー マンドリン ET 苫前町 中嶋　卓広 8 
９ 16055106７３ +３,5３5 +３,２２6 +101 +２08 +1２３,３２２ +９40 +86 +6２ +0.14 -0.46 +0.5７ 1２３ +0.37 ミツドフイールド CCM オムサー ET 江別市 中田　孝貴 ９ 
10 146651７３54 +３,5３4 +３,３05 +81 +148 +1２３,8９4 +９8９ +９９ +5９ +0.15 -0.05 +0.50 1２6 -1.54 オムラ アキアナ ローソン ET 枝幸町 小椋　義則 10 
11 1３９３6２88２6 +３,5２5 +３,41３ +1７３ -61 +９２,９３７ +1,２２4 +９0 +66 +0.5９ -0.05 +0.９３ 150 -0.29 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 11 
1２ 15３6９９6７8２ +３,50９ +３,３04 +２３5 -３0 +９３,２4３ +1,584 +8２ +66 +1.0３ -0.0９ +1.4３ 15３ -1.84 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 1２ 
1３ 16055106３5 +３,48９ +３,２08 +1９6 +85 +1２３,３5９ +864 +104 +54 +0.6７ -0.0２ +1.0７ 1３９ -0.95 ミツドフイールド CCM ポリツツ ET 江別市 中田　孝貴 1３ 
14 16２450９085 +３,480 +３,161 +２２３ +９6 +1２７,７２4 +1,58３ +７4 +65 +0.6９ +0.1９ +1.0２ 141 -0.44 ロツクヘルス ダイナ ダフネイ 0704 ET 江別市 岩田　淳一 14 
15 16３68２6446 +３,455 +３,２6９ +1７７ +９ +９1,845 +９３4 +９4 +60 +0.54 +0.３0 +0.8２ 141 +0.29 ロツクウ エンデバー ボンソワ 北見市 有限会社　上野牧場 15 
16 1３９７6２９8２９ +３,448 +３,1２３ +３64 -３９ +65,5３２ +1,２７９ +64 +68 +1.04 +0.２1 +1.３8 150 +0.00 BRF バトラント タノシイ サラダ ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 16 
1７ 08７1２３７185 +３,44７ +３,140 +２２4 +8３ +1３３,806 +７16 +９９ +54 +0.6９ -0.06 +1.３0 1３７ -0.81 SEA-LAKE ピーク デイーノ ガーデイアン ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1７ 
18 +３,4３７ +３,３1２ +３8 +8７ +９8,７6２ +1,３81 +85 +65 +0.5３ -0.３5 +0.88 1３5 -0.81 18 
1９ 16２080040７ +３,405 +３,486 +２11 -２９２ +60,444 +1,4３8 +105 +6２ +0.6２ +0.３4 +0.９6 16２ -3.01 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 1９ 
２0 15９７8２4840 +３,３88 +３,4２0 +３３ -65 +７７,３３0 +1,３5２ +105 +60 +0.９8 -0.14 +1.00 15２ -1.10 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 ２0 
２1 151３6145７９ +３,３７8 +３,15９ +108 +111 +９0,6３９ +858 +９8 +55 +0.15 -0.1２ +0.７２ 118 -0.62 ノースアウト エンデバー モリツサ ET 紋別市 北出　智幸 ２1 
２２ 0864060３３２ +３,３6９ +３,２２0 +1２6 +２３ +９２,56３ +1,154 +88 +61 +0.5９ -0.04 +0.68 145 -0.95 レツドスター ストラダ シエーン 天塩町 赤塚　冬樹 ２２ 
２３ 1３９３6２8888 +３,３6２ +３,001 +３７8 -1７ +6７,6３0 +1,３７8 +７２ +61 +1.３７ +0.41 +1.56 154 -0.11 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 ２３ 
２4 086９4510７4 +３,３60 +２,９９6 +２７6 +88 +９２,5９4 +1,541 +７4 +60 +0.86 +0.1３ +1.1３ 1３７ -0.95 コイワイ マスターカード モントーヤ パリス 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 ２4 
２5 1610410９９９ +３,３5２ +２,９1２ +３３３ +10７ +8３,９60 +5７２ +９２ +50 +0.９6 +0.３９ +1.1３ 1２6 -0.40 プラスバーランド シエリー ビゲロ 苫前町 工藤　主税 ２5 
２6 14９２0151９0 +３,３48 +３,08７ +２1７ +44 +68,68２ +２55 +100 +5２ +1.２９ +0.２９ +0.９９ 1３4 +0.08 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 ２6 
２７ 15７8７05861 +３,３２0 +３,0７３ +1７３ +７4 +10７,９6３ +９９0 +９９ +5２ +1.0９ +0.18 +1.10 1３７ -0.11 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 ２７ 
２8 15３1９1３９44 +３,３15 +３,1７1 +4２ +10２ +1３２,8３0 +1,4９３ +8２ +6２ +0.41 -0.55 +0.９３ 1３4 -1.24 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 ２8 
２8 1606２３７1７３ +３,３15 +３,0９３ +1９９ +２３ +９２,6２4 +40７ +1２７ +41 +0.９4 +0.２３ +1.00 151 -0.59 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 ２8 
３0 1３９３6２85７4 +３,３1２ +２,７７5 +３5９ +1７8 +1２９,３8２ +658 +8２ +50 +0.5７ +0.２6 +1.50 1２３ +0.44 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 ３0 
３1 1３884２8２７1 +３,２９７ +２,９45 +２40 +11２ +111,２７4 +３4３ +９２ +51 +0.９３ +0.14 +1.0９ 1３９ +1.39 K.S ラダー リツク ホツトライン ET 標茶町 鈴木　重充 ３1 
３1 1３54９７２01２ +３,２９７ +２,868 +３７９ +50 +1２0,９6９ +1,２３９ +84 +5２ +1.1２ +0.8２ +0.8２ 141 -2.02 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 ３1 
３３ 1618３２58２0 +３,２8７ +２,９14 +３85 -1２ +105,060 +1,50７ +68 +60 +1.２３ +0.７0 +1.２8 14９ -1.50 ブルームーン プリンセス マルコ ET 中標津町 永利　嘉成 ３３ 
３4 161９９３２805 +３,２86 +２,81３ +4３２ +41 +10２,844 +1,008 +80 +5２ +1.51 +0.56 +1.68 1３5 -0.74 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 ３4 
３5 16２0800３84 +３,２85 +３,３７７ +48 -140 +９３,81３ +1,501 +９７ +6２ +0.14 +0.04 +0.50 15３ -2.72 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 ３5 
３6 14３04２３３７７ +３,２84 +３,0９4 +168 +２２ +104,７３8 +4７5 +115 +46 +0.8２ -0.04 +1.0７ 1３９ -0.11 KALM ジヤマルコ スノードロツプ ET 江別市 株式会社　Kalm角山 ３6 
３７ 15３6９９７0９３ +３,２７4 +３,0３９ +９5 +140 +8２,1２6 +1,７３5 +8２ +58 +0.54 +0.01 +0.９２ 1２２ -0.44 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 ３７ 
３8 08７1２３86７0 +３,２65 +２,９00 +２88 +７７ +７９,4７３ +6２1 +９6 +48 +0.７９ +0.55 +0.85 1２6 -0.59 SEA-LAKE ザズル ジヤパン 4 ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ３8 
３９ 08７1２３8９46 +３,２64 +２,９80 +２３5 +4９ +105,8３７ +1,３９９ +68 +6２ +0.７1 -0.01 +1.01 141 -2.20 SEA-LAKE JOC マスターカード クローラ ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ３９ 
40 14500168２5 +３,２61 +３,060 +２08 -７ +７5,454 +45２ +９8 +5２ +0.３３ +0.0２ +0.７8 14７ -1.14 YKT アレクスリン ハイジ ET 帯広市 杉浦　友樹 40 
41 1401７２７２２0 +３,２54 +２,81７ +２1７ +２２0 +1２７,７1２ +860 +10２ +4３ +0.40 +0.２4 +0.80 116 -0.03 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 41 
4２ 16２0800３5３ +３,２5２ +３,２７２ +７0 -９0 +108,７７0 +1,３７0 +９９ +58 +0.２７ -0.06 +0.７７ 150 -1.25 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 4２ 
4３ 14７0２1７004 +３,２4９ +３,106 +14２ +1 +108,２９1 +1,4２２ +９９ +5３ +0.９３ +0.0７ +0.９4 14９ -0.44 ハツピークロス デイクラン ET 帯広市 辻　正和 4３ 
44 145101９３44 +３,２4７ +３,4２6 -86 -９３ +8２,45２ +1,0７７ +10３ +61 +0.10 -0.２4 +0.３6 158 -2.13 ブルージエイ デクラン 1 中札内村 宮部　正邦 44 
45 086９01３845 +３,２46 +３,1２1 +45 +80 +68,014 +1,２1３ +88 +58 +0.７0 -0.01 +0.51 1３７ +0.18 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 45 
46 164400９61９ +３,２３９ +２,９1７ +９９ +２２３ +115,864 +1,３06 +61 +6３ +0.２９ +0.３6 +0.08 1２９ -0.55 グリーンスター Mカード バトラー 標津町 郷野　由継 46 
4７ 1３９３6２8154 +３,２３３ +２,65３ +515 +65 +９8,5２0 +858 +９0 +4３ +1.4２ +0.84 +1.58 145 -0.48 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 4７ 
48 14180２14９6 +３,２３２ +３,01７ +155 +60 +10３,0３5 +1,２65 +７8 +5９ +0.61 +0.4３ +0.4７ 1３8 -0.62 サンワード ウインザー キヤンデイ 3 ET 更別村 日光　富男 48 
4９ 1３９３6２8９56 +３,２２4 +３,04７ +２00 -２３ +11３,９0９ +1,45２ +85 +5７ +0.6３ +0.２1 +1.00 15９ -1.47 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 4９ 
50 15２54154９２ +３,２２1 +３,1３７ +1２９ -45 +７1,48９ +650 +９4 +56 +0.56 +0.２4 +0.３1 146 -1.87 ウチ ブランデイー ジヤマ ケイ 枝幸町 内田　喜久男 50 
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未経産牛GNTP上位200（2021年8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（33,467頭）が公表されましたので上位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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

