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新年あけましておめでとうございます。
令和 ４ 年の新春を迎え、お慶び申し上げますと

ともに、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
一昨年の １月に国内で初めて発生した新型コロ

ナウイルス感染症は昨年も猛威を振るった影響に
より、組合の主たる改良普及・指導調査事業を ２
年続けて中止せざるを得ない事態となりました。し
かし昨年の秋頃からコロナのワクチン接種と徹底
したコロナ対策の効果によって感染者数は低い水
準で推移している状況にありますが、一日も早く終
息することを願うばかりであります。
道内の酪農情勢においては、７月の異常な高温・

少雨は札幌管区気象台の１9４6年の統計開始以来、
記録的な平均気温の高さと降水量の少なさとなり、
乳牛は猛暑の影響で大きなダメージを受けるとと
もに、少雨の影響で牧草が枯れるなど飼料作物に
も大きな被害を与えました。しかし昨年の北海道に
おける生乳生産は、性選別精液利用の効果などに
よって乳牛頭数が確実に増加し、堅調に推移して
いる状況です。これもひとえに組合員をはじめとす
る酪農家ならびに関係機関による努力の賜物であ
り敬意を表する次第であります。

また、個体価格の動向は初妊牛相場が昨年の ４
月以降、右肩下がりで推移しました。これは乳牛資

源の回復に加え、コロ
ナ禍を背景として先
行き不安が漂ってい
るのが要因です。例年
であれば、暑熱ダメー
ジを受けた乳牛の更
新需要がありました
が、昨年は都府県が冷
夏で道外からの引き合いが弱く需要が低調な一
方、市場に出回る乳牛資源は引き続き豊富であっ
たことが相場に影響を及ぼしました。

今年は昨年１0月に示された北海道の生乳生産が
今までの増産体制から生産抑制に方針転換された
影響が懸念されるところですが、このような時にも
改良は続けていかなければなりません。専門農協
として、引続き効率的な乳牛改良を進めるための
遺伝情報や改良情報の提供を通じて生産現場に貢
献できるよう努めてまいります。
当組合の令和 ４ 年度事業につきましては、１月

後半から地区組合員協議会を開催し、「事業計画骨
子（案）」等についてご協議いただきますので、よ
ろしくお願い申し上げます。

２0２２年の寅年は「壬寅（みずのえとら）」にあた
る年とされ、心にゆとりをもち、おおらかに物事を
見定めることができるでしょう。感染症の再拡大が
心配されますが、今年も各事業に対し、冷静沈着
な判断を行い取り進めてまいります。令和 ４ 年が
組合員にとって素晴らしい年となりますよう、また
ご家族のご健勝をご祈念申し上げ新年の挨拶とい
たします。� 令和 ４ 年　元旦

代表理事組合長　山口 哲朗
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先月号では当組合が開発したAIを
使った交配相談システムの仕組みや操
作方法について説明しました。特に、雌
牛に供用する最適な種雄牛を選択する
仕組みを詳しく解説したので、様々な
要因を考慮して供用種雄牛を推奨して
いることを理解いただいたと思います。
また、交配相談システムの画面操作に
ついても順を追って説明しましたが、ま
だ色々な機能がありますので実際に操
作し、使い易さを体験してみてくださ
い。今月号は先月に引き続き交配相談
の結果から得られる情報の活用方法に
ついて説明します。

交配相談の結果は
何回でも見ることができる

操作 １の画面 １には交配相談の作業
が終了したあとの交配組み合わせの結
果が表示されています。当組合の交配
相談システムは様々なパターンの交配
組み合わせを試すことで、改良方針を
決めるための手助けをしてくれます。例
えば、泌乳能力と乳房を重視した交配
や繁殖と肢蹄を重視した交配など改良
形質を変えることが出来ますし、日本の
種雄牛またはゲノミックヤングブルの
みに供用種雄牛を限定することなども
出来ます。これら複数の交配相談結果
を区別するため、画面 １ 左上の件名に
簡単な名称を入力してファイルを保存
しておけば、以前作成した交配相談結
果でもすぐに呼び出すことができます。
この例では画面 １ 左上の件名に

「NTP+肢蹄」と入力して［確定］を押
します。次に交配相談システムを一度
閉じて再度ログインすると、３つのアイ
コンが横に並んだ画面 ２ が表示されま

新しくなった交配相談システム（2）・・大規模経営に
― 発情を見つけたら推奨種雄牛をスマホで確認、授精作業の効率化に ―

⇩画面１

⇦画面２

⇩画面３

操作 １．交配相談の実行結果（画面 １）。左上の件名にファイルの名前を入
力します。この例ではNTPと肢蹄の優れた種雄牛を選び交配相談を実行し
たので、ファイル名を「NTP+肢蹄」と入力し、［確定］を押します。これ
で、交配相談の結果が「NTP+肢蹄」という名称で保存されます。情報の作
成には右下の ３つのアイコンを利用します。

操作 ２．交配相談システムにログインすると最初の画面（画面 ２）に ３つの
アイコンが表示されます。左は交配相談システムを実行するアイコン、中央
は交配相談の結果を見るためのアイコンです。中央のアイコンをクリックす
ると交配相談結果一覧が表示されます（画面 ３）。一行目には、画面 １で作
成した交配相談結果がありますので を入れ、右下の［交配相談結果］をク
リックしてください。「NTP+肢蹄」という名称で保存されていた交配相談
結果が画面 １に表示されます。
右端の は交配相談結果を消去する時に使います。
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す。左端は交配相談を実行するため前回
クリックしたアイコンです。その他に中
央には交配相談の結果、右端には交配相
談のマニュアルを表示するためのアイコ
ンが並んでいるので、今度は中央のアイ
コンをクリックして交配相談結果一覧

（操作 ２の画面 ３ ）を表示します。この
例では交配相談の結果が ５ つあるので、
交配相談を ５回実施したことがわかりま
す。その中で一行目に表示されている交
配相談は「NTP+肢蹄」の名称が付いて
いるので、先ほどの操作 １の画面 １で作
成した交配相談結果であることがわかり
ます。もう一度この交配相談結果を見た
い場合は操作 ２ の画面 ３ 左側の四角い
枠にマウスで を入れ右下の［交配相談
結果］をクリックすると、「NTP+肢蹄」
と名付けた交配相談の結果（画面 １）が
再び表示されます。

必要に応じて交配相談結果を印刷
交配相談結果から交配組み合わせの

情報を作成するには画面 １ 右下の ３ 種
類のアイコン、［結果共有］、［帳票印刷］
または［CSV出力］のいずれかを使いま
す。中央の［帳票印刷］と表示されたア
イコンは印刷イメージで交配相談結果
のPDFファイルを作成する画面に遷移
し画面 ４ が表示されます（操作 ３ ）。

交配相談はあなたの牛群に在籍して
いる全雌牛を対象に行うので、そのまま
印刷すると大規模農家ほどページ数が
増えます。しかし、当面必要な交配相談
の結果はここ １～ ２ヵ月の間に発情し
授精適期が来る雌牛の情報だけで良いはずです。
この例では分娩直後と授精適期に相当する雌牛の
情報のみを表示するため画面 ４に を入れ［確定］
を押します。そうすると、あなたが当面必要な雌牛
情報のみを画面 ５と 6に表示することができます

（操作 ４ ）。画面 ５は農場で使う種雄牛のリスト、画
面 6には農場にいる雌牛に交配を推奨する種雄牛
を表示しています。これらの画面はPDFファイルに
なっているのでそのまま印刷できますが、パソコン
やタブレットで見ることもできます。

推奨種雄牛を比較することができる
交配相談の結果として、各雌牛には ３ 頭ずつ供

用種雄牛を推奨します。第 １ 推奨種雄牛はあなた
の希望する牛群に改良するために最も効果を発揮
する供用種雄牛として交配相談システムが推奨す
るものです。第 ２および第 ３ 推奨種雄牛は手持ち
のボンベに第 １推奨種雄牛の精液がない場合に備
えての予備的な種雄牛です。それゆえ第 １ 推奨種
雄牛は安心して供用頂ける種雄牛ですが、 ３ 種の
推奨種雄牛の遺伝的能力を比較し、最後は自分自

⇦画面５

画面４画面４

⇩画面６

操作 ３．印刷操作画面（画面 ４）の説明。交配相談結果（画面 １）を印刷形
式（PDF）で出力する場合は画面 １の右下、［帳票印刷］をクリックすると
画面 ４に遷移します。この画面で交配相談結果を表示したい雌牛に絞り込み
ます。この例では直近で必要な授精適期と分娩直後の雌牛を印刷することに
しました。

操作 ４．印刷表示したい雌牛を画面 ４で絞り込み［確定］をクリックする
と、画面 ５と画面 ６が作成されます。画面 ５と画面 ６はPDFファイルとし
て印刷イメージで表示されますので、印刷しなくてもファイルとして保存で
きます。最初のページは選択した供用種雄牛のリスト、その次からは各雌牛
に最適な交配種雄牛を ３頭づつ推奨するリストが表示されます。
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⇧画面９

⇧画面８

身で供用種雄牛を選びたいユーザー
のための機能も用意しています。その
場合、操作 ５の画面 １に表示された雌
牛登録番号の後ろの をクリックする
と画面 ７ が表示されます。画面 ７には
雌牛と ３ 頭の推奨種雄牛の遺伝的能
力がカニグラフで表示されるので、供
用前に ３ 頭の種雄牛を比較して推奨
種雄牛の能力をもう一度確認すること
ができます。

推奨種雄牛の確認はスマホで
画面 １ 右下には、あと２つのアイコ

ンが残っています。右側に［CSV出力］
がありますが、これをクリックすると
CSVファイルが出力されます（操作
１）。このファイルは交配相談結果を
Excelで読み込むことができるので、
様々な加工を行ってあなたが最も利用
しやすい帳票を自分で作成することができます。

最後に残ったアイコンは左側の［結果共有］です
（操作 １）。この機能はパソコンで作成した交配相
談結果をモバイルで利用できるようにします。［結
果共有］をクリックするとモバイル用として共有さ
れたURLが操作 6 の画面 ８ のように表示されま
す。このURLをメールで送信しておけばスマホで
交配相談結果を見ることができます。雌牛の発情
を発見した時、用紙に印刷した交配相談結果を探
すより、手元のスマホで推奨種雄牛を確認できた
ら「どんなに便利なことか・・」と思った方がたく
さんいると思います。