1 1614２10３5９ +３,９5３ +３,７７1 +160 +２２ +９4,6２6 +1,8３5 +９２ +７6 +0.61 +0.1２ +0.７1 141 -1.03 サンビレツジ WIS マスターカード ET 剣淵町 村岡　潤一 1 
２ 140７９２048９ +３,8２９ +３,4２７ +３11 +９1 +1３７,114 +5３３ +1２0 +54 +0.8２ +0.２９ +1.0２ 1２4 -0.22 ML サラ エンデバー ET 紋別市 株式会社　中島牧場 ２ 
３ 14７９8154７8 +３,801 +３,51９ +184 +９8 +111,188 +851 +105 +6３ +0.5９ +0.0３ +0.９３ 1３0 -1.03 スウイートハート デイバイン キレイ 更別村 天野　洋一 ３ 
4 086９845460 +３,７15 +３,6３９ +11２ -３6 +86,18７ +９04 +1２1 +60 +0.85 -0.0９ +1.10 148 -1.43 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 4 
5 146061７661 +３,6９4 +３,065 +516 +11３ +106,0２0 +７51 +９6 +5３ +1.３３ +0.７２ +1.5９ 1２７ -0.95 ハツピネス RAL BGR フアンデーシヨン ET 池田町 有限会社　ハッピネスホルスタインズ 5 
6 1540９1３5７７ +３,5９1 +３,6２6 +141 -1７6 +10３,９３1 +1,７86 +108 +65 +0.７6 -0.01 +1.２4 160 -0.88 V デクラン ロツド ET 苫前町 株式会社　ビレッジファーム 6 
７ 15７２8７5２７0 +３,588 +３,0７９ +451 +58 +11３,９1９ +1,２06 +68 +65 +1.３２ +0.5７ +1.5３ 1３２ -0.99 RE プロミス アナーニ ラダー セカンド ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター ７ 
8 148３61505７ +３,556 +３,３6２ +180 +14 +1３３,９60 +1,180 +108 +5７ +0.７1 -0.10 +1.10 1３７ -1.17 クレスタ L ラダー マンドリン ET 苫前町 中嶋　卓広 8 
９ 16055106７３ +３,5３5 +３,２２6 +101 +２08 +1２３,３２２ +９40 +86 +6２ +0.14 -0.46 +0.5７ 1２３ +0.37 ミツドフイールド CCM オムサー ET 江別市 中田　孝貴 ９ 
10 146651７３54 +３,5３4 +３,３05 +81 +148 +1２３,8９4 +９8９ +９９ +5９ +0.15 -0.05 +0.50 1２6 -1.54 オムラ アキアナ ローソン ET 枝幸町 小椋　義則 10 
11 1３９３6２88２6 +３,5２5 +３,41３ +1７３ -61 +９２,９３７ +1,２２4 +９0 +66 +0.5９ -0.05 +0.９３ 150 -0.29 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 11 
1２ 15３6９９6７8２ +３,50９ +３,３04 +２３5 -３0 +９３,２4３ +1,584 +8２ +66 +1.0３ -0.0９ +1.4３ 15３ -1.84 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 1２ 
1３ 16055106３5 +３,48９ +３,２08 +1９6 +85 +1２３,３5９ +864 +104 +54 +0.6７ -0.0２ +1.0７ 1３９ -0.95 ミツドフイールド CCM ポリツツ ET 江別市 中田　孝貴 1３ 
14 16２450９085 +３,480 +３,161 +２２３ +９6 +1２７,７２4 +1,58３ +７4 +65 +0.6９ +0.1９ +1.0２ 141 -0.44 ロツクヘルス ダイナ ダフネイ 0704 ET 江別市 岩田　淳一 14 
15 16３68２6446 +３,455 +３,２6９ +1７７ +９ +９1,845 +９３4 +９4 +60 +0.54 +0.３0 +0.8２ 141 +0.29 ロツクウ エンデバー ボンソワ 北見市 有限会社　上野牧場 15 
16 1３９７6２９8２９ +３,448 +３,1２３ +３64 -３９ +65,5３２ +1,２７９ +64 +68 +1.04 +0.２1 +1.３8 150 +0.00 BRF バトラント タノシイ サラダ ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 16 
1７ 08７1２３７185 +３,44７ +３,140 +２２4 +8３ +1３３,806 +７16 +９９ +54 +0.6９ -0.06 +1.３0 1３７ -0.81 SEA-LAKE ピーク デイーノ ガーデイアン ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1７ 
18 +３,4３７ +３,３1２ +３8 +8７ +９8,７6２ +1,３81 +85 +65 +0.5３ -0.３5 +0.88 1３5 -0.81 18 
1９ 16２080040７ +３,405 +３,486 +２11 -２９２ +60,444 +1,4３8 +105 +6２ +0.6２ +0.３4 +0.９6 16２ -3.01 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 1９ 
２0 15９７8２4840 +３,３88 +３,4２0 +３３ -65 +７７,３３0 +1,３5２ +105 +60 +0.９8 -0.14 +1.00 15２ -1.10 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 ２0 
２1 151３6145７９ +３,３７8 +３,15９ +108 +111 +９0,6３９ +858 +９8 +55 +0.15 -0.1２ +0.７２ 118 -0.62 ノースアウト エンデバー モリツサ ET 紋別市 北出　智幸 ２1 
２２ 0864060３３２ +３,３6９ +３,２２0 +1２6 +２３ +９２,56３ +1,154 +88 +61 +0.5９ -0.04 +0.68 145 -0.95 レツドスター ストラダ シエーン 天塩町 赤塚　冬樹 ２２ 
２３ 1３９３6２8888 +３,３6２ +３,001 +３７8 -1７ +6７,6３0 +1,３７8 +７２ +61 +1.３７ +0.41 +1.56 154 -0.11 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 ２３ 
２4 086９4510７4 +３,３60 +２,９９6 +２７6 +88 +９２,5９4 +1,541 +７4 +60 +0.86 +0.1３ +1.1３ 1３７ -0.95 コイワイ マスターカード モントーヤ パリス 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 ２4 
２5 1610410９９９ +３,３5２ +２,９1２ +３３３ +10７ +8３,９60 +5７２ +９２ +50 +0.９6 +0.３９ +1.1３ 1２6 -0.40 プラスバーランド シエリー ビゲロ 苫前町 工藤　主税 ２5 
２6 14９２0151９0 +３,３48 +３,08７ +２1７ +44 +68,68２ +２55 +100 +5２ +1.２９ +0.２９ +0.９９ 1３4 +0.08 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 ２6 
２７ 15７8７05861 +３,３２0 +３,0７３ +1７３ +７4 +10７,９6３ +９９0 +９９ +5２ +1.0９ +0.18 +1.10 1３７ -0.11 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 ２７ 
２8 15３1９1３９44 +３,３15 +３,1７1 +4２ +10２ +1３２,8３0 +1,4９３ +8２ +6２ +0.41 -0.55 +0.９３ 1３4 -1.24 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 ２8 
２8 1606２３７1７３ +３,３15 +３,0９３ +1９９ +２３ +９２,6２4 +40７ +1２７ +41 +0.９4 +0.２３ +1.00 151 -0.59 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 ２8 
３0 1３９３6２85７4 +３,３1２ +２,７７5 +３5９ +1７8 +1２９,３8２ +658 +8２ +50 +0.5７ +0.２6 +1.50 1２３ +0.44 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 ３0 
３1 1３884２8２７1 +３,２９７ +２,９45 +２40 +11２ +111,２７4 +３4３ +９２ +51 +0.９３ +0.14 +1.0９ 1３９ +1.39 K.S ラダー リツク ホツトライン ET 標茶町 鈴木　重充 ３1 
３1 1３54９７２01２ +３,２９７ +２,868 +３７９ +50 +1２0,９6９ +1,２３９ +84 +5２ +1.1２ +0.8２ +0.8２ 141 -2.02 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 ３1 
３３ 1618３２58２0 +３,２8７ +２,９14 +３85 -1２ +105,060 +1,50７ +68 +60 +1.２３ +0.７0 +1.２8 14９ -1.50 ブルームーン プリンセス マルコ ET 中標津町 永利　嘉成 ３３ 
３4 161９９３２805 +３,２86 +２,81３ +4３２ +41 +10２,844 +1,008 +80 +5２ +1.51 +0.56 +1.68 1３5 -0.74 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 ３4 
３5 16２0800３84 +３,２85 +３,３７７ +48 -140 +９３,81３ +1,501 +９７ +6２ +0.14 +0.04 +0.50 15３ -2.72 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 ３5 
３6 14３04２３３７７ +３,２84 +３,0９4 +168 +２２ +104,７３8 +4７5 +115 +46 +0.8２ -0.04 +1.0７ 1３９ -0.11 KALM ジヤマルコ スノードロツプ ET 江別市 株式会社　Kalm角山 ３6 
３７ 15３6９９７0９３ +３,２７4 +３,0３９ +９5 +140 +8２,1２6 +1,７３5 +8２ +58 +0.54 +0.01 +0.９２ 1２２ -0.44 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 ３７ 
３8 08７1２３86７0 +３,２65 +２,９00 +２88 +７７ +７９,4７３ +6２1 +９6 +48 +0.７９ +0.55 +0.85 1２6 -0.59 SEA-LAKE ザズル ジヤパン 4 ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ３8 
３９ 08７1２３8９46 +３,２64 +２,９80 +２３5 +4９ +105,8３７ +1,３９９ +68 +6２ +0.７1 -0.01 +1.01 141 -2.20 SEA-LAKE JOC マスターカード クローラ ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ３９ 
40 14500168２5 +３,２61 +３,060 +２08 -７ +７5,454 +45２ +９8 +5２ +0.３３ +0.0２ +0.７8 14７ -1.14 YKT アレクスリン ハイジ ET 帯広市 杉浦　友樹 40 
41 1401７２７２２0 +３,２54 +２,81７ +２1７ +２２0 +1２７,７1２ +860 +10２ +4３ +0.40 +0.２4 +0.80 116 -0.03 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 41 
4２ 16２0800３5３ +３,２5２ +３,２７２ +７0 -９0 +108,７７0 +1,３７0 +９９ +58 +0.２７ -0.06 +0.７７ 150 -1.25 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 4２ 
4３ 14７0２1７004 +３,２4９ +３,106 +14２ +1 +108,２９1 +1,4２２ +９９ +5３ +0.９３ +0.0７ +0.９4 14９ -0.44 ハツピークロス デイクラン ET 帯広市 辻　正和 4３ 
44 145101９３44 +３,２4７ +３,4２6 -86 -９３ +8２,45２ +1,0７７ +10３ +61 +0.10 -0.２4 +0.３6 158 -2.13 ブルージエイ デクラン 1 中札内村 宮部　正邦 44 
45 086９01３845 +３,２46 +３,1２1 +45 +80 +68,014 +1,２1３ +88 +58 +0.７0 -0.01 +0.51 1３７ +0.18 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 45 
46 164400９61９ +３,２３９ +２,９1７ +９９ +２２３ +115,864 +1,３06 +61 +6３ +0.２９ +0.３6 +0.08 1２９ -0.55 グリーンスター Mカード バトラー 標津町 郷野　由継 46 
4７ 1３９３6２8154 +３,２３３ +２,65３ +515 +65 +９8,5２0 +858 +９0 +4３ +1.4２ +0.84 +1.58 145 -0.48 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 4７ 
48 14180２14９6 +３,２３２ +３,01７ +155 +60 +10３,0３5 +1,２65 +７8 +5９ +0.61 +0.4３ +0.4７ 1３8 -0.62 サンワード ウインザー キヤンデイ 3 ET 更別村 日光　富男 48 
4９ 1３９３6２8９56 +３,２２4 +３,04７ +２00 -２３ +11３,９0９ +1,45２ +85 +5７ +0.6３ +0.２1 +1.00 15９ -1.47 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 4９ 
50 15２54154９２ +３,２２1 +３,1３７ +1２９ -45 +７1,48９ +650 +９4 +56 +0.56 +0.２4 +0.３1 146 -1.87 ウチ ブランデイー ジヤマ ケイ 枝幸町 内田　喜久男 50 
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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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

51 16２6２３２７３8 +３,２15 +３,05７ +1３1 +２７ +９8,441 +1,055 +９３ +54 +0.08 +0.18 +0.64 1３0 -0.73 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 51 
5２ 156９01２７７0 +３,２1２ +２,９14 +185 +11３ +９1,３5２ +９７5 +68 +60 +0.61 +0.２8 +0.68 1３0 +0.99 レデイスマナー MC ミルキー ET 湧別町 越智　淳一 5２ 
5３ 140７９２05７1 +３,２10 +２,７７5 +２16 +２1９ +1２２,80９ +5７７ +8２ +50 +0.5２ +0.04 +0.8９ 116 -0.14 ML エンデバー サラ ET 紋別市 株式会社　中島牧場 5３ 
54 146651７45３ +３,２05 +２,881 +３54 -３0 +104,0３２ +1,３0３ +68 +5９ +1.06 +0.２5 +1.60 148 -0.66 オムラ エメラルド ラダー 枝幸町 小椋　義則 54 
55 145７6２0568 +３,２01 +３,0３8 +151 +1２ +108,1３７ +９15 +９4 +5３ +0.41 -0.２0 +0.９1 1３７ -1.40 ピユアソウル ラダー オブ マユ ET 猿払村 丹治　智寛 55 
56 1401７２７３05 +３,1９７ +２,815 +２２２ +160 +９8,９58 +９９２ +９７ +45 +0.8３ +0.２5 +0.７９ 118 -0.92 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 56 
5７ 14３７81７２７8 +３,1９5 +３,３３4 -1３8 -1 +5９,３01 +1,6３0 +７７ +6９ -0.0７ -0.２７ -0.３９ 1３8 +0.48 YKT ダンテ フエリア ET 帯広市 杉浦　友樹 5７ 
5７ 14３７９２0７18 +３,1９5 +２,９4３ +２３5 +1７ +９0,51２ +1,048 +７5 +58 +0.66 -0.1２ +1.３1 1３９ -0.11 ピユアソウル ライズ オブ マユ ET 猿払村 丹治　智寛 5７ 
5９ 08７1２３88２３ +３,18９ +２,6７７ +410 +10２ +10７,641 +1,100 +７0 +5２ +1.15 +0.48 +1.5２ 1３２ -1.28 SEA-LAKE JOC ビゲロ クロレル ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 5９ 
60 14７08168３２ +３,186 +２,７80 +２16 +1９0 +1２6,７0９ +604 +80 +51 +0.6２ +0.３8 +0.80 118 +1.32 HL ウエスアニー エスペラント ET 枝幸町 小椋　孝則 60 
61 145２0185２0 +３,184 +３,1２6 +60 -２ +4９,814 +1,３88 +6９ +66 +0.88 +0.３２ +0.56 150 -1.69 シヤインスター ジヤマルコ エナジー ET 浜中町 田村　智弘 61 
6２ 1558７1３50３ +３,181 +２,９0７ +16７ +10７ +1２1,７56 +９44 +8２ +54 +0.6３ -0.３6 +1.4２ 1２4 +1.25 パツシヨンランド エンデバー ラブ ET 遠軽町 情野牧場 6２ 
6３ 15３841３40９ +３,1７4 +３,２84 -７0 -40 +68,060 +1,９61 +8３ +65 +0.06 -0.３8 +0.56 1３７ -3.08 パツシヨンランド ES デクラン ジヤズ ET 遠軽町 情野牧場 6３ 
64 14３04２３6９8 +３,1７３ +３,104 +101 -３２ +９1,560 +1,605 +９4 +55 +0.60 -0.01 +0.88 144 -1.61 KALM デクラン ステフアニー 江別市 株式会社　Kalm角山 64 
65 086９845９0３ +３,166 +２,９46 +1９７ +２３ +86,３01 +48７ +80 +56 +0.40 +0.04 +0.９７ 1３4 +0.07 コイワイ エンデバー モントーヤ P シヤウナ ET 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 65 
66 14３5401９７4 +３,164 +３,156 -３5 +4３ +1３３,5３３ +8７９ +105 +5２ -0.２0 -0.1３ +0.２1 1３９ -1.17 KON スシー デクラン 枝幸町 今　賢二 66 
6７ 155７510９２９ +３,16３ +３,0２0 +1３4 +９ +100,008 +6９0 +8３ +5７ +0.54 +0.0７ +0.80 1３4 -0.18 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 6７ 
68 158３51２805 +３,16２ +２,７0９ +３２6 +1２７ +104,３３4 +1,0２３ +8２ +48 +0.９９ +0.２0 +1.３３ 1２8 +0.55 プラムオーチヤード DS グレープ 日高町 梅村　義郎 68 
6９ 15９4２９5９64 +３,15７ +２,９40 +161 +56 +1２1,２8７ +1,３３９ +8２ +55 +0.２8 +0.51 +0.３8 1３8 -0.55 コバリ RUBI メリダ オレオ クツキー 栃木県 小針　勤 6９ 
７0 15３6９９6９２8 +３,156 +２,９60 +1９6 +0 +９5,７３4 +1,７66 +6９ +61 +0.6２ +0.10 +1.２1 15２ -1.91 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 ７0 
７1 1468２04511 +３,155 +２,９７8 +２05 -２8 +111,７９5 +1,1７２ +９２ +5２ +0.３5 +0.0９ +0.９6 15３ -0.84 ALICE ブランデ オニキス デクラン オベーラ ET 岡山県 有安　力 ７1 
７２ 160３51681３ +３,14９ +２,804 +２３8 +10７ +９９,７51 +840 +8９ +48 +0.44 -0.05 +1.18 1３３ -0.07 オムラークレスト スカイバツク 枝幸町 小椋　義則 ７２ 
７３ 16２0800650 +３,148 +２,8９２ +２66 -10 +8３,60２ +560 +９３ +4９ +1.05 +0.３6 +1.0７ 144 +0.14 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 ７３ 
７4 14９851548９ +３,14７ +３,0２２ +1３９ -14 +6７,181 +1,２９6 +88 +55 +0.84 -0.04 +0.９4 148 -1.03 メルテイリツジ ジヤマルコ ベラ 中標津町 本田　正志 ７4 
７5 086９01３７46 +３,145 +２,９1９ +２２6 +0 +10７,8９0 +1,３1３ +66 +61 +0.45 -0.04 +1.３1 146 +0.00 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 ７5 
７6 1３800２8110 +３,144 +２,７46 +２08 +1９0 +10３,９81 +8７0 +９２ +45 +0.4７ +0.11 +0.７6 105 -0.73 ケネカランド JS ルビー キヤツプ ET 中標津町 株式会社　ケネカランド ７6 
７７ 155９２1800７ +３,140 +２,９３２ +２4２ -３4 +７３,２65 +1,0２8 +７９ +56 +0.8７ +0.３6 +0.９1 141 -0.73 ITE エンデバー デイーノ モフ ET 帯広市 伊藤　善之 ７７ 
７8 15７２8７３504 +３,1２９ +２,611 +３4３ +1７5 +７９,155 +8７6 +７0 +50 +0.７７ +0.２8 +1.２8 1２1 +1.47 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 ７8 
７９ 14２９３181２７ +３,1２8 +２,8９8 +1７1 +5９ +100,4２２ +1,２08 +９1 +50 +0.6２ +0.２5 +0.７4 1３1 +0.22 マイエンフエルト ライン アーデルハイド ET 湧別町 片岡　康太郎 ７９ 
80 1401７２７３4３ +３,1２７ +２,8３３ +1２4 +1７0 +10７,７5７ +1,14３ +７９ +5３ +0.4９ -0.0３ +0.２７ 1２0 -0.77 ケネカランド ニコル ルビコ チヤール 中標津町 株式会社　ケネカランド 80 
81 156９９1２16２ +３,1２6 +２,７２0 +２6３ +14３ +86,1７２ +1,２２0 +７8 +50 +1.10 +0.64 +0.85 1２９ +0.33 プラムオーチヤード ラピツド タルト 日高町 梅村　義郎 81 
81 1３65３81506 +３,1２6 +２,6７8 +２8３ +165 +９７,881 +554 +8７ +45 +0.85 +0.4９ +0.９8 1２4 +0.73 ジヤングル アリス ROCKETS 枝幸町 安井　一晃 81 
8３ 148511７1９1 +３,1２5 +２,65２ +３７0 +10３ +110,514 +886 +７３ +50 +0.8９ +0.２９ +1.14 1３３ +1.69 MS トリプル パイン モントーヤ ピゲロ ET 鶴居村 松下　雅幸 8３ 
84 1３９７6２９8９8 +３,1２３ +２,50２ +5３７ +84 +９９,３３1 +806 +７９ +4３ +1.4７ +0.７２ +1.９5 1３6 +0.26 BRF ウレシイ ステラ サラダ 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 84 
85 15３6９９6９80 +３,1２1 +３,001 +７0 +50 +1２２,4３5 +1,２14 +７２ +61 +0.05 +0.11 +0.２２ 14９ -0.88 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 85 
86 15７２8７5３２4 +３,11７ +２,７10 +３３8 +6９ +51,45９ +1,6７２ +７0 +5３ +1.11 +0.３0 +1.4９ 1２4 -1.61 RE パテイー ミストラ スーパーライン ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 86 
8７ 16055106２8 +３,116 +２,７86 +166 +164 +106,5３5 +1,３00 +７8 +5２ +0.5７ +0.２8 +0.84 1２6 -0.44 ミツドフイールド CCM リエス ET 江別市 中田　孝貴 8７ 
88 15９９２1２７8２ +３,114 +２,９6２ +1３３ +1９ +９0,64２ +80３ +86 +54 +0.７6 -0.1７ +0.8７ 140 -0.70 センチユリー アミダラ ジヤマルコ パドメ ET 幕別町 黒沼　世季 88 
8９ 1３8９1506２1 +３,10９ +３,1３２ -155 +1３２ +1２２,３5２ +6３4 +９6 +55 -0.２8 -0.0７ -0.6９ 1３4 -0.62 SANーDAN ナツシユ ビル 40220 ET 富良野市 株式会社　SALICS　DAIRY 8９ 
8９ 15９601186９ +３,10９ +２,8９２ +２68 -51 +７２,３９1 +560 +９３ +4９ +1.1９ +0.３３ +1.11 14２ -1.10 ジユールボツクス ジヤマルコ イフ 湧別町 菅井　慎也 8９ 
8９ 1３6３6７７4２７ +３,10９ +２,７86 +２３３ +９0 +6９,９９4 +801 +７8 +5２ +1.14 +1.00 +0.88 1３0 +0.77 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 8９ 
９２ 14114２1101 +３,108 +２,９２6 +154 +２8 +７0,７04 +1,２4２ +81 +55 +0.54 +0.３4 +0.4３ 14２ -0.77 ブライト ルビコン バルスト 中標津町 株式会社　飯島牧場 ９２ 
９３ 15２08144２９ +３,106 +２,９９5 +41 +７0 +8２,0７２ +1,３２4 +86 +55 -0.18 -0.1９ +0.1７ 1２1 -1.14 サミツトリー ヤナギ ハイヌーン ポジテイブ 豊浦町 株式会社　山口牧場 ９３ 
９4 16３0７７8７8９ +３,104 +３,0７5 -5７ +86 +９1,３06 +86２ +8７ +5７ +0.04 -0.1２ +0.05 1２９ -0.44 MCS エンデバー サハクイエル チヤー ET 鶴居村 農事組合法人　清和農場 ９4 
９5 16２5９0９440 +３,101 +３,３0９ -160 -48 +58,７３1 +1,6２4 +80 +6７ +0.00 -0.54 +0.0２ 145 -0.04 LC ダンテ ジーター ET 佐呂間町 藤沢　公彦 ９5 
９6 16２0800９1９ +３,100 +２,９48 +1２8 +２4 +118,３９1 +９0３ +85 +54 +0.２5 -0.２３ +0.88 1３９ +0.18 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 ９6 
９6 145３51７664 +３,100 +２,848 +２4２ +10 +8３,5２２ +1,08２ +９７ +46 +0.6７ +0.41 +0.6７ 154 +0.07 オムラ チビマルコ 枝幸町 小椋　義則 ９6 
９6 08７1２３７２60 +３,100 +２,７９5 +３55 -50 +９1,866 +９54 +6９ +56 +0.９９ +0.３９ +1.18 154 +0.18 SEA-LAKE JOC ラダー クラウン ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ９6 
９９ 08７1２３8９７７ +３,0９７ +２,4７8 +２85 +３３4 +16２,３16 +54９ +７0 +46 +0.３0 +0.３6 +0.8９ ９8 +0.66 SEA-LAKE ザズル ジヤパン 1 ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ９９ 
100 14７９９３1９18 +３,0９5 +２,858 +２２３ +14 +6９,10７ +1,068 +７6 +55 +0.8７ +0.11 +0.8７ 1３９ +0.00 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 100 
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未経産牛GNTP上位200（2021年8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（33,467頭）が公表されましたので上位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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