今回の交配相談システムの変更により、交配相
談によって推奨された ３ 頭の種雄牛をスマホで確
認できるようになりました。この機能を使用すれ
ば、スマホには操作 6の画面 9のように情報が表
示されるので、それを見ながら推奨種雄牛を確
認しボンベの中の精液を探すことができます。
人工授精師さんに連絡して授精をお願いする
場合でも、供用種雄牛がその場ですぐにわか
れば「何々の精液」と具体的にその場で指
示ができます。
また、結果を共有することでユーザー以

外でも参照することができるので、いつも
授精をお願いしている人工授精師さんに

URLを知らせておけば、スマホで交配相談結果を
見ながら最適な種雄牛を授精してくれるでしょう。
なお、交配相談の結果を見るだけでなく、スマホで
交配相談システムを操作することもできますので、
興味のある方は「交配相談操作マニュアル」で詳
細な操作方法をご確認ください。

⇦画面１

⇩画面７

操作 ５．各雌牛に対して推奨された供用種雄牛の遺伝評価成績をもう少し
詳細に見たい場合は、画面 １（上の画面）の雌牛登録番号の後ろに表示され
た をクリックしてください。各雌牛とその雌牛に推奨した供用種雄牛 ３
頭の遺伝評価成績がカニグラフで表示されます（画面 ７）。推奨種雄牛の中
からどれを交配しようか迷った場合はこの画面を利用してください。

操作 ６．画面 １の右下、［結果共有］の
ボタンをクリックすると共有用URL
画面（画面 ８）が表示され、共有URL
はメールで送信されます。次に共有
URLにアクセスすることで、交配相談
システムのユーザーでなくても交配相
談結果を見ることができます（画面
９）。例えば、獣医さんや授精師さんが
スマホで直接交配相談結果を見なが
ら、手持ちのボンベの中から精液を選
ぶことができます。
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操作が難しいと感じる方、GHにお願いできます
当組合の交配相談システムは登録と牛群検定を

実施している農家であれば、どなたでも無料で利
用できます。試してみたいがパソコンがないので利
用できない方、以前使ってみようとしたのだが操作
が難しいと感じた方、農作業が忙しくて時間が取
れないなどで二の足を踏んでいる方がおりました
ら、ジェネティクス北海道（GH）にお願いしてみ
てはどうでしょう。GHでは当組合が開発した交配
相談システムを利用しているので、交配相談の担
当者に連絡すればシステム操作の代行だけでなく、
あなたの牛群に最適な種雄牛を選んでもらえると
思います。GHが行っている交配相談戸数は当組合
がWebで実施している農場よりも多く、２0２１年 9
月までに道内１,0４３戸�２0８,000頭以上の交配相談を
手掛けた実績があります（図 １）。

交配相談の需要は増している
交配相談システムは２00３年に運用を開始してか

ら１８年が経過しました。その期間に一回でも交配
相談システムを利用したことのあるユーザーであ
れば現在でも継続して情報が更新されていますの
で、そのような方はいつでも交配相談システムを利
用できます。
現在、インターネットから交配相談システムを直

接利用できるユーザーは２0２１年 9 月時点で69４戸
です。そのうち最もユーザーが多い地区は十勝の
２４５戸、次に網走の１４７戸です（表 １）。また、当組
合の交配相談システムを利用したことのある酪農
家は、昨年 9月の時点で牛群検定農家の４５％を超
えています（図 ２ ）。

近年、北海道の酪
農は農家戸数の減少
と共に大規模化が急
速に進みました。多頭
飼養になれば一日に
たくさんの雌牛に授
精しなければなりま
せん。交配相談の作
業は事前に済ませて
おいて、牛舎では交配
相談の結果だけをス
マホで見ながら機械
的に授精を行うのが
効率的です。
当組合の交配相談

システムは近交係数
の上昇を抑制するだ
けでなく、改良方針に
沿った遺伝改良の推
進や遺伝性疾患を回
避するなど様々な条件を考慮しながら交配に最適
な種雄牛の組合せを推奨します。また、SNP検査
を済ませていれば、未経産牛の交配相談もより高
い精度で実施できます。
まだ一度も利用したことのない方がいましたら

授精作業の効率化と将来の生産性向上を目的とし
た遺伝改良の推進を同時に満足できる交配相談シ
ステムを試してみてください。

� （登録部改良課審査役：河原）

図 １．交配相談システムの利用農家戸数の変化（２0２１年 ９ 月末日） 図 ２．交配相談の普及率（２0２１年 ９ 月末日）

表 １．�地域別の交配相談利用
農家戸数（２0２１年 ９ 月）
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未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