51 16２6２３２７３8 +３,２15 +３,05７ +1３1 +２７ +９8,441 +1,055 +９３ +54 +0.08 +0.18 +0.64 1３0 -0.73 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 51 
5２ 156９01２７７0 +３,２1２ +２,９14 +185 +11３ +９1,３5２ +９７5 +68 +60 +0.61 +0.２8 +0.68 1３0 +0.99 レデイスマナー MC ミルキー ET 湧別町 越智　淳一 5２ 
5３ 140７９２05７1 +３,２10 +２,７７5 +２16 +２1９ +1２２,80９ +5７７ +8２ +50 +0.5２ +0.04 +0.8９ 116 -0.14 ML エンデバー サラ ET 紋別市 株式会社　中島牧場 5３ 
54 146651７45３ +３,２05 +２,881 +３54 -３0 +104,0３２ +1,３0３ +68 +5９ +1.06 +0.２5 +1.60 148 -0.66 オムラ エメラルド ラダー 枝幸町 小椋　義則 54 
55 145７6２0568 +３,２01 +３,0３8 +151 +1２ +108,1３７ +９15 +９4 +5３ +0.41 -0.２0 +0.９1 1３７ -1.40 ピユアソウル ラダー オブ マユ ET 猿払村 丹治　智寛 55 
56 1401７２７３05 +３,1９７ +２,815 +２２２ +160 +９8,９58 +９９２ +９７ +45 +0.8３ +0.２5 +0.７９ 118 -0.92 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 56 
5７ 14３７81７２７8 +３,1９5 +３,３３4 -1３8 -1 +5９,３01 +1,6３0 +７７ +6９ -0.0７ -0.２７ -0.３９ 1３8 +0.48 YKT ダンテ フエリア ET 帯広市 杉浦　友樹 5７ 
5７ 14３７９２0７18 +３,1９5 +２,９4３ +２３5 +1７ +９0,51２ +1,048 +７5 +58 +0.66 -0.1２ +1.３1 1３９ -0.11 ピユアソウル ライズ オブ マユ ET 猿払村 丹治　智寛 5７ 
5９ 08７1２３88２３ +３,18９ +２,6７７ +410 +10２ +10７,641 +1,100 +７0 +5２ +1.15 +0.48 +1.5２ 1３２ -1.28 SEA-LAKE JOC ビゲロ クロレル ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 5９ 
60 14７08168３２ +３,186 +２,７80 +２16 +1９0 +1２6,７0９ +604 +80 +51 +0.6２ +0.３8 +0.80 118 +1.32 HL ウエスアニー エスペラント ET 枝幸町 小椋　孝則 60 
61 145２0185２0 +３,184 +３,1２6 +60 -２ +4９,814 +1,３88 +6９ +66 +0.88 +0.３２ +0.56 150 -1.69 シヤインスター ジヤマルコ エナジー ET 浜中町 田村　智弘 61 
6２ 1558７1３50３ +３,181 +２,９0７ +16７ +10７ +1２1,７56 +９44 +8２ +54 +0.6３ -0.３6 +1.4２ 1２4 +1.25 パツシヨンランド エンデバー ラブ ET 遠軽町 情野牧場 6２ 
6３ 15３841３40９ +３,1７4 +３,２84 -７0 -40 +68,060 +1,９61 +8３ +65 +0.06 -0.３8 +0.56 1３７ -3.08 パツシヨンランド ES デクラン ジヤズ ET 遠軽町 情野牧場 6３ 
64 14３04２３6９8 +３,1７３ +３,104 +101 -３２ +９1,560 +1,605 +９4 +55 +0.60 -0.01 +0.88 144 -1.61 KALM デクラン ステフアニー 江別市 株式会社　Kalm角山 64 
65 086９845９0３ +３,166 +２,９46 +1９７ +２３ +86,３01 +48７ +80 +56 +0.40 +0.04 +0.９７ 1３4 +0.07 コイワイ エンデバー モントーヤ P シヤウナ ET 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 65 
66 14３5401９７4 +３,164 +３,156 -３5 +4３ +1３３,5３３ +8７９ +105 +5２ -0.２0 -0.1３ +0.２1 1３９ -1.17 KON スシー デクラン 枝幸町 今　賢二 66 
6７ 155７510９２９ +３,16３ +３,0２0 +1３4 +９ +100,008 +6９0 +8３ +5７ +0.54 +0.0７ +0.80 1３4 -0.18 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 6７ 
68 158３51２805 +３,16２ +２,７0９ +３２6 +1２７ +104,３３4 +1,0２３ +8２ +48 +0.９９ +0.２0 +1.３３ 1２8 +0.55 プラムオーチヤード DS グレープ 日高町 梅村　義郎 68 
6９ 15９4２９5９64 +３,15７ +２,９40 +161 +56 +1２1,２8７ +1,３３９ +8２ +55 +0.２8 +0.51 +0.３8 1３8 -0.55 コバリ RUBI メリダ オレオ クツキー 栃木県 小針　勤 6９ 
７0 15３6９９6９２8 +３,156 +２,９60 +1９6 +0 +９5,７３4 +1,７66 +6９ +61 +0.6２ +0.10 +1.２1 15２ -1.91 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 ７0 
７1 1468２04511 +３,155 +２,９７8 +２05 -２8 +111,７９5 +1,1７２ +９２ +5２ +0.３5 +0.0９ +0.９6 15３ -0.84 ALICE ブランデ オニキス デクラン オベーラ ET 岡山県 有安　力 ７1 
７２ 160３51681３ +３,14９ +２,804 +２３8 +10７ +９９,７51 +840 +8９ +48 +0.44 -0.05 +1.18 1３３ -0.07 オムラークレスト スカイバツク 枝幸町 小椋　義則 ７２ 
７３ 16２0800650 +３,148 +２,8９２ +２66 -10 +8３,60２ +560 +９３ +4９ +1.05 +0.３6 +1.0７ 144 +0.14 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 ７３ 
７4 14９851548９ +３,14７ +３,0２２ +1３９ -14 +6７,181 +1,２９6 +88 +55 +0.84 -0.04 +0.９4 148 -1.03 メルテイリツジ ジヤマルコ ベラ 中標津町 本田　正志 ７4 
７5 086９01３７46 +３,145 +２,９1９ +２２6 +0 +10７,8９0 +1,３1３ +66 +61 +0.45 -0.04 +1.３1 146 +0.00 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 ７5 
７6 1３800２8110 +３,144 +２,７46 +２08 +1９0 +10３,９81 +8７0 +９２ +45 +0.4７ +0.11 +0.７6 105 -0.73 ケネカランド JS ルビー キヤツプ ET 中標津町 株式会社　ケネカランド ７6 
７７ 155９２1800７ +３,140 +２,９３２ +２4２ -３4 +７３,２65 +1,0２8 +７９ +56 +0.8７ +0.３6 +0.９1 141 -0.73 ITE エンデバー デイーノ モフ ET 帯広市 伊藤　善之 ７７ 
７8 15７２8７３504 +３,1２９ +２,611 +３4３ +1７5 +７９,155 +8７6 +７0 +50 +0.７７ +0.２8 +1.２8 1２1 +1.47 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 ７8 
７９ 14２９３181２７ +３,1２8 +２,8９8 +1７1 +5９ +100,4２２ +1,２08 +９1 +50 +0.6２ +0.２5 +0.７4 1３1 +0.22 マイエンフエルト ライン アーデルハイド ET 湧別町 片岡　康太郎 ７９ 
80 1401７２７３4３ +３,1２７ +２,8３３ +1２4 +1７0 +10７,７5７ +1,14３ +７９ +5３ +0.4９ -0.0３ +0.２７ 1２0 -0.77 ケネカランド ニコル ルビコ チヤール 中標津町 株式会社　ケネカランド 80 
81 156９９1２16２ +３,1２6 +２,７２0 +２6３ +14３ +86,1７２ +1,２２0 +７8 +50 +1.10 +0.64 +0.85 1２９ +0.33 プラムオーチヤード ラピツド タルト 日高町 梅村　義郎 81 
81 1３65３81506 +３,1２6 +２,6７8 +２8３ +165 +９７,881 +554 +8７ +45 +0.85 +0.4９ +0.９8 1２4 +0.73 ジヤングル アリス ROCKETS 枝幸町 安井　一晃 81 
8３ 148511７1９1 +３,1２5 +２,65２ +３７0 +10３ +110,514 +886 +７３ +50 +0.8９ +0.２９ +1.14 1３３ +1.69 MS トリプル パイン モントーヤ ピゲロ ET 鶴居村 松下　雅幸 8３ 
84 1３９７6２９8９8 +３,1２３ +２,50２ +5３７ +84 +９９,３３1 +806 +７９ +4３ +1.4７ +0.７２ +1.９5 1３6 +0.26 BRF ウレシイ ステラ サラダ 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 84 
85 15３6９９6９80 +３,1２1 +３,001 +７0 +50 +1２２,4３5 +1,２14 +７２ +61 +0.05 +0.11 +0.２２ 14９ -0.88 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 85 
86 15７２8７5３２4 +３,11７ +２,７10 +３３8 +6９ +51,45９ +1,6７２ +７0 +5３ +1.11 +0.３0 +1.4９ 1２4 -1.61 RE パテイー ミストラ スーパーライン ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 86 
8７ 16055106２8 +３,116 +２,７86 +166 +164 +106,5３5 +1,３00 +７8 +5２ +0.5７ +0.２8 +0.84 1２6 -0.44 ミツドフイールド CCM リエス ET 江別市 中田　孝貴 8７ 
88 15９９２1２７8２ +３,114 +２,９6２ +1３３ +1９ +９0,64２ +80３ +86 +54 +0.７6 -0.1７ +0.8７ 140 -0.70 センチユリー アミダラ ジヤマルコ パドメ ET 幕別町 黒沼　世季 88 
8９ 1３8９1506２1 +３,10９ +３,1３２ -155 +1３２ +1２２,３5２ +6３4 +９6 +55 -0.２8 -0.0７ -0.6９ 1３4 -0.62 SANーDAN ナツシユ ビル 40220 ET 富良野市 株式会社　SALICS　DAIRY 8９ 
8９ 15９601186９ +３,10９ +２,8９２ +２68 -51 +７２,３９1 +560 +９３ +4９ +1.1９ +0.３３ +1.11 14２ -1.10 ジユールボツクス ジヤマルコ イフ 湧別町 菅井　慎也 8９ 
8９ 1３6３6７７4２７ +３,10９ +２,７86 +２３３ +９0 +6９,９９4 +801 +７8 +5２ +1.14 +1.00 +0.88 1３0 +0.77 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 8９ 
９２ 14114２1101 +３,108 +２,９２6 +154 +２8 +７0,７04 +1,２4２ +81 +55 +0.54 +0.３4 +0.4３ 14２ -0.77 ブライト ルビコン バルスト 中標津町 株式会社　飯島牧場 ９２ 
９３ 15２08144２９ +３,106 +２,９９5 +41 +７0 +8２,0７２ +1,３２4 +86 +55 -0.18 -0.1９ +0.1７ 1２1 -1.14 サミツトリー ヤナギ ハイヌーン ポジテイブ 豊浦町 株式会社　山口牧場 ９３ 
９4 16３0７７8７8９ +３,104 +３,0７5 -5７ +86 +９1,３06 +86２ +8７ +5７ +0.04 -0.1２ +0.05 1２９ -0.44 MCS エンデバー サハクイエル チヤー ET 鶴居村 農事組合法人　清和農場 ９4 
９5 16２5９0９440 +３,101 +３,３0９ -160 -48 +58,７３1 +1,6２4 +80 +6７ +0.00 -0.54 +0.0２ 145 -0.04 LC ダンテ ジーター ET 佐呂間町 藤沢　公彦 ９5 
９6 16２0800９1９ +３,100 +２,９48 +1２8 +２4 +118,３９1 +９0３ +85 +54 +0.２5 -0.２３ +0.88 1３９ +0.18 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 ９6 
９6 145３51７664 +３,100 +２,848 +２4２ +10 +8３,5２２ +1,08２ +９７ +46 +0.6７ +0.41 +0.6７ 154 +0.07 オムラ チビマルコ 枝幸町 小椋　義則 ９6 
９6 08７1２３７２60 +３,100 +２,７９5 +３55 -50 +９1,866 +９54 +6９ +56 +0.９９ +0.３９ +1.18 154 +0.18 SEA-LAKE JOC ラダー クラウン ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ９6 
９９ 08７1２３8９７７ +３,0９７ +２,4７8 +２85 +３３4 +16２,３16 +54９ +７0 +46 +0.３0 +0.３6 +0.8９ ９8 +0.66 SEA-LAKE ザズル ジヤパン 1 ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ９９ 
100 14７９９３1９18 +３,0９5 +２,858 +２２３ +14 +6９,10７ +1,068 +７6 +55 +0.8７ +0.11 +0.8７ 1３９ +0.00 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 100 
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未経産牛GNTP上位200（2021年8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（33,467頭）が公表されましたので上位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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

100 14７081７150 +３,0９5 +２,７９4 +３２4 -２３ +106,454 +９９７ +81 +51 +1.0７ +0.３4 +1.65 14７ -1.07 HL フオークロー ジヤマルコ ET 枝幸町 小椋　孝則 100 
10２ 151３７145２1 +３,0９4 +２,8３７ +116 +141 +９９,841 +68２ +8９ +4９ +0.３6 -0.３4 +0.７5 1２７ +1.47 スタントンズ FV カレンデユラ ET 富良野市 富良野地区ET協議会 10２ 
10３ 141７41９584 +３,0９1 +３,1２２ -２９ -２ +７２,７44 +1,３40 +105 +51 -0.04 -0.２３ +0.1９ 148 -0.55 OCD キヤプテン ナツピー 中札内村 宮部　正邦 10３ 
10３ 14９8515３66 +３,0９1 +２,９７９ +81 +３1 +９1,３２0 +1,２11 +80 +5７ +0.２6 -0.２4 +0.40 1３8 -0.73 メルテイリツジ ラダー ブライズ ET 中標津町 本田　正志 10３ 
105 14３04２３445 +３,08７ +３,010 +8９ -1２ +84,44２ +66３ +104 +48 +0.68 +0.06 +0.３4 141 -1.36 KALM ジヤマルコ シエイラ ET 江別市 株式会社　Kalm角山 105 
106 146061７6９２ +３,085 +２,584 +３９0 +111 +10９,418 +３66 +85 +4３ +0.９1 +0.３２ +1.55 1３３ -0.70 ハツピネス RAL BGR フアツシヨン ET 池田町 有限会社　ハッピネスホルスタインズ 106 
10７ 140７6２5９７1 +３,08３ +２,856 +1２4 +10３ +９７,6９２ +668 +100 +45 +0.７8 -0.11 +0.8９ 1３4 +0.48 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 10７ 
108 146651７408 +３,08２ +２,９３２ +２0２ -5２ +60,514 +７61 +７９ +56 +0.5２ -0.05 +0.88 15３ -0.41 オムラ リツク ホツト ラダー ET 枝幸町 小椋　義則 108 
108 1３46７0２580 +３,08２ +２,800 +14９ +1３３ +11９,865 +1,1３0 +７９ +5２ +0.３8 -0.0９ +0.７4 1２0 -0.77 SUGAーLA ヒーリクス ザズル トリツシユ 枝幸町 菅原　一人 108 
110 1558７14050 +３,081 +２,９1７ +18 +146 +９３,1３９ +1,446 +61 +6３ +0.0７ -0.２5 +0.２4 1３5 -0.48 パツシヨンランド マスターカード ベルエ ET 遠軽町 情野牧場 110 
111 16088104２8 +３,0７７ +２,７２6 +２61 +９0 +104,２8７ +1,04２ +７6 +51 +0.68 +0.18 +1.15 1２７ -0.22 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 111 
11２ 16２080066７ +３,0７4 +２,７5９ +２60 +55 +1２4,７３1 -７３ +105 +40 +0.44 +0.41 +0.56 140 +0.66 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 11２ 
11３ 15９９２1２805 +３,0７２ +２,8９２ +２1３ -３３ +8２,７8２ +6９5 +９３ +4９ +0.88 -0.01 +1.04 144 -1.98 センチユリー アミダラ ジヤマルコ シミ ET 幕別町 黒沼　世季 11３ 
114 08７1２３8７３1 +３,065 +２,９05 -２6 +186 +10３,1３5 +1,２50 +７７ +56 +0.01 -0.0９ +0.0３ 1２３ -0.44 SEA-LAKE ザズル ジヤパン 3 ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 114 
115 086９8３401３ +３,05９ +３,06３ +15７ -161 +66,866 +1,400 +９1 +55 +0.51 -0.01 +0.９９ 165 -2.42 SEA-LAKE JOC デクラン クレイス 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 115 
116 1600410855 +３,054 +２,880 +９1 +8３ +10７,4２8 +1,３81 +80 +54 +0.1２ -0.05 +0.２９ 1３７ -1.47 プラスバーランド ブランデイ ラダー 苫前町 工藤　主税 116 
11７ 1605804７58 +３,05３ +２,848 +48 +15７ +９6,80７ +1,0９8 +68 +58 +0.７３ -0.18 +0.68 1２8 -1.65 デイベロツプ エンデバー リタ 0475 美瑛町 株式会社　稲川牧場 11７ 
118 14３60２8７50 +３,05２ +３,２1２ -９4 -66 +6７,50９ +1,７1３ +85 +6２ +0.01 -0.３９ +0.10 15３ -2.27 チエリーヒル バーンズ ルビコン 中標津町 株式会社　櫻井牧場 118 
11９ 145３51７７９4 +３,051 +２,７２２ +２85 +44 +80,644 +1,8２９ +54 +60 +0.９5 +0.54 +0.９6 144 -0.77 オムラ ストーン ハート ステラ 枝幸町 小椋　義則 11９ 
1２0 08７1２３666９ +３,050 +２,8２4 +18２ +44 +1３4,04２ +７２1 +88 +4９ +0.6９ -0.２７ +1.２1 1３6 -0.73 SEA-LAKE JOC エンデバー クレープ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1２0 
1２0 08７1２３66９0 +３,050 +２,66３ +３41 +46 +1２0,２05 +50３ +6９ +5２ +0.７３ +0.２5 +1.1９ 14２ -0.70 SEA-LAKE JOC ラダー クラウド ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1２0 
1２0 140086９７２３ +３,050 +２,３88 +568 +９4 +11９,９２７ +２10 +９0 +３5 +1.1７ +1.08 +1.３1 1３0 +0.15 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 1２0 
1２３ 08７1２３９6３９ +３,04９ +２,７51 +２8２ +16 +７1,505 +９4９ +７３ +5３ +0.6９ +0.04 +1.1７ 141 -0.18 SEA-LAKE DRC ビゲロ ジーコ ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1２３ 
1２4 1581３46３58 +３,048 +２,5９0 +２80 +1７8 +118,6３３ +1,184 +54 +56 +0.66 +0.45 +0.86 118 -0.92 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 1２4 
1２5 14７３11７２３３ +３,04７ +２,７２8 +２68 +51 +108,２80 +5９７ +81 +4９ +0.７4 +0.２0 +0.85 141 +0.00 ハツピーライン ビツグ チエツクアウト ET 上士幌町 吉田　智貴 1２5 
1２6 1558７1３6９5 +３,045 +２,66９ +３40 +３6 +81,16７ +1,３88 +6７ +5３ +0.９1 +0.54 +1.３0 14２ -1.80 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 1２6 
1２７ 15２5114050 +３,04２ +２,654 +２９1 +９７ +1２９,61３ +564 +７8 +48 +0.6２ +0.48 +0.７９ 1３1 -0.88 マギーデール ミス ビゲロ ミント 池田町 中野　義嗣 1２７ 
1２8 161３0２0２７0 +３,041 +３,08３ +1３5 -1７７ +4３,011 +1,145 +９0 +56 +0.３３ -0.15 +0.5２ 154 +0.99 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 1２8 
1２8 15３２３２３７９７ +３,041 +２,７56 +２08 +７７ +９３,5９5 +1,３85 +７1 +54 +0.７4 +0.0２ +0.68 1３９ -1.28 シツク LJ マリウス シヤンペン ET 湧別町 竹内　洋文 1２8 
1３0 16２080116９ +３,0３8 +２,９48 +９0 +0 +8７,5３９ +９15 +85 +54 +0.84 +0.16 +0.７３ 1３5 +0.15 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 1３0 
1３0 1３９３6２86９７ +３,0３8 +２,80７ +２３９ -8 +85,２8７ +７5３ +９4 +46 +0.２6 +0.48 +0.７6 1３２ -1.25 BRF アルタモリス リバルリ Mステーシヨン 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 1３0 
1３２ 15７２8７5２56 +３,0３７ +２,6３4 +３３９ +64 +111,２84 +1,３4７ +50 +5９ +0.９７ -0.1９ +1.8７ 1３２ -0.37 RE プロミス アナーニ ラダー ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 1３２ 
1３３ 15７７11２２64 +３,0３6 +２,７1３ +３７ +２86 +101,00９ +56３ +９２ +44 +0.6２ -0.01 +0.２９ 114 +0.29 ベルスマート マスターカード キテイ ET 芽室町 鈴木　進 1３３ 
1３4 1518３14２8３ +３,0３5 +２,７３8 +1３8 +15９ +11２,5２6 +545 +8９ +46 +0.９３ +0.0９ +0.７5 1２8 +0.55 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 1３4 
1３5 1500３15９08 +３,0３4 +２,７７8 +16３ +９３ +９5,50３ +558 +７5 +5３ +0.２8 -0.05 +0.65 1２９ -0.63 テイーユー EXC ジエイシー ET 美瑛町 上田　雅樹 1３5 
1３6 1401７２７480 +３,0３0 +２,808 +141 +81 +48,1９8 +1,666 +8２ +51 +0.７２ +0.３4 +0.55 1３２ -1.54 ケネカンド ジエノ ルビー チヤーチ ET 中標津町 株式会社　ケネカランド 1３6 
1３７ 15７２２９３９３７ +３,0２8 +２,７７1 +２0２ +55 +９0,585 +1,２5９ +60 +5９ +0.48 +0.２７ +0.７5 146 -1.51 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 1３７ 
1３8 1605804３２1 +３,0２７ +２,85３ +154 +２0 +９8,4２1 +1,２4９ +66 +5９ +0.51 +0.08 +0.66 151 +0.29 デイベロツプ ラダー ボヤンカ 0432 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 1３8 
1３8 1605804２08 +３,0２７ +２,７61 +２９4 -２8 +88,54２ +３68 +81 +50 +0.54 +0.46 +0.９３ 145 -0.19 デイベロツプ ラダー リデイア 0420 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 1３8 
1３8 1３6066２6７９ +３,0２７ +２,6３5 +２10 +18２ +106,00９ -３8 +７９ +4７ +0.48 +0.0３ +0.７２ 1２4 +0.52 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 1３8 
141 14444180２4 +３,0２5 +２,8２1 +116 +88 +8７,９06 +９54 +8３ +51 +0.48 +0.00 +0.6９ 1３９ -0.07 アルピナ ウイング ルビコン ET 中標津町 山下　匡大 141 
14２ 158３51２485 +３,0２３ +２,７6９ +14９ +105 +10３,44９ +60７ +84 +4９ +0.44 -0.２９ +1.２8 1３0 -0.40 プラムオーチヤード エンデバー デリ 日高町 梅村　義郎 14２ 
14３ 1３8９２01７３6 +３,0２２ +２,8９4 +85 +4３ +９8,041 +1,11７ +6９ +5９ +0.３３ -0.1２ +0.6２ 1３0 -0.99 パインツリー レジエンド ロコ ET 湧別町 喜多　正人 14３ 
144 16２08004２1 +３,0２0 +２,９40 +1３７ -5７ +９1,0９5 +1,３２5 +8２ +55 +0.45 -0.３5 +1.1３ 146 -0.92 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 144 
144 086９8３２７6７ +３,0２0 +２,8７２ +７３ +７5 +61,060 +1,506 +７７ +55 +0.３4 -0.２３ +0.７0 141 -0.88 SEA-LAKE JOC チヤール クレス ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 144 
146 （非公表） 146 
146 1518３14２２1 +３,01９ +２,5２２ +405 +９２ +108,７３９ +1,３50 +4９ +56 +1.２0 +0.16 +1.７5 1３1 -0.22 フレツシユ フラワー ナツ 富良野市 操上　美嘉子 146 
148 1３8９150805 +３,016 +２,56３ +２51 +２0２ +114,９61 +841 +81 +44 +0.54 +0.4９ +0.68 118 -0.44 サリツクス タンパ アボケート 富良野市 株式会社　SALICS　DAIRY 148 
14９ 086９0140９5 +３,015 +２,6２4 +２60 +1３1 +86,680 +444 +７1 +50 +0.80 +0.0９ +0.９4 1３0 +2.20 エルムデール MSR レイチエル メルシー フタゴ 枝幸町 株式会社　エルムデールファーム 14９ 
150 1605510２5３ +３,01２ +２,７２4 +２15 +７３ +88,３1２ +6２6 +100 +41 +0.９5 +0.1７ +1.04 1３4 -1.50 ミツドフイールド CCM チヤール ET 江別市 中田　和孝 150 
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ホルスタイン通信  2021 − 9

未経産牛GNTP上位200（2021年8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（33,467頭）が公表されましたので上位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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