１ １6３69４８３３9 +４,0２８ +３,6５9 +２２6 +１４３ +１４７,３８２ +１,6７２ +７9 +７８ +0.6５ -0.１１ +１.0５ １２１ ホクレン�グリーン�マンデイ�ブラリ�ET 訓子府 ホクレン訓子府実証農場 １ 
２ １３9７6３0１１５ +４,0２0 +３,6４４ +４４２ -66 +７１,60７ +１,４9２ +90 +７３ +１.３6 +0.５３ +１.８８ １５１ BRF�ビゲロ�オイシイ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ２ 
３ １6１４２１0３５9 +３,9２８ +３,７４４ +１８７ -３ +9５,0１８ +１,８３１ +90 +７6 +0.60 +0.１７ +0.７9 １４３ サンビレツジ�WIS�マスターカード�ET 剣淵町 村岡　潤一 ３ 
４ １４0７9２0４８9 +３,８４２ +３,５２0 +２99 +２３ +１３５,１７５ +60５ +１２２ +５6 +0.８４ +0.３１ +１.0２ １３0 ML�サラ�エンデバー�ET 紋別市 株式会社　中島牧場 ４ 
５ 0８69８４５４60 +３,８２８ +３,７５２ +１２0 -４４ +８５,99３ +9７6 +１２２ +6３ +0.８７ -0.0４ +１.0８ １４9 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 ５ 
6 １6４00１09８５ +３,８0８ +３,５１５ +１４８ +１４５ +１４４,２８３ +１,6３6 +9５ +6７ +0.５6 -0.１５ +0.７9 １２４ Jリード�プリズマ�アルタザズル�ET 豊頃町 農事組合法人　Jリード 6 
７ １３9７6３0３７５ +３,７6２ +３,４２0 +３90 -４８ +9２,0５５ +１,0１9 +１0５ +60 +１.１9 +0.３８ +１.6５ １５0 BRF�ビゲロ�カリカリ�チエダー�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ７ 
８ １４606１７66１ +３,７５9 +３,１２6 +５１１ +１２２ +１0５,１５８ +８09 +9８ +５４ +１.２9 +0.6４ +１.５８ １２７ 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 ８ 
9 １４３７9２0８８6 +３,７３0 +３,３0４ +３06 +１２0 +１１７,３５9 +８５２ +１１１ +５４ +0.７6 +0.１0 +１.３２ １３２ ピユアソウル�デイーバ�ミリ�ET 猿払村 丹治　智寛 9 
１0 １３８00２８３５6 +３,７２４ +３,４２８ +１9１ +１0５ +１１８,0２9 +４８２ +１0８ +５9 +0.6８ -0.３３ +１.２５ １３１ ケネカランド�PE�ザズル�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド １0 
１１ １４0７9７6８6８ +３,７0８ +３,１７４ +３２３ +２１１ +１４２,２0１ +１,３99 +８７ +60 +0.6８ +0.５１ +１.0１ １２５ RE�ザツプ�エメンタール�ジヤマルコ�セカンド 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １１ 
１２ １４７9８１５４７８ +３,69３ +３,３9３ +２0２ +9８ +１１0,00３ +８２４ +１0３ +60 +0.6１ +0.0２ +１.0４ １３１ スウイートハート�デイバイン�キレイ 更別村 天野　洋一 １２ 
１３ １５１５9１５１８6 +３,60１ +３,２１6 +２５８ +１２７ +9８,１８３ +１,３9４ +７８ +6５ +0.７0 +0.１３ +１.２５ １２9 ストレチア�HLOOP�バナナ�ET 雄武町 坂口　和彦 １３ 
１４ １３9３6２８８８８ +３,５96 +３,２２9 +３８４ -１７ +6８,８90 +１,４７５ +７9 +6５ +１.３４ +0.４３ +１.6１ １５４ 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 １４ 
１５ １３８00２８３３２ +３,５８9 +３,３３１ +１１３ +１４５ +１２6,１７0 +１,１99 +１１３ +５４ +0.２１ -0.１２ +0.７３ １３0 ケネカランド�GS�ルビー�キヤンプ�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド １５ 
１6 １6４５８３４0７４ +３,５８８ +３,１３３ +３７３ +８２ +１１２,１５３ +１,３２５ +８４ +60 +１.0２ +0.１５ +１.５9 １４３ サクランド�ビゲロ�スプレンダー 士幌町 山岸　均 １6 
１７ １５８３５１２８４３ +３,５８0 +３,１５１ +４0１ +２８ +１３１,0２２ +１,09７ +9５ +５6 +１.１0 +0.３6 +１.４9 １３6 プラムオーチヤード�ビゲロ�デリー 日高町 梅村　義郎 １７ 
１８ １6３７８090３５ +３,５７８ +３,４１２ +２５７ -9１ +７４,09１ +１,２0５ +１0２ +6１ +１.３８ +0.３9 +１.２9 １５４ シーダーハースト�リレイ�スヌーザー 伊達市 白土　成太郎 １８ 
１9 １５４09１３５７７ +３,５７１ +３,５9３ +１４9 -１７１ +9８,５４５ +１,７７6 +１0８ +6４ +0.７6 +0.0１ +１.２１ １５9 V�デクラン�ロツド�ET 苫前町 株式会社　ビレッジファーム １9 
２0 １５２0８１４6１0 +３,５6３ +３,２３9 +１５0 +１７４ +9８,３５6 +１,２１５ +99 +５７ +0.２２ +0.１５ +0.５0 １３３ サミツトリー�テンプトレス�キヤプテン 豊浦町 株式会社　山口牧場 ２0 
２１ １6２４５090８５ +３,５５9 +３,２４１ +２１４ +１0４ +１３５,７２6 +１,6２７ +７５ +6７ +0.6８ +0.１9 +0.9８ １４１ ロツクヘルス�ダイナ�ダフネイ�0704�ET 江別市 岩田　淳一 ２１ 
２２ １５７２８７５２７0 +３,５４８ +３,060 +４6２ +２6 +１09,0４２ +１,１9７ +69 +6４ +１.３７ +0.6１ +１.５9 １３6 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 ２２ 
２３ １４66５１７３５４ +３,５４７ +３,３１9 +6８ +１60 +１２３,１6８ +9７５ +１00 +５9 +0.１２ -0.0３ +0.４８ １２6 オムラ�アキアナ�ローソン�ET 枝幸町 小椋　義則 ２３ 
２４ １6３８90５４0８ +３,５１５ +３,２７７ +１9３ +４５ +１00,８３７ +9８８ +9７ +５9 +0.４５ -0.0２ +0.７9 １３9 ALICE�ジユリエ�ジルコ�ハイパー�ジハード�ET 岡山県 有安　力 ２４ 
２５ １３9７6２9８８１ +３,５１２ +３,0７9 +４４３ -１0 +9１,５４6 +５４３ +9７ +５３ +１.0１ +0.５３ +１.４6 １５７ BRF�ビゲロ�ウツクシイ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ２５ 
２6 １60５５１0666 +３,５0１ +３,２１9 +２09 +７３ +７0,３７８ +１,３５１ +７１ +6８ +0.７２ +0.１0 +0.８２ １４6 ミツドフイールド�シーガルベイ�ヴイレツジ 江別市 中田　孝貴 ２6 
２７ １５８３５１３0１７ +３,４99 +３,１５6 +３２４ +１9 +9７,８７１ +８69 +１0５ +５２ +0.96 +0.２７ +１.１２ １４４ プラムオーチヤード�キヤプテン�デリ 日高町 梅村　義郎 ２７ 
２８ １５３１9１３9４４ +３,４9５ +３,３３9 +４9 +１0７ +１４１,７90 +１,５５0 +８７ +6５ +0.４0 -0.５１ +0.８７ １３３ 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 
２9 １6３69４８３４6 +３,４9４ +３,0３0 +３２0 +１４４ +１３6,２１５ +１,５７５ +6２ +66 +0.6４ +0.２２ +１.0５ １２6 ホクレン�グリーン�マンデイ�ブランコ�ET 訓子府 ホクレン訓子府実証農場 ２9 
２9 １３909７３１２７ +３,４9４ +３,0２6 +３２３ +１４５ +１５４,４４５ +6４２ +１１0 +４6 +0.７１ +0.２２ +0.８８ １２７ OAC�キルア�ザズル�キキ�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 ２9 
３１ １３9７6２9８２9 +３,４90 +３,１５１ +４00 -6１ +７0,４３２ +１,１８0 +66 +6８ +１.0４ +0.２6 +１.５１ １５２ 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 ３１ 
３２ １５２５１１４２４１ +３,４８6 +３,２４７ +１0１ +１３８ +１１４,9４１ +５１１ +１0２ +５6 +0.２9 -0.３6 +0.８４ １３３ マギーデール�ピース�エンデバー�デスー�ET 池田町 中野　義嗣 ３２ 
３３ １３9３6２８８２6 +３,４69 +３,３８0 +１５9 -７0 +9１,２４１ +１,２0２ +90 +6５ +0.５８ -0.06 +0.9３ １５２ 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 ３３ 
３４ 0８７１２３７１８５ +３,４５9 +３,１４５ +２４１ +７３ +１３３,6３３ +6７１ +9７ +５５ +0.７５ +0.0２ +１.３１ １３9 SEAーLAKE�ピーク�デイーノ�ガーデイアン�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ３４ 
３５ １３909７３0２８ +３,４３８ +３,３５３ +１３6 -５１ +9１,１３１ +１,２８３ +８８ +6５ +0.５４ +0.３0 +0.４５ １３８ OAC�シヤーロツト�ビゲロ�シヤルル�シヤーレツテイ�ET 岡山県 岡山県農林水産総合センター畜産研究所 ３５ 
３6 １60５８0５３0４ +３,４２6 +３,１99 +１８３ +４４ +１06,８90 +１,6５３ +８４ +6２ +0.５２ +0.２４ +0.７８ １４0 デイベロツプ�ビゲロ�プリン�0530�ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 ３6 
３７ １４８３6１５0５７ +３,４１７ +３,２6８ +１6４ -１５ +１２５,6７４ +１,１0５ +１06 +５５ +0.60 -0.１0 +１.0３ １４0 クレスタ�L�ラダー�マンドリン�ET 苫前町 中嶋　卓広 ３７ 
３８ １6１0４１0999 +３,４１6 +２,9８6 +３３２ +9８ +８７,５３6 +6５１ +9５ +５１ +0.9２ +0.３３ +１.１２ １２８ プラスバーランド�シエリー�ビゲロ 苫前町 工藤　主税 ３８ 
３9 １５09５２0４８８ +３,４09 +３,２0８ +２４５ -４４ +9７,0７9 +96５ +１0４ +５４ +0.60 +0.３0 +１.１6 １４４ イナパート�LF�ビゲロ 富良野市 奥　祐樹 ３9 
４0 １４0２７２9２５４ +３,４0８ +３,２１８ +１6１ +２9 +８８,４３８ +１,２１6 +８３ +6３ +0.４７ +0.４２ +0.４５ １４0 アワープライド�ビゲロ�プレシヤス�ET 鶴居村 株式会社　植田牧場 ４0 
４１ １４８１８２２２４２ +３,４06 +３,0７0 +２８５ +５１ +８9,１８２ +60８ +７７ +6１ +0.５４ +0.２２ +１.0１ １３6 フラーリツシユ�スカイ�ビゲロ�キヤツスル�ET 中標津町 福嶋　寿顕 ４１ 
４２ １３9７6３009２ +３,４0４ +２,9４0 +４４２ +２２ +８５,96１ +１,３06 +８２ +５５ +0.9３ +0.４３ +１.6５ １４6 BRF�ビゲロ�キモチイイ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ４２ 
４３ １４0８9２２96３ +３,４0１ +２,6８４ +４５6 +２6１ +１１５,99３ +５４４ +８５ +４6 +１.３9 +0.７４ +１.60 １１８ プロミネンス�レイシヨン�ハーモニー�ET 別海町 寺澤　佳吾 ４３ 
４４ 0８6４060３３２ +３,３9５ +３,２５３ +１３6 +6 +9２,５0１ +１,１４6 +８８ +6２ +0.５6 +0.0３ +0.6４ １４6 レツドスター�ストラダ�シエーン 天塩町 赤塚　冬樹 ４４ 
４５ １6２0８00３８４ +３,３８１ +３,４５6 +6２ -１３７ +9４,７２9 +１,５５５ +9８ +6４ +0.２１ +0.0４ +0.6５ １５３ 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 ４５ 
４6 １５09５２0５７0 +３,３69 +３,066 +１４４ +１５9 +9３,４５８ +１,２７２ +５５ +７0 +0.３７ +0.１２ +0.４１ １３0 イナパート�LF�マスター 富良野市 奥　祐樹 ４6 
４７ １３9３6２８５７４ +３,３6３ +２,８３５ +３５6 +１７２ +１３２,１３８ +6３８ +８４ +５１ +0.５２ +0.２５ +１.５１ １２４ 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 ４７ 
４８ +３,３6１ +３,２５１ +２７ +８３ +9４,３７４ +１,３５８ +８３ +6４ +0.５１ -0.３５ +0.８３ １３５ ４８ 
４８ １５9８0１１２１８ +３,３6１ +３,0５７ +１0２ +２0２ +１１0,３７6 +１,４２４ +6４ +66 +0.３３ -0.４１ +0.７８ １３0 マスタツシユ�フラーリツシユ�カード�ET 苫前町 村本　竜明 ４８ 
５0 0８７１２３８6７0 +３,３５9 +２,9８８ +３0３ +6８ +８１,４１８ +699 +１00 +４9 +0.７５ +0.５７ +0.9２ １２７ SEAーLAKE�ザズル�ジヤパン�4�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ５0 



7

ホルスタイン通信  2022 − 1

未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

１ １6３69４８３３9 +４,0２８ +３,6５9 +２２6 +１４３ +１４７,３８２ +１,6７２ +７9 +７８ +0.6５ -0.１１ +１.0５ １２１ ホクレン�グリーン�マンデイ�ブラリ�ET 訓子府 ホクレン訓子府実証農場 １ 
２ １３9７6３0１１５ +４,0２0 +３,6４４ +４４２ -66 +７１,60７ +１,４9２ +90 +７３ +１.３6 +0.５３ +１.８８ １５１ BRF�ビゲロ�オイシイ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ２ 
３ １6１４２１0３５9 +３,9２８ +３,７４４ +１８７ -３ +9５,0１８ +１,８３１ +90 +７6 +0.60 +0.１７ +0.７9 １４３ サンビレツジ�WIS�マスターカード�ET 剣淵町 村岡　潤一 ３ 
４ １４0７9２0４８9 +３,８４２ +３,５２0 +２99 +２３ +１３５,１７５ +60５ +１２２ +５6 +0.８４ +0.３１ +１.0２ １３0 ML�サラ�エンデバー�ET 紋別市 株式会社　中島牧場 ４ 
５ 0８69８４５４60 +３,８２８ +３,７５２ +１２0 -４４ +８５,99３ +9７6 +１２２ +6３ +0.８７ -0.0４ +１.0８ １４9 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 ５ 
6 １6４00１09８５ +３,８0８ +３,５１５ +１４８ +１４５ +１４４,２８３ +１,6３6 +9５ +6７ +0.５6 -0.１５ +0.７9 １２４ Jリード�プリズマ�アルタザズル�ET 豊頃町 農事組合法人　Jリード 6 
７ １３9７6３0３７５ +３,７6２ +３,４２0 +３90 -４８ +9２,0５５ +１,0１9 +１0５ +60 +１.１9 +0.３８ +１.6５ １５0 BRF�ビゲロ�カリカリ�チエダー�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ７ 
８ １４606１７66１ +３,７５9 +３,１２6 +５１１ +１２２ +１0５,１５８ +８09 +9８ +５４ +１.２9 +0.6４ +１.５８ １２７ 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 ８ 
9 １４３７9２0８８6 +３,７３0 +３,３0４ +３06 +１２0 +１１７,３５9 +８５２ +１１１ +５４ +0.７6 +0.１0 +１.３２ １３２ ピユアソウル�デイーバ�ミリ�ET 猿払村 丹治　智寛 9 
１0 １３８00２８３５6 +３,７２４ +３,４２８ +１9１ +１0５ +１１８,0２9 +４８２ +１0８ +５9 +0.6８ -0.３３ +１.２５ １３１ ケネカランド�PE�ザズル�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド １0 
１１ １４0７9７6８6８ +３,７0８ +３,１７４ +３２３ +２１１ +１４２,２0１ +１,３99 +８７ +60 +0.6８ +0.５１ +１.0１ １２５ RE�ザツプ�エメンタール�ジヤマルコ�セカンド 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １１ 
１２ １４７9８１５４７８ +３,69３ +３,３9３ +２0２ +9８ +１１0,00３ +８２４ +１0３ +60 +0.6１ +0.0２ +１.0４ １３１ スウイートハート�デイバイン�キレイ 更別村 天野　洋一 １２ 
１３ １５１５9１５１８6 +３,60１ +３,２１6 +２５８ +１２７ +9８,１８３ +１,３9４ +７８ +6５ +0.７0 +0.１３ +１.２５ １２9 ストレチア�HLOOP�バナナ�ET 雄武町 坂口　和彦 １３ 
１４ １３9３6２８８８８ +３,５96 +３,２２9 +３８４ -１７ +6８,８90 +１,４７５ +７9 +6５ +１.３４ +0.４３ +１.6１ １５４ 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 １４ 
１５ １３８00２８３３２ +３,５８9 +３,３３１ +１１３ +１４５ +１２6,１７0 +１,１99 +１１３ +５４ +0.２１ -0.１２ +0.７３ １３0 ケネカランド�GS�ルビー�キヤンプ�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド １５ 
１6 １6４５８３４0７４ +３,５８８ +３,１３３ +３７３ +８２ +１１２,１５３ +１,３２５ +８４ +60 +１.0２ +0.１５ +１.５9 １４３ サクランド�ビゲロ�スプレンダー 士幌町 山岸　均 １6 
１７ １５８３５１２８４３ +３,５８0 +３,１５１ +４0１ +２８ +１３１,0２２ +１,09７ +9５ +５6 +１.１0 +0.３6 +１.４9 １３6 プラムオーチヤード�ビゲロ�デリー 日高町 梅村　義郎 １７ 
１８ １6３７８090３５ +３,５７８ +３,４１２ +２５７ -9１ +７４,09１ +１,２0５ +１0２ +6１ +１.３８ +0.３9 +１.２9 １５４ シーダーハースト�リレイ�スヌーザー 伊達市 白土　成太郎 １８ 
１9 １５４09１３５７７ +３,５７１ +３,５9３ +１４9 -１７１ +9８,５４５ +１,７７6 +１0８ +6４ +0.７6 +0.0１ +１.２１ １５9 V�デクラン�ロツド�ET 苫前町 株式会社　ビレッジファーム １9 
２0 １５２0８１４6１0 +３,５6３ +３,２３9 +１５0 +１７４ +9８,３５6 +１,２１５ +99 +５７ +0.２２ +0.１５ +0.５0 １３３ サミツトリー�テンプトレス�キヤプテン 豊浦町 株式会社　山口牧場 ２0 
２１ １6２４５090８５ +３,５５9 +３,２４１ +２１４ +１0４ +１３５,７２6 +１,6２７ +７５ +6７ +0.6８ +0.１9 +0.9８ １４１ ロツクヘルス�ダイナ�ダフネイ�0704�ET 江別市 岩田　淳一 ２１ 
２２ １５７２８７５２７0 +３,５４８ +３,060 +４6２ +２6 +１09,0４２ +１,１9７ +69 +6４ +１.３７ +0.6１ +１.５9 １３6 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 ２２ 
２３ １４66５１７３５４ +３,５４７ +３,３１9 +6８ +１60 +１２３,１6８ +9７５ +１00 +５9 +0.１２ -0.0３ +0.４８ １２6 オムラ�アキアナ�ローソン�ET 枝幸町 小椋　義則 ２３ 
２４ １6３８90５４0８ +３,５１５ +３,２７７ +１9３ +４５ +１00,８３７ +9８８ +9７ +５9 +0.４５ -0.0２ +0.７9 １３9 ALICE�ジユリエ�ジルコ�ハイパー�ジハード�ET 岡山県 有安　力 ２４ 
２５ １３9７6２9８８１ +３,５１２ +３,0７9 +４４３ -１0 +9１,５４6 +５４３ +9７ +５３ +１.0１ +0.５３ +１.４6 １５７ BRF�ビゲロ�ウツクシイ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ２５ 