100 14７081７150 +３,0９5 +２,７９4 +３２4 -２３ +106,454 +９９７ +81 +51 +1.0７ +0.３4 +1.65 14７ -1.07 HL フオークロー ジヤマルコ ET 枝幸町 小椋　孝則 100 
10２ 151３７145２1 +３,0９4 +２,8３７ +116 +141 +９９,841 +68２ +8９ +4９ +0.３6 -0.３4 +0.７5 1２７ +1.47 スタントンズ FV カレンデユラ ET 富良野市 富良野地区ET協議会 10２ 
10３ 141７41９584 +３,0９1 +３,1２２ -２９ -２ +７２,７44 +1,３40 +105 +51 -0.04 -0.２３ +0.1９ 148 -0.55 OCD キヤプテン ナツピー 中札内村 宮部　正邦 10３ 
10３ 14９8515３66 +３,0９1 +２,９７９ +81 +３1 +９1,３２0 +1,２11 +80 +5７ +0.２6 -0.２4 +0.40 1３8 -0.73 メルテイリツジ ラダー ブライズ ET 中標津町 本田　正志 10３ 
105 14３04２３445 +３,08７ +３,010 +8９ -1２ +84,44２ +66３ +104 +48 +0.68 +0.06 +0.３4 141 -1.36 KALM ジヤマルコ シエイラ ET 江別市 株式会社　Kalm角山 105 
106 146061７6９２ +３,085 +２,584 +３９0 +111 +10９,418 +３66 +85 +4３ +0.９1 +0.３２ +1.55 1３３ -0.70 ハツピネス RAL BGR フアツシヨン ET 池田町 有限会社　ハッピネスホルスタインズ 106 
10７ 140７6２5９７1 +３,08３ +２,856 +1２4 +10３ +９７,6９２ +668 +100 +45 +0.７8 -0.11 +0.8９ 1３4 +0.48 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 10７ 
108 146651７408 +３,08２ +２,９３２ +２0２ -5２ +60,514 +７61 +７９ +56 +0.5２ -0.05 +0.88 15３ -0.41 オムラ リツク ホツト ラダー ET 枝幸町 小椋　義則 108 
108 1３46７0２580 +３,08２ +２,800 +14９ +1３３ +11９,865 +1,1３0 +７９ +5２ +0.３8 -0.0９ +0.７4 1２0 -0.77 SUGAーLA ヒーリクス ザズル トリツシユ 枝幸町 菅原　一人 108 
110 1558７14050 +３,081 +２,９1７ +18 +146 +９３,1３９ +1,446 +61 +6３ +0.0７ -0.２5 +0.２4 1３5 -0.48 パツシヨンランド マスターカード ベルエ ET 遠軽町 情野牧場 110 
111 16088104２8 +３,0７７ +２,７２6 +２61 +９0 +104,２8７ +1,04２ +７6 +51 +0.68 +0.18 +1.15 1２７ -0.22 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 111 
11２ 16２080066７ +３,0７4 +２,７5９ +２60 +55 +1２4,７３1 -７３ +105 +40 +0.44 +0.41 +0.56 140 +0.66 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 11２ 
11３ 15９９２1２805 +３,0７２ +２,8９２ +２1３ -３３ +8２,７8２ +6９5 +９３ +4９ +0.88 -0.01 +1.04 144 -1.98 センチユリー アミダラ ジヤマルコ シミ ET 幕別町 黒沼　世季 11３ 
114 08７1２３8７３1 +３,065 +２,９05 -２6 +186 +10３,1３5 +1,２50 +７７ +56 +0.01 -0.0９ +0.0３ 1２３ -0.44 SEA-LAKE ザズル ジヤパン 3 ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 114 
115 086９8３401３ +３,05９ +３,06３ +15７ -161 +66,866 +1,400 +９1 +55 +0.51 -0.01 +0.９９ 165 -2.42 SEA-LAKE JOC デクラン クレイス 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 115 
116 1600410855 +３,054 +２,880 +９1 +8３ +10７,4２8 +1,３81 +80 +54 +0.1２ -0.05 +0.２９ 1３７ -1.47 プラスバーランド ブランデイ ラダー 苫前町 工藤　主税 116 
11７ 1605804７58 +３,05３ +２,848 +48 +15７ +９6,80７ +1,0９8 +68 +58 +0.７３ -0.18 +0.68 1２8 -1.65 デイベロツプ エンデバー リタ 0475 美瑛町 株式会社　稲川牧場 11７ 
118 14３60２8７50 +３,05２ +３,２1２ -９4 -66 +6７,50９ +1,７1３ +85 +6２ +0.01 -0.３９ +0.10 15３ -2.27 チエリーヒル バーンズ ルビコン 中標津町 株式会社　櫻井牧場 118 
11９ 145３51７７９4 +３,051 +２,７２２ +２85 +44 +80,644 +1,8２９ +54 +60 +0.９5 +0.54 +0.９6 144 -0.77 オムラ ストーン ハート ステラ 枝幸町 小椋　義則 11９ 
1２0 08７1２３666９ +３,050 +２,8２4 +18２ +44 +1３4,04２ +７２1 +88 +4９ +0.6９ -0.２７ +1.２1 1３6 -0.73 SEA-LAKE JOC エンデバー クレープ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1２0 
1２0 08７1２３66９0 +３,050 +２,66３ +３41 +46 +1２0,２05 +50３ +6９ +5２ +0.７３ +0.２5 +1.1９ 14２ -0.70 SEA-LAKE JOC ラダー クラウド ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1２0 
1２0 140086９７２３ +３,050 +２,３88 +568 +９4 +11９,９２７ +２10 +９0 +３5 +1.1７ +1.08 +1.３1 1３0 +0.15 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 1２0 
1２３ 08７1２３９6３９ +３,04９ +２,７51 +２8２ +16 +７1,505 +９4９ +７３ +5３ +0.6９ +0.04 +1.1７ 141 -0.18 SEA-LAKE DRC ビゲロ ジーコ ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 1２３ 
1２4 1581３46３58 +３,048 +２,5９0 +２80 +1７8 +118,6３３ +1,184 +54 +56 +0.66 +0.45 +0.86 118 -0.92 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 1２4 
1２5 14７３11７２３３ +３,04７ +２,７２8 +２68 +51 +108,２80 +5９７ +81 +4９ +0.７4 +0.２0 +0.85 141 +0.00 ハツピーライン ビツグ チエツクアウト ET 上士幌町 吉田　智貴 1２5 
1２6 1558７1３6９5 +３,045 +２,66９ +３40 +３6 +81,16７ +1,３88 +6７ +5３ +0.９1 +0.54 +1.３0 14２ -1.80 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 1２6 
1２７ 15２5114050 +３,04２ +２,654 +２９1 +９７ +1２９,61３ +564 +７8 +48 +0.6２ +0.48 +0.７９ 1３1 -0.88 マギーデール ミス ビゲロ ミント 池田町 中野　義嗣 1２７ 
1２8 161３0２0２７0 +３,041 +３,08３ +1３5 -1７７ +4３,011 +1,145 +９0 +56 +0.３３ -0.15 +0.5２ 154 +0.99 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 1２8 
1２8 15３２３２３７９７ +３,041 +２,７56 +２08 +７７ +９３,5９5 +1,３85 +７1 +54 +0.７4 +0.0２ +0.68 1３９ -1.28 シツク LJ マリウス シヤンペン ET 湧別町 竹内　洋文 1２8 
1３0 16２080116９ +３,0３8 +２,９48 +９0 +0 +8７,5３９ +９15 +85 +54 +0.84 +0.16 +0.７３ 1３5 +0.15 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 1３0 
1３0 1３９３6２86９７ +３,0３8 +２,80７ +２３９ -8 +85,２8７ +７5３ +９4 +46 +0.２6 +0.48 +0.７6 1３２ -1.25 BRF アルタモリス リバルリ Mステーシヨン 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 1３0 
1３２ 15７２8７5２56 +３,0３７ +２,6３4 +３３９ +64 +111,２84 +1,３4７ +50 +5９ +0.９７ -0.1９ +1.8７ 1３２ -0.37 RE プロミス アナーニ ラダー ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 1３２ 
1３３ 15７７11２２64 +３,0３6 +２,７1３ +３７ +２86 +101,00９ +56３ +９２ +44 +0.6２ -0.01 +0.２９ 114 +0.29 ベルスマート マスターカード キテイ ET 芽室町 鈴木　進 1３３ 
1３4 1518３14２8３ +３,0３5 +２,７３8 +1３8 +15９ +11２,5２6 +545 +8９ +46 +0.９３ +0.0９ +0.７5 1２8 +0.55 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 1３4 
1３5 1500３15９08 +３,0３4 +２,７７8 +16３ +９３ +９5,50３ +558 +７5 +5３ +0.２8 -0.05 +0.65 1２９ -0.63 テイーユー EXC ジエイシー ET 美瑛町 上田　雅樹 1３5 
1３6 1401７２７480 +３,0３0 +２,808 +141 +81 +48,1９8 +1,666 +8２ +51 +0.７２ +0.３4 +0.55 1３２ -1.54 ケネカンド ジエノ ルビー チヤーチ ET 中標津町 株式会社　ケネカランド 1３6 
1３７ 15７２２９３９３７ +３,0２8 +２,７７1 +２0２ +55 +９0,585 +1,２5９ +60 +5９ +0.48 +0.２７ +0.７5 146 -1.51 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 1３７ 
1３8 1605804３２1 +３,0２７ +２,85３ +154 +２0 +９8,4２1 +1,２4９ +66 +5９ +0.51 +0.08 +0.66 151 +0.29 デイベロツプ ラダー ボヤンカ 0432 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 1３8 
1３8 1605804２08 +３,0２７ +２,７61 +２９4 -２8 +88,54２ +３68 +81 +50 +0.54 +0.46 +0.９３ 145 -0.19 デイベロツプ ラダー リデイア 0420 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 1３8 
1３8 1３6066２6７９ +３,0２７ +２,6３5 +２10 +18２ +106,00９ -３8 +７９ +4７ +0.48 +0.0３ +0.７２ 1２4 +0.52 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 1３8 
141 14444180２4 +３,0２5 +２,8２1 +116 +88 +8７,９06 +９54 +8３ +51 +0.48 +0.00 +0.6９ 1３９ -0.07 アルピナ ウイング ルビコン ET 中標津町 山下　匡大 141 
14２ 158３51２485 +３,0２３ +２,７6９ +14９ +105 +10３,44９ +60７ +84 +4９ +0.44 -0.２９ +1.２8 1３0 -0.40 プラムオーチヤード エンデバー デリ 日高町 梅村　義郎 14２ 
14３ 1３8９２01７３6 +３,0２２ +２,8９4 +85 +4３ +９8,041 +1,11７ +6９ +5９ +0.３３ -0.1２ +0.6２ 1３0 -0.99 パインツリー レジエンド ロコ ET 湧別町 喜多　正人 14３ 
144 16２08004２1 +３,0２0 +２,９40 +1３７ -5７ +９1,0９5 +1,３２5 +8２ +55 +0.45 -0.３5 +1.1３ 146 -0.92 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 144 
144 086９8３２７6７ +３,0２0 +２,8７２ +７３ +７5 +61,060 +1,506 +７７ +55 +0.３4 -0.２３ +0.７0 141 -0.88 SEA-LAKE JOC チヤール クレス ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 144 
146 （非公表） 146 
146 1518３14２２1 +３,01９ +２,5２２ +405 +９２ +108,７３９ +1,３50 +4９ +56 +1.２0 +0.16 +1.７5 1３1 -0.22 フレツシユ フラワー ナツ 富良野市 操上　美嘉子 146 
148 1３8９150805 +３,016 +２,56３ +２51 +２0２ +114,９61 +841 +81 +44 +0.54 +0.4９ +0.68 118 -0.44 サリツクス タンパ アボケート 富良野市 株式会社　SALICS　DAIRY 148 
14９ 086９0140９5 +３,015 +２,6２4 +２60 +1３1 +86,680 +444 +７1 +50 +0.80 +0.0９ +0.９4 1３0 +2.20 エルムデール MSR レイチエル メルシー フタゴ 枝幸町 株式会社　エルムデールファーム 14９ 
150 1605510２5３ +３,01２ +２,７２4 +２15 +７３ +88,３1２ +6２6 +100 +41 +0.９5 +0.1７ +1.04 1３4 -1.50 ミツドフイールド CCM チヤール ET 江別市 中田　和孝 150 
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未経産牛GNTP上位200（2021年8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（33,467頭）が公表されましたので上位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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