２6 １60５５１0666 +３,５0１ +３,２１9 +２09 +７３ +７0,３７８ +１,３５１ +７１ +6８ +0.７２ +0.１0 +0.８２ １４6 ミツドフイールド�シーガルベイ�ヴイレツジ 江別市 中田　孝貴 ２6 
２７ １５８３５１３0１７ +３,４99 +３,１５6 +３２４ +１9 +9７,８７１ +８69 +１0５ +５２ +0.96 +0.２７ +１.１２ １４４ プラムオーチヤード�キヤプテン�デリ 日高町 梅村　義郎 ２７ 
２８ １５３１9１３9４４ +３,４9５ +３,３３9 +４9 +１0７ +１４１,７90 +１,５５0 +８７ +6５ +0.４0 -0.５１ +0.８７ １３３ 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 
２9 １6３69４８３４6 +３,４9４ +３,0３0 +３２0 +１４４ +１３6,２１５ +１,５７５ +6２ +66 +0.6４ +0.２２ +１.0５ １２6 ホクレン�グリーン�マンデイ�ブランコ�ET 訓子府 ホクレン訓子府実証農場 ２9 
２9 １３909７３１２７ +３,４9４ +３,0２6 +３２３ +１４５ +１５４,４４５ +6４２ +１１0 +４6 +0.７１ +0.２２ +0.８８ １２７ OAC�キルア�ザズル�キキ�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 ２9 
３１ １３9７6２9８２9 +３,４90 +３,１５１ +４00 -6１ +７0,４３２ +１,１８0 +66 +6８ +１.0４ +0.２6 +１.５１ １５２ 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 ３１ 
３２ １５２５１１４２４１ +３,４８6 +３,２４７ +１0１ +１３８ +１１４,9４１ +５１１ +１0２ +５6 +0.２9 -0.３6 +0.８４ １３３ マギーデール�ピース�エンデバー�デスー�ET 池田町 中野　義嗣 ３２ 
３３ １３9３6２８８２6 +３,４69 +３,３８0 +１５9 -７0 +9１,２４１ +１,２0２ +90 +6５ +0.５８ -0.06 +0.9３ １５２ 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 ３３ 
３４ 0８７１２３７１８５ +３,４５9 +３,１４５ +２４１ +７３ +１３３,6３３ +6７１ +9７ +５５ +0.７５ +0.0２ +１.３１ １３9 SEAーLAKE�ピーク�デイーノ�ガーデイアン�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ３４ 
３５ １３909７３0２８ +３,４３８ +３,３５３ +１３6 -５１ +9１,１３１ +１,２８３ +８８ +6５ +0.５４ +0.３0 +0.４５ １３８ OAC�シヤーロツト�ビゲロ�シヤルル�シヤーレツテイ�ET 岡山県 岡山県農林水産総合センター畜産研究所 ３５ 
３6 １60５８0５３0４ +３,４２6 +３,１99 +１８３ +４４ +１06,８90 +１,6５３ +８４ +6２ +0.５２ +0.２４ +0.７８ １４0 デイベロツプ�ビゲロ�プリン�0530�ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場 ３6 
３７ １４８３6１５0５７ +３,４１７ +３,２6８ +１6４ -１５ +１２５,6７４ +１,１0５ +１06 +５５ +0.60 -0.１0 +１.0３ １４0 クレスタ�L�ラダー�マンドリン�ET 苫前町 中嶋　卓広 ３７ 
３８ １6１0４１0999 +３,４１6 +２,9８6 +３３２ +9８ +８７,５３6 +6５１ +9５ +５１ +0.9２ +0.３３ +１.１２ １２８ プラスバーランド�シエリー�ビゲロ 苫前町 工藤　主税 ３８ 
３9 １５09５２0４８８ +３,４09 +３,２0８ +２４５ -４４ +9７,0７9 +96５ +１0４ +５４ +0.60 +0.３0 +１.１6 １４４ イナパート�LF�ビゲロ 富良野市 奥　祐樹 ３9 
４0 １４0２７２9２５４ +３,４0８ +３,２１８ +１6１ +２9 +８８,４３８ +１,２１6 +８３ +6３ +0.４７ +0.４２ +0.４５ １４0 アワープライド�ビゲロ�プレシヤス�ET 鶴居村 株式会社　植田牧場 ４0 
４１ １４８１８２２２４２ +３,４06 +３,0７0 +２８５ +５１ +８9,１８２ +60８ +７７ +6１ +0.５４ +0.２２ +１.0１ １３6 フラーリツシユ�スカイ�ビゲロ�キヤツスル�ET 中標津町 福嶋　寿顕 ４１ 
４２ １３9７6３009２ +３,４0４ +２,9４0 +４４２ +２２ +８５,96１ +１,３06 +８２ +５５ +0.9３ +0.４３ +１.6５ １４6 BRF�ビゲロ�キモチイイ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム ４２ 
４３ １４0８9２２96３ +３,４0１ +２,6８４ +４５6 +２6１ +１１５,99３ +５４４ +８５ +４6 +１.３9 +0.７４ +１.60 １１８ プロミネンス�レイシヨン�ハーモニー�ET 別海町 寺澤　佳吾 ４３ 
４４ 0８6４060３３２ +３,３9５ +３,２５３ +１３6 +6 +9２,５0１ +１,１４6 +８８ +6２ +0.５6 +0.0３ +0.6４ １４6 レツドスター�ストラダ�シエーン 天塩町 赤塚　冬樹 ４４ 
４５ １6２0８00３８４ +３,３８１ +３,４５6 +6２ -１３７ +9４,７２9 +１,５５５ +9８ +6４ +0.２１ +0.0４ +0.6５ １５３ 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 ４５ 
４6 １５09５２0５７0 +３,３69 +３,066 +１４４ +１５9 +9３,４５８ +１,２７２ +５５ +７0 +0.３７ +0.１２ +0.４１ １３0 イナパート�LF�マスター 富良野市 奥　祐樹 ４6 
４７ １３9３6２８５７４ +３,３6３ +２,８３５ +３５6 +１７２ +１３２,１３８ +6３８ +８４ +５１ +0.５２ +0.２５ +１.５１ １２４ 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 ４７ 
４８ +３,３6１ +３,２５１ +２７ +８３ +9４,３７４ +１,３５８ +８３ +6４ +0.５１ -0.３５ +0.８３ １３５ ４８ 
４８ １５9８0１１２１８ +３,３6１ +３,0５７ +１0２ +２0２ +１１0,３７6 +１,４２４ +6４ +66 +0.３３ -0.４１ +0.７８ １３0 マスタツシユ�フラーリツシユ�カード�ET 苫前町 村本　竜明 ４８ 
５0 0８７１２３８6７0 +３,３５9 +２,9８８ +３0３ +6８ +８１,４１８ +699 +１00 +４9 +0.７５ +0.５７ +0.9２ １２７ SEAーLAKE�ザズル�ジヤパン�4�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE ５0 
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未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

５１ １５9７８２４８４0 +３,３５４ +３,３５４ +５５ -５５ +８３,７96 +１,３２6 +１0５ +５８ +0.9７ -0.１２ +１.0７ １５２ 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 ５１ 
５２ １6４３１２60７２ +３,３５２ +２,７99 +４１１ +１４２ +１１１,７0４ +４１３ +9１ +４７ +0.9１ +0.6１ +１.５４ １２２ ブルームーン�モデル�リズ�ビゲロ 中標津町 永利　嘉成 ５２ 
５３ １6１99３２８0５ +３,３４9 +２,８４７ +４５6 +４6 +１0５,２0３ +１,0２５ +８0 +５３ +１.５８ +0.6４ +１.７３ １３４ 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 ５３ 
５４ １４５00１6８２５ +３,３４８ +３,１9２ +１96 -４0 +6５,9１５ +５90 +9８ +５6 +0.３１ -0.0８ +0.８0 １５0 YKT�アレクスリン�ハイジ�ET 帯広市 杉浦　友樹 ５４ 
５４ １6１８３２５８２0 +３,３４８ +２,966 +３9５ -１３ +１0５,７6５ +１,５00 +6７ +6２ +１.２6 +0.７２ +１.３１ １４9 ブルームーン�プリンセス�マルコ�ET 中標津町 永利　嘉成 ５４ 
５6 １6２0８00４0７ +３,３４6 +３,４06 +２３6 -２96 +５9,２８9 +１,４06 +１0４ +60 +0.6８ +0.３6 +１.06 １6２ 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 ５6 
５７ １606２３７１７３ +３,３４１ +３,0８５ +２３２ +２４ +9４,6１４ +４06 +１２４ +４２ +１.0４ +0.３0 +１.0７ １５１ 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 ５７ 
５７ １60５８0５５３３ +３,３４１ +２,７２１ +３５５ +２6５ +１５５,6７７ +５60 +9５ +４３ +0.9２ +0.２３ +１.6２ １0１ デイベロツプ�ザズル�マンドリン�0553�ET 美瑛町 稲川　利昭 ５７ 
５9 １6３6８２6４４6 +３,３４0 +３,１７6 +１6７ -３ +８9,３6８ +８７6 +9２ +５８ +0.５0 +0.２9 +0.８２ １４２ ロツクウ�エンデバー�ボンソワ 北見市 有限会社　上野牧場 ５9 
60 １３9７6３0３４４ +３,３３9 +３,00５ +１9１ +１４３ +８５,８6４ +１,２9８ +6５ +6４ +0.８４ -0.２１ +１.１７ １３6 BRF�マスターカード�クリーミー�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 60 
6１ １60５５１06３５ +３,３３８ +３,06８ +２0２ +6８ +１１８,４２6 +７6４ +１0１ +５１ +0.6３ -0.0８ +１.0４ １４0 ミツドフイールド�CCM�ポリツツ�ET 江別市 中田　孝貴 6１ 
6２ 0８69４５１0７４ +３,３３７ +２,996 +２８２ +５9 +８８,３８6 +１,５09 +７４ +60 +0.８３ +0.１２ +１.２0 １４１ 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 6２ 
6３ 0８７２２５２４４6 +３,３３6 +２,７３9 +３４１ +２５6 +１２１,４８２ +１,１５７ +７７ +５１ +0.７７ +0.60 +１.0２ １09 2�コイワイ�トロ�レネゲイド�カーシヤ�ET 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 6３ 
6４ １５１３6１４５７9 +３,３２７ +３,１４５ +８9 +9３ +9３,５6２ +８８４ +9７ +５５ +0.0５ -0.１７ +0.6５ １１9 ノースアウト�エンデバー�モリツサ�ET 紋別市 北出　智幸 6４ 
6５ １５７８７0５８6１ +３,３２５ +３,0７３ +１８0 +７２ +１0２,２１6 +96１ +99 +５２ +１.１１ +0.２３ +１.0７ １３9 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 6５ 
66 １４７0２１７00４ +３,３１9 +３,１５３ +１４１ +２５ +１１２,７８３ +１,５３３ +１00 +５４ +0.9５ +0.１１ +0.9７ １４８ ハツピークロス�デイクラン�ET 帯広市 辻　正和 66 
6７ １４２9８１８6３４ +３,３１３ +３,0８9 +１6５ +５9 +9２,８５9 +１,0８８ +７6 +6２ +0.４0 +0.１７ +0.6７ １３6 JC�スター�スラムダンク�バンビ 枝幸町 株式会社　J・C 6７ 
6８ １6２８７３３２７１ +３,３１２ +２,9１9 +３４１ +５２ +８２,４06 +１,69１ +66 +6１ +１.３３ +0.69 +１.３0 １４４ サクランド�モネ�ウオーカー 士幌町 山岸　均 6８ 
69 １４0７9７66１５ +３,３１１ +３,0７9 +８9 +１４３ +１４４,８５6 +５８１ +9７ +５３ +0.３0 +0.１８ +0.４9 １３１ WHG�フレク�ニユージー�トライミー�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 69 
７0 １４５１0１9３４４ +３,３0４ +３,４７２ -７6 -9２ +７9,9２４ +１,１４9 +１0４ +6２ +0.１８ -0.２５ +0.４４ １５８ ブルージエイ�デクラン�1 中札内村 宮部　正邦 ７0 
７0 １５８３５１２9３５ +３,３0４ +３,１５５ +１１２ +３７ +１２0,４３８ +１,４90 +７6 +6４ +0.３0 -0.0２ +0.４８ １３9 プラムオーチヤード�デリ�フクキチ 日高町 梅村　義郎 ７0 
７２ １60５８0５３２８ +３,２9７ +２,9２0 +２３３ +１４４ +８３,6８７ +１,06７ +５４ +66 +0.７9 +0.１７ +0.9５ １３１ デイベロツプ�マスターカード�リデイア�0532 美瑛町 株式会社　稲川牧場 ７２ 
７３ １４７0８１７４３３ +３,２9５ +２,9５８ +３７２ -３５ +9７,6７0 +５７７ +9３ +５１ +0.9８ +0.４6 +１.３0 １４２ ホープランド�ベツツイー�SE�ビゲロ 枝幸町 小椋　孝則 ７３ 
７４ １４9２0１５１90 +３,２9４ +３,0４6 +２１２ +３6 +6５,７１6 +２５３ +9７ +５２ +１.２9 +0.３５ +0.9８ １３6 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 ７４ 
７５ １３８00２８１6５ +３,２90 +２,96１ +１06 +２２３ +１0４,２４9 +6７８ +9８ +４9 +0.２0 -0.４6 +0.５１ １１５ ケネカランド�ピーク�ザズル�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド ７５ 
７6 １５３6996７８２ +３,２８８ +３,09７ +２２9 -３８ +9１,0１１ +１,４４５ +７9 +6１ +１.0１ -0.１３ +１.４１ １５４ 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 ７6 
７７ １6２0８00３５３ +３,２７５ +３,２８５ +８6 -96 +１09,１４１ +１,３４6 +１00 +５８ +0.３８ -0.0２ +0.８２ １５１ 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 ７７ 
７８ １6４４0096１9 +３,２７３ +２,9５0 +１１6 +２0７ +１１４,８５７ +１,３３9 +6１ +6４ +0.３５ +0.３9 +0.１6 １３１ グリーンスター�Mカード�バトラー 標津町 郷野　由継 ７８ 
７9 １４0７9２0５７１ +３,２6８ +２,８８２ +２２0 +１66 +１１9,３５１ +6２0 +８５ +５２ +0.6１ +0.09 +0.８9 １２１ ML�エンデバー�サラ�ET 紋別市 株式会社　中島牧場 ７9 
８0 １３9３6２８１５４ +３,２60 +２,6４５ +５４１ +７４ +１0１,４２0 +７99 +８７ +４４ +１.５２ +0.８9 +１.6８ １４５ 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 ８0 
８１ １４0７9７７２８５ +３,２４８ +２,9３５ +２３８ +７５ +１00,２３9 +99１ +７２ +５9 +0.５6 +0.５１ +１.0５ １２５ WHG�デリア�ニユージー�トライミー�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター ８１ 
８２ １５３２３２３８96 +３,２４0 +３,0１３ +３３３ -１06 +７４,５５４ +１,１9４ +6８ +6３ +１.00 +0.８８ +0.８6 １５４ ローヤル�スピンドル�リユー 湧別町 竹内　洋文 ８２ 
８３ １５09５２0５２５ +３,２３７ +３,0７８ +２３１ -７２ +７１,0８５ +99２ +８0 +60 +0.90 +0.４9 +１.0３ １３８ イナパート�セニヨリータ�ビゲロ�ET 富良野市 奥　祐樹 ８３ 
８４ １60５５１06７３ +３,２３１ +２,9５１ +9８ +１８２ +１１８,１４9 +90８ +７８ +５７ +0.１１ -0.４9 +0.５７ １２７ ミツドフイールド�CCM�オムサー�ET 江別市 中田　孝貴 ８４ 
８５ １6３0４７6７８４ +３,２２9 +２,9８１ +１７７ +７１ +96,90２ +１,７１５ +８５ +５５ +0.４８ -0.0３ +0.８８ １２４ ホワイトローズ�ウエルカム�モネ�ET 鳥取県 陰山　光彦 ８５ 
８6 １４３0４２３３７７ +３,２２８ +３,0５9 +１6２ +７ +１0３,１１７ +４８２ +１１0 +４７ +0.７9 -0.0４ +１.06 １４１ KALM�ジヤマルコ�スノードロツプ�ET 江別市 株式会社　Kalm角山 ８6 
８７ １５７２８７５３２４ +３,２２７ +２,８１７ +３69 +４１ +５３,７6８ +１,69３ +７３ +５５ +１.２５ +0.４0 +１.５9 １２6 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 ８７ 
８８ １５690１２７７0 +３,２２6 +２,9２７ +１9７ +１0２ +9３,２6５ +99４ +69 +60 +0.５８ +0.２6 +0.７２ １３２ レデイスマナー�MC�ミルキー�ET 湧別町 越智　淳一 ８８ 
８9 １５２１9１6５0４ +３,２２４ +２,８9４ +１４３ +１８７ +9８,9４３ +１,２0５ +69 +５9 +0.５７ -0.４４ +１.0１ １３２ テイーユー�レデイスマナー�ジントニツク�ET 美瑛町 上田　雅樹 ８9 
90 0８690１３８４５ +３,２２３ +３,１60 +３３ +３0 +6８,２0４ +１,４３５ +８6 +60 +0.6７ -0.0１ +0.４３ １４４ 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 90 
9１ １４３５４0１9７４ +３,２１9 +３,２0２ -３0 +４７ +１３３,9３0 +８9１ +１06 +５３ -0.１７ -0.09 +0.２１ １３８ KON�スシー�デクラン 枝幸町 今　賢二 9１ 
9２ １３9７6２9８9８ +３,２１４ +２,５6３ +５５6 +9５ +9８,１５７ +８１４ +８１ +４４ +１.４８ +0.７８ +２.00 １３５ 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 9２ 
9３ １6４５８３４２0３ +３,２１３ +２,99７ +２７6 -60 +96,１４２ +７５0 +9１ +５３ +0.７５ +0.１５ +0.9８ １４５ サクランド�ビゲロ�ブテイツク�ローラ 士幌町 山岸　均 9３ 
9４ 0８690１３７４6 +３,２１１ +３,0４0 +２0４ -３３ +１0８,１３0 +１,３４１ +７0 +6３ +0.３８ -0.06 +１.２0 １５0 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 9４ 
9４ １6２５909５４9 +３,２１１ +３,0１８ +9２ +１0１ +１0８,09４ +9７２ +１0７ +４７ +0.５２ -0.0１ +0.７５ １３５ LC�エンデバー�セリカ�ET 佐呂間町 藤沢　公彦 9４ 
9４ １４８５１１７１9１ +３,２１１ +２,７４５ +３6５ +１0１ +１0２,6１9 +9３6 +７５ +５２ +0.８３ +0.２７ +１.１５ １３３ MS�トリプル�パイン�モントーヤ�ピゲロ�ET 鶴居村 松下　雅幸 9４ 
9７ １３８00２８１４１ +３,２１0 +２,８４７ +１6４ +１99 +１５３,３８７ -２４１ +１09 +４１ +0.２9 -0.１6 +0.７４ １１9 ケネカランド�エリート�ザズル�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド 9７ 
9８ １４７３１１７２３３ +３,２09 +２,８96 +２５9 +５４ +１09,069 +6５３ +８6 +５２ +0.69 +0.１２ +0.9１ １４0 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 9８ 
99 １４606１７69２ +３,２06 +２,69７ +３８３ +１２6 +１09,0１9 +４３２ +８6 +４6 +0.８２ +0.２８ +１.５0 １３１ 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 99 
１00 0８69８４５90３ +３,２0５ +３,0３9 +１6８ -２ +８８,90２ +５66 +８２ +５８ +0.３１ -0.0２ +0.9５ １３７ 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 １00 
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未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