150 08７1２３6515 +３,01２ +２,58７ +３７３ +5２ +1３２,01３ +55９ +９0 +41 +0.86 +0.40 +1.08 144 -1.94 SEA-LAKE ピーク ジヤマルコ ガーデイアン ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 150 
150 145７6２0２0９ +３,01２ +２,554 +404 +54 +148,1３1 +２40 +９0 +40 +0.７７ +0.1３ +1.７1 1２９ +0.00 ピユアソウル レイダー ミーシヤ ET 猿払村 丹治　智寛 150 
150 158３７11888 +３,01２ +２,5２8 +３6３ +1２1 +10７,850 +1,0２8 +64 +50 +1.08 +0.84 +1.4３ 1３8 +0.04 ワカナ ジヤスミン シロ バトラー ET 安平町 伊藤　雄太 150 
154 158２406７4７ +３,011 +２,７３２ +２85 -6 +10２,７0３ +７９8 +6２ +5７ +0.９5 -0.0３ +1.50 14２ +0.22 PDF ウイング RDR メープル 苫前町 株式会社　箱柳牧場 154 
155 1540414２58 +３,006 +２,９18 +３8 +50 +8２,９７6 +1,３３７ +７8 +56 +0.56 -0.0７ +0.７4 1３8 +0.11 イーグルヒル ピヴオタル パオ ET 浜中町 高岡　翔 155 
155 1３885３1９64 +３,006 +２,７5９ +９1 +156 +110,３３0 +1,２２７ +７6 +5２ -0.0３ +0.３0 +0.1７ 1２７ +0.08 パブスト ルビコン デイロン 別海町 有限会社　オードリーファーム 155 
15７ 160580454３ +３,00２ +２,8２5 +15９ +18 +９6,0９７ +1,0２７ +７6 +54 +0.７２ -0.06 +1.11 148 -0.95 デイベロツプ ブラバゾー プリン 0454 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 15７ 
15７ 1３65３81568 +３,00２ +２,800 +２01 +1 +100,３5３ +610 +７９ +5２ +0.46 -0.15 +1.0２ 14３ -0.19 ジヤングル エリカ SUMMER 枝幸町 安井　一晃 15７ 
15９ 140７6２6３4３ +３,001 +２,8３5 +９1 +７5 +8７,３14 +56７ +84 +51 +0.２３ -0.10 +0.56 1２３ +0.66 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 15９ 
15９ 08７1２３8618 +３,001 +２,７７4 +145 +8２ +108,4３９ +4９３ +９4 +45 +0.4９ -0.0２ +0.７5 1２6 +0.40 SEA-LAKE DRC エンデバー ジヨジヨ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 15９ 
15９ 145７6２0506 +３,001 +２,58９ +40７ +5 +11７,406 +1９0 +９5 +３９ +1.50 +0.３３ +1.5２ 1３９ +0.51 ピユアソウル ラブ ローザ 猿払村 丹治　智寛 15９ 
16２ 148３614９51 +３,000 +２,6７0 +２5９ +７1 +111,851 +３10 +84 +46 +0.8７ +0.08 +1.３0 1２6 +0.88 クレスタ L ラダー オクタビア ET 苫前町 中嶋　卓広 16２ 
16３ 161７4086７8 +２,９９９ +２,９３７ +７７ -15 +81,３54 +1,３３6 +8９ +5２ +0.２９ -0.4３ +1.0３ 144 -2.68 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 16３ 
164 16３1９２２７16 +２,９９5 +２,７54 +２２6 +15 +９３,5２２ +1,1３4 +66 +56 +0.54 +0.4３ +0.5２ 140 -0.59 Gシユタイナー ホツトジヨブ SH フローラ ET 標津町 おおいし牧場　合同会社 164 
165 14９1３15７0３ +２,９86 +３,1７8 -７6 -116 +３6,8３７ +２,18９ +68 +68 +0.３6 -0.10 -0.16 155 -1.80 クラウン サンデイバレー ヒーリクス 湧別町 関口　哲治 165 
165 14９56156２5 +２,９86 +２,７85 +156 +45 +84,5７３ +９08 +９0 +4７ +0.4７ +0.04 +0.56 14３ -0.77 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 165 
16７ 15３6９９68７4 +２,９8２ +２,９8２ -７ +７ +111,505 +1,165 +７３ +60 +0.14 +0.0７ +0.16 14９ -1.18 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 16７ 
168 16２6２７058７ +２,９81 +２,86３ +1３4 -16 +７３,２９6 +88９ +86 +51 +0.45 -0.01 +0.３７ 146 -1.36 オムラ ストーン ハート ラスク ET 枝幸町 小椋　義則 168 
16９ 15３1９1３９06 +２,９80 +２,７84 +２14 -18 +86,７２6 +1,２７5 +７３ +54 +0.３4 +0.２７ +0.７1 148 -1.32 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 16９ 
16９ 15７6２1２２48 +２,９80 +２,661 +２７6 +4３ +100,３48 +1,３5７ +64 +54 +0.6９ +0.３4 +0.80 1３8 -1.39 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 16９ 
1７1 1518３1３8７３ +２,９７8 +２,8３２ +1７３ -２７ +54,７９７ +804 +９1 +48 +0.6２ +0.３8 +0.51 1３8 -0.48 フレツシユ アズキ 富良野市 操上　隆明 1７1 
1７1 1618３4７8３９ +２,９７8 +２,７6３ +２66 -51 +９5,546 +９２３ +86 +48 +0.41 +0.２３ +1.２９ 14７ -1.87 ホクレン ハダシスト キヤンデイ デク ET 訓子府 ホクレン訓子府実証農場 1７1 
1７1 160７２３1880 +２,９７8 +２,688 +２14 +７6 +8７,0７5 +1,0２1 +66 +54 +0.７２ +0.２２ +0.９8 1３３ -0.55 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 1７1 
1７1 14656158７７ +２,９７8 +２,550 +1９1 +２３７ +111,３９0 +804 +68 +4９ +0.5７ -0.1３ +1.２5 116 -0.69 エンデバー ピーク フエドラ ヒロイン ET 天塩町 会津　司 1７1 
1７5 158３51２７06 +２,９７７ +２,844 +1７8 -45 +114,885 +860 +104 +4３ +0.７1 -0.11 +0.９９ 15２ -2.46 プラムオーチヤード デクラン ブリリアン ET 日高町 梅村　義郎 1７5 
1７6 160811116７ +２,９７4 +２,686 +18３ +105 +９0,4７5 +９1３ +９0 +44 +0.９1 +0.３２ +0.6２ 1３７ -0.44 クイーンズランチ ジユリアン JJ ET 訓子府 塩田　泰明 1７6 
1７6 1３９３6２8604 +２,９７4 +２,684 +141 +14９ +8２,5２1 +806 +85 +46 +0.4３ +0.0７ +0.8９ 1２0 -0.73 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 1７6 
1７8 15７２8７5560 +２,９７1 +２,３３３ +３７5 +２6３ +101,408 +4９９ +９8 +３0 +1.７７ +0.７1 +1.58 1２0 +1.21 WHG ビユーテル ギボンズ ラスター P ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 1７8 
1７９ 15７２8７4７54 +２,９68 +２,60７ +２７8 +8３ +86,２９4 +1,014 +７７ +4７ +0.66 +0.７２ +0.81 146 +0.66 RE ラベナ ラムベンシー バローズ 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 1７９ 
1７９ 1３９３6２8９01 +２,９68 +２,444 +468 +56 +７２,３40 +1,２２8 +5３ +5２ +1.２0 +0.40 +２.01 1３5 -0.77 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 1７９ 
181 14２９11９854 +２,９66 +２,７8７ +16２ +1７ +10７,5７0 +７80 +９5 +45 +0.16 +0.２３ +0.85 144 +0.88 イナパート LF デクラン ET 富良野市 奥　祐樹 181 
181 145３９1７14３ +２,９66 +２,6３７ +２16 +11３ +９７,９86 +７60 +84 +45 +0.40 +0.10 +0.９4 1３4 -0.88 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 181 
18３ 1514９1３７18 +２,９64 +２,8７２ +15２ -60 +6３,06９ +９９5 +７７ +55 +0.７1 +0.05 +0.6９ 151 -0.77 ノースアウト モントーヤ リバテイ ET 紋別市 北出　智幸 18３ 
184 15３1９1３９７5 +２,９60 +２,９0７ +8９ -３6 +10２,７88 +1,4７９ +8２ +54 +0.44 -0.1２ +0.6７ 14２ -1.43 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 184 
185 158３51２461 +２,９5９ +２,8７8 +60 +２1 +10７,３７4 +９0７ +９２ +4９ +0.３5 -0.4２ +0.5３ 14３ -0.92 プラムオーチヤード ベーカ ラダー 日高町 梅村　義郎 185 
186 141３２２6414 +２,９58 +２,6２0 +３55 -1７ +９5,654 +1,３1７ +61 +54 +1.0２ +0.65 +1.２1 145 -0.18 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 186 
18７ 1614２10２4３ +２,９51 +２,5９8 +２９5 +58 +９0,３３３ +1,２15 +86 +4３ +1.15 +0.２5 +1.45 1３７ +0.07 サンビレツジ ジヤマルコ ヒーロー ET 剣淵町 村岡　潤一 18７ 
188 16064２２6７8 +２,９50 +２,801 +14７ +２ +９4,９７３ +1,２54 +6７ +5７ +0.88 +0.２３ +0.７９ 14３ -1.10 ローヤル JJ マークド ET 湧別町 竹内　洋文 188 
18９ 16２84３0484 +２,９48 +２,868 +85 -5 +10２,5３２ +1,056 +84 +5２ +0.56 -0.1３ +0.９1 144 +0.66 ネザーランド T フアースト サハブ 中標津町 齋藤　希 18９ 
1９0 14３７81７２９２ +２,９45 +２,９３4 +8３ -７２ +７３,７0３ +1,650 +84 +54 +0.4３ -0.0７ +0.41 150 -1.50 YKT JS ダンテ ノワール ET 帯広市 杉浦　友樹 1９0 
1９1 1３７55３10９0 +２,９44 +２,408 +３２1 +２15 +1３8,0７３ +７6９ +60 +48 +0.4９ +0.1７ +1.10 1３７ +0.70 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 1９1 
1９２ 08640601７２ +２,９41 +２,７8７ +９７ +5７ +88,３９8 +1,6３0 +66 +5７ +0.44 -0.01 +0.5７ 1３２ -2.06 レツドスター JC ダンク エリート ET 天塩町 赤塚　冬樹 1９２ 
1９２ 1610３48９３３ +２,９41 +２,61３ +２９1 +３７ +5９,７16 +1,055 +７5 +48 +1.1９ +0.７７ +0.85 1３３ -0.15 サリツクス ブーテイー 3529 富良野市 株式会社　SALICS　DAIRY 1９２ 
1９4 16２0800551 +２,９３8 +２,681 +186 +７1 +７２,4３７ +３8２ +80 +48 +0.81 +0.３8 +0.4７ 140 -0.40 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 1９4 
1９5 16２0800544 +２,９３７ +２,6３6 +３01 +0 +104,05９ -4２ +９6 +40 +0.55 +0.45 +0.７5 1３９ -0.22 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 1９5 
1９6 16058045９8 +２,９３6 +２,88９ -16 +6３ +９７,14７ +1,２66 +７1 +58 -0.08 -0.1９ +0.２8 1２8 -0.33 デイベロツプ ブラバゾー プリン 0459 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 1９6 
1９6 14180２148９ +２,９３6 +２,84９ +９6 -９ +101,３00 +３７6 +85 +51 +0.4３ +0.２３ +0.4９ 1３6 +0.04 サンワード ウインザー キヤンデイ 2 ET 更別村 日光　富男 1９6 
1９6 14３15２0７７8 +２,９３6 +２,７９２ +９1 +5３ +84,３２4 +81９ +７6 +5３ +0.41 +0.２1 +0.5９ 1３1 -1.28 ノーズヒル PH テイフイ ヒデイホー ET 中標津町 佐藤　広光 1９6 
1９９ 16２158800７ +２,９３4 +２,９３1 +140 -1３７ +65,5９8 +1,018 +6２ +6３ +0.７７ -0.２5 +1.00 15２ -1.39 ドラゴンブルー ボルドア コマンド ハズ 岩手県 加藤　政敏 1９９ 
２00 144461555３ +２,９３３ +２,７6２ +２54 -8３ +９７,584 +７３6 +９8 +4３ +0.80 +0.5３ +0.９３ 14９ -1.50 リツチモンド AMRC デクラン リナ 苫小牧市 五十嵐　貴満 ２00 
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未経産牛GNTP上位200（2021年8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（33,467頭）が公表されましたので上位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 空胎