５１ １５9７８２４８４0 +３,３５４ +３,３５４ +５５ -５５ +８３,７96 +１,３２6 +１0５ +５８ +0.9７ -0.１２ +１.0７ １５２ 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 ５１ 
５２ １6４３１２60７２ +３,３５２ +２,７99 +４１１ +１４２ +１１１,７0４ +４１３ +9１ +４７ +0.9１ +0.6１ +１.５４ １２２ ブルームーン�モデル�リズ�ビゲロ 中標津町 永利　嘉成 ５２ 
５３ １6１99３２８0５ +３,３４9 +２,８４７ +４５6 +４6 +１0５,２0３ +１,0２５ +８0 +５３ +１.５８ +0.6４ +１.７３ １３４ 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 ５３ 
５４ １４５00１6８２５ +３,３４８ +３,１9２ +１96 -４0 +6５,9１５ +５90 +9８ +５6 +0.３１ -0.0８ +0.８0 １５0 YKT�アレクスリン�ハイジ�ET 帯広市 杉浦　友樹 ５４ 
５４ １6１８３２５８２0 +３,３４８ +２,966 +３9５ -１３ +１0５,７6５ +１,５00 +6７ +6２ +１.２6 +0.７２ +１.３１ １４9 ブルームーン�プリンセス�マルコ�ET 中標津町 永利　嘉成 ５４ 
５6 １6２0８00４0７ +３,３４6 +３,４06 +２３6 -２96 +５9,２８9 +１,４06 +１0４ +60 +0.6８ +0.３6 +１.06 １6２ 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 ５6 
５７ １606２３７１７３ +３,３４１ +３,0８５ +２３２ +２４ +9４,6１４ +４06 +１２４ +４２ +１.0４ +0.３0 +１.0７ １５１ 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 ５７ 
５７ １60５８0５５３３ +３,３４１ +２,７２１ +３５５ +２6５ +１５５,6７７ +５60 +9５ +４３ +0.9２ +0.２３ +１.6２ １0１ デイベロツプ�ザズル�マンドリン�0553�ET 美瑛町 稲川　利昭 ５７ 
５9 １6３6８２6４４6 +３,３４0 +３,１７6 +１6７ -３ +８9,３6８ +８７6 +9２ +５８ +0.５0 +0.２9 +0.８２ １４２ ロツクウ�エンデバー�ボンソワ 北見市 有限会社　上野牧場 ５9 
60 １３9７6３0３４４ +３,３３9 +３,00５ +１9１ +１４３ +８５,８6４ +１,２9８ +6５ +6４ +0.８４ -0.２１ +１.１７ １３6 BRF�マスターカード�クリーミー�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム 60 
6１ １60５５１06３５ +３,３３８ +３,06８ +２0２ +6８ +１１８,４２6 +７6４ +１0１ +５１ +0.6３ -0.0８ +１.0４ １４0 ミツドフイールド�CCM�ポリツツ�ET 江別市 中田　孝貴 6１ 
6２ 0８69４５１0７４ +３,３３７ +２,996 +２８２ +５9 +８８,３８6 +１,５09 +７４ +60 +0.８３ +0.１２ +１.２0 １４１ 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 6２ 
6３ 0８７２２５２４４6 +３,３３6 +２,７３9 +３４１ +２５6 +１２１,４８２ +１,１５７ +７７ +５１ +0.７７ +0.60 +１.0２ １09 2�コイワイ�トロ�レネゲイド�カーシヤ�ET 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 6３ 
6４ １５１３6１４５７9 +３,３２７ +３,１４５ +８9 +9３ +9３,５6２ +８８４ +9７ +５５ +0.0５ -0.１７ +0.6５ １１9 ノースアウト�エンデバー�モリツサ�ET 紋別市 北出　智幸 6４ 
6５ １５７８７0５８6１ +３,３２５ +３,0７３ +１８0 +７２ +１0２,２１6 +96１ +99 +５２ +１.１１ +0.２３ +１.0７ １３9 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 6５ 
66 １４７0２１７00４ +３,３１9 +３,１５３ +１４１ +２５ +１１２,７８３ +１,５３３ +１00 +５４ +0.9５ +0.１１ +0.9７ １４８ ハツピークロス�デイクラン�ET 帯広市 辻　正和 66 
6７ １４２9８１８6３４ +３,３１３ +３,0８9 +１6５ +５9 +9２,８５9 +１,0８８ +７6 +6２ +0.４0 +0.１７ +0.6７ １３6 JC�スター�スラムダンク�バンビ 枝幸町 株式会社　J・C 6７ 
6８ １6２８７３３２７１ +３,３１２ +２,9１9 +３４１ +５２ +８２,４06 +１,69１ +66 +6１ +１.３３ +0.69 +１.３0 １４４ サクランド�モネ�ウオーカー 士幌町 山岸　均 6８ 
69 １４0７9７66１５ +３,３１１ +３,0７9 +８9 +１４３ +１４４,８５6 +５８１ +9７ +５３ +0.３0 +0.１８ +0.４9 １３１ WHG�フレク�ニユージー�トライミー�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター 69 
７0 １４５１0１9３４４ +３,３0４ +３,４７２ -７6 -9２ +７9,9２４ +１,１４9 +１0４ +6２ +0.１８ -0.２５ +0.４４ １５８ ブルージエイ�デクラン�1 中札内村 宮部　正邦 ７0 
７0 １５８３５１２9３５ +３,３0４ +３,１５５ +１１２ +３７ +１２0,４３８ +１,４90 +７6 +6４ +0.３0 -0.0２ +0.４８ １３9 プラムオーチヤード�デリ�フクキチ 日高町 梅村　義郎 ７0 
７２ １60５８0５３２８ +３,２9７ +２,9２0 +２３３ +１４４ +８３,6８７ +１,06７ +５４ +66 +0.７9 +0.１７ +0.9５ １３１ デイベロツプ�マスターカード�リデイア�0532 美瑛町 株式会社　稲川牧場 ７２ 
７３ １４７0８１７４３３ +３,２9５ +２,9５８ +３７２ -３５ +9７,6７0 +５７７ +9３ +５１ +0.9８ +0.４6 +１.３0 １４２ ホープランド�ベツツイー�SE�ビゲロ 枝幸町 小椋　孝則 ７３ 
７４ １４9２0１５１90 +３,２9４ +３,0４6 +２１２ +３6 +6５,７１6 +２５３ +9７ +５２ +１.２9 +0.３５ +0.9８ １３6 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 ７４ 
７５ １３８00２８１6５ +３,２90 +２,96１ +１06 +２２３ +１0４,２４9 +6７８ +9８ +４9 +0.２0 -0.４6 +0.５１ １１５ ケネカランド�ピーク�ザズル�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド ７５ 
７6 １５３6996７８２ +３,２８８ +３,09７ +２２9 -３８ +9１,0１１ +１,４４５ +７9 +6１ +１.0１ -0.１３ +１.４１ １５４ 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 ７6 
７７ １6２0８00３５３ +３,２７５ +３,２８５ +８6 -96 +１09,１４１ +１,３４6 +１00 +５８ +0.３８ -0.0２ +0.８２ １５１ 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 ７７ 
７８ １6４４0096１9 +３,２７３ +２,9５0 +１１6 +２0７ +１１４,８５７ +１,３３9 +6１ +6４ +0.３５ +0.３9 +0.１6 １３１ グリーンスター�Mカード�バトラー 標津町 郷野　由継 ７８ 
７9 １４0７9２0５７１ +３,２6８ +２,８８２ +２２0 +１66 +１１9,３５１ +6２0 +８５ +５２ +0.6１ +0.09 +0.８9 １２１ ML�エンデバー�サラ�ET 紋別市 株式会社　中島牧場 ７9 
８0 １３9３6２８１５４ +３,２60 +２,6４５ +５４１ +７４ +１0１,４２0 +７99 +８７ +４４ +１.５２ +0.８9 +１.6８ １４５ 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 ８0 
８１ １４0７9７７２８５ +３,２４８ +２,9３５ +２３８ +７５ +１00,２３9 +99１ +７２ +５9 +0.５6 +0.５１ +１.0５ １２５ WHG�デリア�ニユージー�トライミー�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター ８１ 
８２ １５３２３２３８96 +３,２４0 +３,0１３ +３３３ -１06 +７４,５５４ +１,１9４ +6８ +6３ +１.00 +0.８８ +0.８6 １５４ ローヤル�スピンドル�リユー 湧別町 竹内　洋文 ８２ 
８３ １５09５２0５２５ +３,２３７ +３,0７８ +２３１ -７２ +７１,0８５ +99２ +８0 +60 +0.90 +0.４9 +１.0３ １３８ イナパート�セニヨリータ�ビゲロ�ET 富良野市 奥　祐樹 ８３ 
８４ １60５５１06７３ +３,２３１ +２,9５１ +9８ +１８２ +１１８,１４9 +90８ +７８ +５７ +0.１１ -0.４9 +0.５７ １２７ ミツドフイールド�CCM�オムサー�ET 江別市 中田　孝貴 ８４ 
８５ １6３0４７6７８４ +３,２２9 +２,9８１ +１７７ +７１ +96,90２ +１,７１５ +８５ +５５ +0.４８ -0.0３ +0.８８ １２４ ホワイトローズ�ウエルカム�モネ�ET 鳥取県 陰山　光彦 ８５ 
８6 １４３0４２３３７７ +３,２２８ +３,0５9 +１6２ +７ +１0３,１１７ +４８２ +１１0 +４７ +0.７9 -0.0４ +１.06 １４１ KALM�ジヤマルコ�スノードロツプ�ET 江別市 株式会社　Kalm角山 ８6 
８７ １５７２８７５３２４ +３,２２７ +２,８１７ +３69 +４１ +５３,７6８ +１,69３ +７３ +５５ +１.２５ +0.４0 +１.５9 １２6 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 ８７ 
８８ １５690１２７７0 +３,２２6 +２,9２７ +１9７ +１0２ +9３,２6５ +99４ +69 +60 +0.５８ +0.２6 +0.７２ １３２ レデイスマナー�MC�ミルキー�ET 湧別町 越智　淳一 ８８ 
８9 １５２１9１6５0４ +３,２２４ +２,８9４ +１４３ +１８７ +9８,9４３ +１,２0５ +69 +５9 +0.５７ -0.４４ +１.0１ １３２ テイーユー�レデイスマナー�ジントニツク�ET 美瑛町 上田　雅樹 ８9 
90 0８690１３８４５ +３,２２３ +３,１60 +３３ +３0 +6８,２0４ +１,４３５ +８6 +60 +0.6７ -0.0１ +0.４３ １４４ 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 90 
9１ １４３５４0１9７４ +３,２１9 +３,２0２ -３0 +４７ +１３３,9３0 +８9１ +１06 +５３ -0.１７ -0.09 +0.２１ １３８ KON�スシー�デクラン 枝幸町 今　賢二 9１ 
9２ １３9７6２9８9８ +３,２１４ +２,５6３ +５５6 +9５ +9８,１５７ +８１４ +８１ +４４ +１.４８ +0.７８ +２.00 １３５ 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 9２ 
9３ １6４５８３４２0３ +３,２１３ +２,99７ +２７6 -60 +96,１４２ +７５0 +9１ +５３ +0.７５ +0.１５ +0.9８ １４５ サクランド�ビゲロ�ブテイツク�ローラ 士幌町 山岸　均 9３ 
9４ 0８690１３７４6 +３,２１１ +３,0４0 +２0４ -３３ +１0８,１３0 +１,３４１ +７0 +6３ +0.３８ -0.06 +１.２0 １５0 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 9４ 
9４ １6２５909５４9 +３,２１１ +３,0１８ +9２ +１0１ +１0８,09４ +9７２ +１0７ +４７ +0.５２ -0.0１ +0.７５ １３５ LC�エンデバー�セリカ�ET 佐呂間町 藤沢　公彦 9４ 
9４ １４８５１１７１9１ +３,２１１ +２,７４５ +３6５ +１0１ +１0２,6１9 +9３6 +７５ +５２ +0.８３ +0.２７ +１.１５ １３３ MS�トリプル�パイン�モントーヤ�ピゲロ�ET 鶴居村 松下　雅幸 9４ 
9７ １３８00２８１４１ +３,２１0 +２,８４７ +１6４ +１99 +１５３,３８７ -２４１ +１09 +４１ +0.２9 -0.１6 +0.７４ １１9 ケネカランド�エリート�ザズル�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド 9７ 
9８ １４７３１１７２３３ +３,２09 +２,８96 +２５9 +５４ +１09,069 +6５３ +８6 +５２ +0.69 +0.１２ +0.9１ １４0 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 9８ 
99 １４606１７69２ +３,２06 +２,69７ +３８３ +１２6 +１09,0１9 +４３２ +８6 +４6 +0.８２ +0.２８ +１.５0 １３１ 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 99 
１00 0８69８４５90３ +３,２0５ +３,0３9 +１6８ -２ +８８,90２ +５66 +８２ +５８ +0.３１ -0.0２ +0.9５ １３７ 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 １00 
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未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