日数
暑熱
耐性 名　　　号 所有者 順位

150 08７1２３6515 +３,01２ +２,58７ +３７３ +5２ +1３２,01３ +55９ +９0 +41 +0.86 +0.40 +1.08 144 -1.94 SEA-LAKE ピーク ジヤマルコ ガーデイアン ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 150 
150 145７6２0２0９ +３,01２ +２,554 +404 +54 +148,1３1 +２40 +９0 +40 +0.７７ +0.1３ +1.７1 1２９ +0.00 ピユアソウル レイダー ミーシヤ ET 猿払村 丹治　智寛 150 
150 158３７11888 +３,01２ +２,5２8 +３6３ +1２1 +10７,850 +1,0２8 +64 +50 +1.08 +0.84 +1.4３ 1３8 +0.04 ワカナ ジヤスミン シロ バトラー ET 安平町 伊藤　雄太 150 
154 158２406７4７ +３,011 +２,７３２ +２85 -6 +10２,７0３ +７９8 +6２ +5７ +0.９5 -0.0３ +1.50 14２ +0.22 PDF ウイング RDR メープル 苫前町 株式会社　箱柳牧場 154 
155 1540414２58 +３,006 +２,９18 +３8 +50 +8２,９７6 +1,３３７ +７8 +56 +0.56 -0.0７ +0.７4 1３8 +0.11 イーグルヒル ピヴオタル パオ ET 浜中町 高岡　翔 155 
155 1３885３1９64 +３,006 +２,７5９ +９1 +156 +110,３３0 +1,２２７ +７6 +5２ -0.0３ +0.３0 +0.1７ 1２７ +0.08 パブスト ルビコン デイロン 別海町 有限会社　オードリーファーム 155 
15７ 160580454３ +３,00２ +２,8２5 +15９ +18 +９6,0９７ +1,0２７ +７6 +54 +0.７２ -0.06 +1.11 148 -0.95 デイベロツプ ブラバゾー プリン 0454 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 15７ 
15７ 1３65３81568 +３,00２ +２,800 +２01 +1 +100,３5３ +610 +７９ +5２ +0.46 -0.15 +1.0２ 14３ -0.19 ジヤングル エリカ SUMMER 枝幸町 安井　一晃 15７ 
15９ 140７6２6３4３ +３,001 +２,8３5 +９1 +７5 +8７,３14 +56７ +84 +51 +0.２３ -0.10 +0.56 1２３ +0.66 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 15９ 
15９ 08７1２３8618 +３,001 +２,７７4 +145 +8２ +108,4３９ +4９３ +９4 +45 +0.4９ -0.0２ +0.７5 1２6 +0.40 SEA-LAKE DRC エンデバー ジヨジヨ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE 15９ 
15９ 145７6２0506 +３,001 +２,58９ +40７ +5 +11７,406 +1９0 +９5 +３９ +1.50 +0.３３ +1.5２ 1３９ +0.51 ピユアソウル ラブ ローザ 猿払村 丹治　智寛 15９ 
16２ 148３614９51 +３,000 +２,6７0 +２5９ +７1 +111,851 +３10 +84 +46 +0.8７ +0.08 +1.３0 1２6 +0.88 クレスタ L ラダー オクタビア ET 苫前町 中嶋　卓広 16２ 
16３ 161７4086７8 +２,９９９ +２,９３７ +７７ -15 +81,３54 +1,３３6 +8９ +5２ +0.２９ -0.4３ +1.0３ 144 -2.68 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 16３ 
164 16３1９２２７16 +２,９９5 +２,７54 +２２6 +15 +９３,5２２ +1,1３4 +66 +56 +0.54 +0.4３ +0.5２ 140 -0.59 Gシユタイナー ホツトジヨブ SH フローラ ET 標津町 おおいし牧場　合同会社 164 
165 14９1３15７0３ +２,９86 +３,1７8 -７6 -116 +３6,8３７ +２,18９ +68 +68 +0.３6 -0.10 -0.16 155 -1.80 クラウン サンデイバレー ヒーリクス 湧別町 関口　哲治 165 
165 14９56156２5 +２,９86 +２,７85 +156 +45 +84,5７３ +９08 +９0 +4７ +0.4７ +0.04 +0.56 14３ -0.77 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 165 
16７ 15３6９９68７4 +２,９8２ +２,９8２ -７ +７ +111,505 +1,165 +７３ +60 +0.14 +0.0７ +0.16 14９ -1.18 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 16７ 
168 16２6２７058７ +２,９81 +２,86３ +1３4 -16 +７３,２９6 +88９ +86 +51 +0.45 -0.01 +0.３７ 146 -1.36 オムラ ストーン ハート ラスク ET 枝幸町 小椋　義則 168 
16９ 15３1９1３９06 +２,９80 +２,７84 +２14 -18 +86,７２6 +1,２７5 +７３ +54 +0.３4 +0.２７ +0.７1 148 -1.32 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 16９ 
16９ 15７6２1２２48 +２,９80 +２,661 +２７6 +4３ +100,３48 +1,３5７ +64 +54 +0.6９ +0.３4 +0.80 1３8 -1.39 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 16９ 
1７1 1518３1３8７３ +２,９７8 +２,8３２ +1７３ -２７ +54,７９７ +804 +９1 +48 +0.6２ +0.３8 +0.51 1３8 -0.48 フレツシユ アズキ 富良野市 操上　隆明 1７1 
1７1 1618３4７8３９ +２,９７8 +２,７6３ +２66 -51 +９5,546 +９２３ +86 +48 +0.41 +0.２３ +1.２９ 14７ -1.87 ホクレン ハダシスト キヤンデイ デク ET 訓子府 ホクレン訓子府実証農場 1７1 
1７1 160７２３1880 +２,９７8 +２,688 +２14 +７6 +8７,0７5 +1,0２1 +66 +54 +0.７２ +0.２２ +0.９8 1３３ -0.55 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 1７1 
1７1 14656158７７ +２,９７8 +２,550 +1９1 +２３７ +111,３９0 +804 +68 +4９ +0.5７ -0.1３ +1.２5 116 -0.69 エンデバー ピーク フエドラ ヒロイン ET 天塩町 会津　司 1７1 
1７5 158３51２７06 +２,９７７ +２,844 +1７8 -45 +114,885 +860 +104 +4３ +0.７1 -0.11 +0.９９ 15２ -2.46 プラムオーチヤード デクラン ブリリアン ET 日高町 梅村　義郎 1７5 
1７6 160811116７ +２,９７4 +２,686 +18３ +105 +９0,4７5 +９1３ +９0 +44 +0.９1 +0.３２ +0.6２ 1３７ -0.44 クイーンズランチ ジユリアン JJ ET 訓子府 塩田　泰明 1７6 
1７6 1３９３6２8604 +２,９７4 +２,684 +141 +14９ +8２,5２1 +806 +85 +46 +0.4３ +0.0７ +0.8９ 1２0 -0.73 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 1７6 
1７8 15７２8７5560 +２,９７1 +２,３３３ +３７5 +２6３ +101,408 +4９９ +９8 +３0 +1.７７ +0.７1 +1.58 1２0 +1.21 WHG ビユーテル ギボンズ ラスター P ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 1７8 
1７９ 15７２8７4７54 +２,９68 +２,60７ +２７8 +8３ +86,２９4 +1,014 +７７ +4７ +0.66 +0.７２ +0.81 146 +0.66 RE ラベナ ラムベンシー バローズ 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 1７９ 
1７９ 1３９３6２8９01 +２,９68 +２,444 +468 +56 +７２,３40 +1,２２8 +5３ +5２ +1.２0 +0.40 +２.01 1３5 -0.77 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 1７９ 
181 14２９11９854 +２,９66 +２,７8７ +16２ +1７ +10７,5７0 +７80 +９5 +45 +0.16 +0.２３ +0.85 144 +0.88 イナパート LF デクラン ET 富良野市 奥　祐樹 181 
181 145３９1７14３ +２,９66 +２,6３７ +２16 +11３ +９７,９86 +７60 +84 +45 +0.40 +0.10 +0.９4 1３4 -0.88 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 181 
18３ 1514９1３７18 +２,９64 +２,8７２ +15２ -60 +6３,06９ +９９5 +７７ +55 +0.７1 +0.05 +0.6９ 151 -0.77 ノースアウト モントーヤ リバテイ ET 紋別市 北出　智幸 18３ 
184 15３1９1３９７5 +２,９60 +２,９0７ +8９ -３6 +10２,７88 +1,4７９ +8２ +54 +0.44 -0.1２ +0.6７ 14２ -1.43 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 184 
185 158３51２461 +２,９5９ +２,8７8 +60 +２1 +10７,３７4 +９0７ +９２ +4９ +0.３5 -0.4２ +0.5３ 14３ -0.92 プラムオーチヤード ベーカ ラダー 日高町 梅村　義郎 185 
186 141３２２6414 +２,９58 +２,6２0 +３55 -1７ +９5,654 +1,３1７ +61 +54 +1.0２ +0.65 +1.２1 145 -0.18 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 186 
18７ 1614２10２4３ +２,９51 +２,5９8 +２９5 +58 +９0,３３３ +1,２15 +86 +4３ +1.15 +0.２5 +1.45 1３７ +0.07 サンビレツジ ジヤマルコ ヒーロー ET 剣淵町 村岡　潤一 18７ 
188 16064２２6７8 +２,９50 +２,801 +14７ +２ +９4,９７３ +1,２54 +6７ +5７ +0.88 +0.２３ +0.７９ 14３ -1.10 ローヤル JJ マークド ET 湧別町 竹内　洋文 188 
18９ 16２84３0484 +２,９48 +２,868 +85 -5 +10２,5３２ +1,056 +84 +5２ +0.56 -0.1３ +0.９1 144 +0.66 ネザーランド T フアースト サハブ 中標津町 齋藤　希 18９ 
1９0 14３７81７２９２ +２,９45 +２,９３4 +8３ -７２ +７３,７0３ +1,650 +84 +54 +0.4３ -0.0７ +0.41 150 -1.50 YKT JS ダンテ ノワール ET 帯広市 杉浦　友樹 1９0 
1９1 1３７55３10９0 +２,９44 +２,408 +３２1 +２15 +1３8,0７３ +７6９ +60 +48 +0.4９ +0.1７ +1.10 1３７ +0.70 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 1９1 
1９２ 08640601７２ +２,９41 +２,７8７ +９７ +5７ +88,３９8 +1,6３0 +66 +5７ +0.44 -0.01 +0.5７ 1３２ -2.06 レツドスター JC ダンク エリート ET 天塩町 赤塚　冬樹 1９２ 
1９２ 1610３48９３３ +２,９41 +２,61３ +２９1 +３７ +5９,７16 +1,055 +７5 +48 +1.1９ +0.７７ +0.85 1３３ -0.15 サリツクス ブーテイー 3529 富良野市 株式会社　SALICS　DAIRY 1９２ 
1９4 16２0800551 +２,９３8 +２,681 +186 +７1 +７２,4３７ +３8２ +80 +48 +0.81 +0.３8 +0.4７ 140 -0.40 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 1９4 
1９5 16２0800544 +２,９３７ +２,6３6 +３01 +0 +104,05９ -4２ +９6 +40 +0.55 +0.45 +0.７5 1３９ -0.22 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 1９5 
1９6 16058045９8 +２,９３6 +２,88９ -16 +6３ +９７,14７ +1,２66 +７1 +58 -0.08 -0.1９ +0.２8 1２8 -0.33 デイベロツプ ブラバゾー プリン 0459 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 1９6 
1９6 14180２148９ +２,９３6 +２,84９ +９6 -９ +101,３00 +３７6 +85 +51 +0.4３ +0.２３ +0.4９ 1３6 +0.04 サンワード ウインザー キヤンデイ 2 ET 更別村 日光　富男 1９6 
1９6 14３15２0７７8 +２,９３6 +２,７９２ +９1 +5３ +84,３２4 +81９ +７6 +5３ +0.41 +0.２1 +0.5９ 1３1 -1.28 ノーズヒル PH テイフイ ヒデイホー ET 中標津町 佐藤　広光 1９6 
1９９ 16２158800７ +２,９３4 +２,９３1 +140 -1３７ +65,5９8 +1,018 +6２ +6３ +0.７７ -0.２5 +1.00 15２ -1.39 ドラゴンブルー ボルドア コマンド ハズ 岩手県 加藤　政敏 1９９ 
２00 144461555３ +２,９３３ +２,７6２ +２54 -8３ +９７,584 +７３6 +９8 +4３ +0.80 +0.5３ +0.９３ 14９ -1.50 リツチモンド AMRC デクラン リナ 苫小牧市 五十嵐　貴満 ２00 
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令和３年第２四半期（4-6）の道内におけるホルスタイン種への利用精液状況が
（一社）北海道家畜人工授精師協会から公表されました。

体型審査予定体型審査予定

体型審査予定（後期日程）体型審査予定（後期日程）

日程　 9月28日～10月 9日
□上川地区：全管内
□後志・渡島・檜山地区：全管内
□十勝地区：
　新得・清水・芽室・鹿追・士幌・上士幌
□網走地区：
　遠軽・上湧別・佐呂間・網走・常呂・東藻琴・
　斜里・小清水・清里・女満別・美幌

日程　10月12日～10月23日
□石狩・空知地区：全管内
□十勝地区：豊頃・浦幌・本別・足寄・陸別
□釧路地区：
　釧路・阿寒・鶴居・幌呂・白糠・音別・弟子屈
□根室地区：中標津・計根別

日程　11月 9日～11月20日
□胆振・日高地区：全管内
□十勝地区：
　帯広・川西・大正・音更・木野・高島・池田・幕別・
　札内
□根室地区：根室・別海・西春別
□網走地区：
　紋別・雄武・興部・滝上・西興部・湧別
□宗谷地区：全管内

日程　11月30日～12月11日
□十勝地区：中札内・更別・大樹・広尾・忠類
□釧路地区：標茶・浜中・厚岸
□根室地区：標津・上春別・中春別・計根別（一部）
□網走地区：
　北見・相内・上常呂・置戸・訓子府・端野・留辺蘂・
　温根湯・津別
□留萌地区：全管内

※審査は実施のおよそ 1ヵ月前を目途に地元窓口にお申込み下さい。
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ホルスタイン通信� 令和 3 年 9 月 １ 日発行

今年は記録ずくめの夏となったのではないで
しょうか。

まずは『暑さ』の『記録』。旭川市江丹別で３8.4
度と、道内の ７ 月の最高気温の記録を９７年ぶりに
更新したとか、道内の猛暑日（最高気温が３5℃以
上の日）の連続日数は観測史上最長を更新したな
ど、とにかく『暑い』日の連続です。

私も毎日この暑さを凌ぐために、エアコンや扇風
機のお世話になりながらどうにか過ごしています。
私たちも大変ですが、牛たちにとっては、この『暑
さ』は本当に辛いだろうなと思います。
こんな『暑さ』の中で開幕した『東京オリンピッ

ク２0２0』もまた、『暑さ』により様々な影響を受け
ながら開催されたとのこと。東京では『暑さ』が懸

念され、札幌で開催された競歩やマラソンも『暑
さ』の中で行われました。

そんな中でも開催国である日本勢では『記録』が
たくさん生まれています。開幕後からメダルラッ
シュに沸き、メダル総数過去最多を記録した２016
年リオデジャネイロ五輪の41個を上回る史上最多
の『記録』を更新し、金メダル獲得数も同じく史上
最多の『記録』となりました。
私はスポーツ観戦が趣味であることから、ほぼ

毎日テレビで競技を観戦していましたが、連日選手
の活躍を応援しながら『暑さ』と戦う日々でした。
オリンピックは選手の活躍により明るい話題を

与えてくれましたが、私たちの身近なところでは依
然として新型コロナウイルスの感染が拡大してお
り、制約を受けながら我慢の生活が続いています。
1日でも早く以前の生活を取り戻せるよう願って
おります。 （応援団）