１0１ １４9８４１6１３７ +３,１99 +２,6５２ +３４４ +２0３ +１２５,８１0 +１,0３８ +７３ +５0 +0.８6 +0.１７ +１.３７ １２0 プラスフジ�トロツケン�メイシー�ET 帯広市 加藤　道博 １0１ 
１0２ １6１9８５４７３２ +３,１9５ +２,9５５ +１9４ +４6 +７５,７99 +１,５８0 +７１ +60 +0.５４ +0.５４ +0.３８ １２１ ブラツクパイン�アルフアベツト�MD�アリエル�ET 群馬県 群馬県畜産試験場 １0２ 
１0３ １５３８４１３４09 +３,１9３ +３,２８４ -6５ -２6 +6７,３２５ +１,9５４ +８３ +6５ +0.１１ -0.３6 +0.60 １３７ パツシヨンランド�ES�デクラン�ジヤズ�ET 遠軽町 情野牧場 １0３ 
１0４ 0８７１２３８9７７ +３,１８８ +２,５４１ +３１７ +３３0 +１60,３２４ +５８５ +７７ +４５ +0.３８ +0.３４ +0.99 9７ SEAーLAKE�ザズル�ジヤパン�1�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １0４ 
１0５ １6４１１８6３５１ +３,１８４ +２,８0２ +２0２ +１８0 +１１８,７４４ +２８6 +８４ +５0 +0.6７ -0.２５ +１.１８ １１７ ウイル�ザズル�グツチ�1�ET 鳥取県 西山　友之 １0５ 
１06 １6２0８006５0 +３,１８３ +２,9４７ +２５４ -１８ +８9,２８７ +５9４ +9７ +４9 +0.9５ +0.３6 +１.0１ １４５ 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 １06 
１06 0８７１２３８9４6 +３,１８３ +２,８８6 +２３５ +6２ +１0５,７9２ +１,３09 +66 +60 +0.6８ -0.0４ +１.１0 １３9 SEAーLAKE�JOC�マスターカード�クローラ�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １06 
１0８ １４８１８２２２３５ +３,１７9 +２,6３6 +２３6 +３0７ +１３２,0８５ +８6１ +6７ +５２ +0.60 -0.２１ +１.06 １１５ フラーリツシユ�マスター�コスモ�ET 中標津町 福嶋　寿顕 １0８ 
１09 １５960１１８69 +３,１７８ +２,9５８ +２69 -４9 +７５,２３５ +6２３ +9３ +５１ +１.１７ +0.３５ +１.１２ １４２ ジユールボツクス�ジヤマルコ�イフ 湧別町 菅井　慎也 １09 
１１0 １6３８90５２9３ +３,１７７ +２,８２７ +２9５ +５５ +８6,４6５ +960 +８１ +５２ +0.７５ +0.４８ +１.１１ １４５ ALICE�キヤロライン�キヤモン�ビゲロ�ギイ�ET 岡山県 有安　力 １１0 
１１0 １6４４009７５6 +３,１７７ +２,７８6 +２9１ +１00 +１４２,８３２ +9１３ +７８ +５２ +0.８８ +0.５6 +１.0４ １３１ グリーンスター�エンデ�バトラー�ET 標津町 郷野　由継 １１0 
１１0 １４３７9２0８５５ +３,１７７ +２,７４２ +４２３ +１２ +9４,１８７ +１,２6５ +８２ +４9 +１.４6 +0.6２ +１.6７ １５１ ピユアソウル�マナ�ミリ�ET 猿払村 丹治　智寛 １１0 
１１３ １４５１８５２606 +３,１７6 +２,７２７ +４１５ +３４ +9７,１66 +２96 +9３ +４４ +0.７８ +0.１７ +１.７0 １３３ ウエダフアーム�ペル�ラダー�ET 湧別町 株式会社　ウエダファーム １１３ 
１１４ １５８３５１２８0５ +３,１７５ +２,７２２ +３３１ +１２２ +１00,２５9 +１,0４３ +８３ +４８ +0.9４ +0.１８ +１.３２ １２７ プラムオーチヤード�DS�グレープ 日高町 梅村　義郎 １１４ 
１１５ １6２6２１４9８７ +３,１７３ +２,７４７ +３４9 +７７ +１１0,４6５ +9１８ +８0 +５0 +0.6７ -0.0４ +１.５５ １３9 エクセルシア�マスターカード�グロリア 中標津町 久保　剛 １１５ 
１１6 １４５２0１８５２0 +３,１７２ +３,１１８ +５７ -３ +５0,５0１ +１,４２0 +66 +6７ +0.9７ +0.３３ +0.60 １５0 シヤインスター�ジヤマルコ�エナジー�ET 浜中町 田村　智弘 １１6 
１１6 １４３７9２0８２４ +３,１７２ +３,0２４ +７３ +７５ +１06,７２８ +１,２７８ +9３ +５３ +0.6５ -0.１0 +0.9１ １３6 ピユアソウル�ミナモ�ミリ�ET 猿払村 丹治　智寛 １１6 
１１８ １５５８７１４0５0 +３,１69 +２,9８３ +４２ +１４４ +9７,３５9 +１,５３0 +6１ +6５ +0.１４ -0.１７ +0.３9 １３７ 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 １１８ 
１１８ １6４１８09２１２ +３,１69 +２,9４３ +２４５ -１9 +90,５４9 +１,１７７ +７５ +５８ +0.9１ -0.１２ +１.５１ １４３ ボーマツズ�ラダー�ヨーダ�ET 音更町 飯尾　誠 １１８ 
１１８ １３9７6３0４４３ +３,１69 +２,７１５ +３6２ +9２ +9２,８２４ +１,２５８ +6８ +５４ +0.８７ +0.４１ +１.２７ １２７ BRF�ラダー�カルパツチヨ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム １１８ 
１２１ １6５9４0８96４ +３,１6８ +３,0４6 +１１9 +３ +８７,0８１ +１,２５6 +9７ +５２ +0.８１ +0.１４ +0.9８ １２８ LH�ジエシカ�フラズルド�9�ツイツチ�2�ET 浦幌町 有限会社　ランドハート １２１ 
１２１ １３８８４２８２７１ +３,１6８ +２,８５１ +２２３ +9４ +１0４,１6１ +２８6 +90 +４9 +0.８４ +0.１８ +１.0３ １４0 K.S�ラダー�リツク�ホツトライン�ET 標茶町 鈴木　重充 １２１ 
１２３ １３9３6２８9５6 +３,１6２ +２,99２ +１9３ -２３ +１06,７３0 +１,４４6 +８１ +５７ +0.60 +0.２１ +0.9５ １５9 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 １２３ 
１２４ １５７２８７３５0４ +３,１60 +２,6４４ +３３８ +１７８ +７３,７0８ +90４ +７0 +５１ +0.７８ +0.３0 +１.２５ １２0 RE�ローリー�イメージン�アール�ハーパー 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １２４ 
１２５ １５３69969８0 +３,１５８ +３,0１５ +７３ +７0 +１１9,５06 +１,１96 +７３ +6１ +0.１0 +0.１１ +0.２１ １４７ 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 １２５ 
１２５ １60５８0４７５８ +３,１５８ +２,9７４ +５５ +１２9 +99,２２0 +１,１6２ +７0 +6１ +0.6８ -0.１５ +0.７0 １２9 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 １２５ 
１２５ １３6066２6７9 +３,１５８ +２,７４７ +２３５ +１７6 +１0５,00１ +８0 +８0 +５0 +0.５４ +0.0８ +0.８２ １２５ 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 １２５ 
１２８ １４9８５１５４８9 +３,１５７ +３,0４１ +１３３ -１７ +69,6４３ +１,２５0 +８７ +５6 +0.８４ +0.0４ +0.８５ １４８ メルテイリツジ�ジヤマルコ�ベラ 中標津町 本田　正志 １２８ 
１２9 １３４6７0２５８0 +３,１５２ +２,８７４ +１５５ +１２３ +１２２,８５１ +１,２４３ +８２ +５３ +0.４１ -0.09 +0.８１ １２２ SUGAーLA�ヒーリクス�ザズル�トリツシユ 枝幸町 菅原　一人 １２9 
１３0 0８７２0４0１７３ +３,１４４ +３,000 +７８ +66 +１09,７４５ +9７6 +８４ +５6 +0.５８ +0.0４ +0.７２ １４４ SEAーLAKE�ジヤマルコ�ラウール 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １３0 
１３１ １５9４２9５96４ +３,１３８ +２,9２6 +１５１ +6１ +１２0,３9１ +１,３0７ +８１ +５５ +0.２７ +0.５２ +0.３７ １３８ コバリ�RUBI�メリダ�オレオ�クツキー 栃木県 小針　勤 １３１ 
１３２ １５00３１５90８ +３,１３6 +２,90５ +１５6 +７５ +9７,５５３ +７３３ +７７ +５6 +0.３0 -0.0４ +0.69 １３１ テイーユー�EXC�ジエイシー�ET 美瑛町 上田　雅樹 １３２ 
１３２ １４５３５１７66４ +３,１３6 +２,８７５ +２４８ +１３ +７9,４８５ +１,0３9 +99 +４6 +0.66 +0.４４ +0.７１ １５５ オムラ�チビマルコ 枝幸町 小椋　義則 １３２ 
１３４ １４７0８１７１５0 +３,１３５ +２,８0８ +３３３ -6 +１0４,７69 +１,00３ +８２ +５１ +１.１0 +0.３9 +１.6１ １４6 HL�フオークロー�ジヤマルコ�ET 枝幸町 小椋　孝則 １３４ 
１３５ 0８７１２３８７３１ +３,１３３ +２,9７３ -５ +１6５ +１0４,１9１ +１,３２２ +８２ +５6 -0.0２ -0.09 +0.１２ １２6 SEAーLAKE�ザズル�ジヤパン�3�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １３５ 
１３6 １60５８0５４１0 +３,１３２ +３,0２４ -２9 +１３７ +７0,１２８ +１,３３２ +6４ +6５ +0.１４ -0.１５ +0.１6 １２８ デイベロツプ�マスターカード�ボヤンカ�0541 美瑛町 株式会社　稲川牧場 １３6 
１３７ １５５７５１09２9 +３,１３１ +２,99２ +１４１ -２ +99,9７２ +７0３ +８１ +５７ +0.５４ +0.09 +0.８0 １３７ 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 １３７ 
１３８ １４0１７２７３0５ +３,１２７ +２,７５４ +２３6 +１３７ +99,７99 +9７１ +9５ +４４ +0.７9 +0.２6 +0.８１ １１9 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 １３８ 
１３9 １6４6７２８３96 +３,１２３ +２,9８6 +１８４ -４７ +８７,４２７ +9５７ +9５ +５１ +0.96 +0.0５ +0.99 １３４ ケネカランド�ソリユーシヨン�ヘンリー�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド １３9 
１３9 １５３２３２３７9７ +３,１２３ +２,８４４ +２１３ +66 +9５,７6８ +１,４５５ +７５ +５５ +0.69 +0.0３ +0.７３ １４１ シツク�LJ�マリウス�シヤンペン�ET 湧別町 竹内　洋文 １３9 
１４１ １４５７6２0５6８ +３,１２２ +２,9８6 +１３７ -１ +１0７,７9７ +８７9 +9５ +５１ +0.３6 -0.１８ +0.７9 １３6 ピユアソウル�ラダー�オブ�マユ�ET 猿払村 丹治　智寛 １４１ 
１４２ １４３７9２0７１８ +３,１２１ +２,８9７ +２１9 +５ +90,３6７ +１,00７ +７４ +５７ +0.60 -0.09 +１.１9 １３9 ピユアソウル�ライズ�オブ�マユ�ET 猿払村 丹治　智寛 １４２ 
１４３ 0８７１２３８８２３ +３,１２0 +２,6３0 +３9１ +99 +１0３,８８５ +１,0７0 +69 +５１ +１.06 +0.４３ +１.４４ １３２ SEAーLAKE�JOC�ビゲロ�クロレル�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １４３ 
１４４ 0８７１２３6669 +３,１１9 +２,9１７ +１７４ +２８ +１４0,２0１ +７06 +90 +５１ +0.66 -0.２0 +１.１８ １３８ SEAーLAKE�JOC�エンデバー�クレープ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １４４ 
１４４ 0８７２0４１２８6 +３,１１9 +２,８７４ +２３0 +１５ +７6,８90 +１,２6１ +８２ +５３ +0.７５ -0.３３ +１.１７ １４７ SEAーLAKE�DRC�マスターカード�ジヤン 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １４４ 
１４6 １３８８８４３４７0 +３,１１6 +２,6４８ +４１２ +５6 +１06,１0８ +6８３ +８0 +４７ +0.５８ +0.５５ +１.２9 １３７ キース�キヤプテン�RD�AB101�ET 福岡県 藤野　和有基 １４6 
１４７ １５４0４１４２５８ +３,１１５ +３,0２５ +４４ +４6 +８１,009 +１,３１５ +８１ +５８ +0.５３ -0.１２ +0.７１ １３７ イーグルヒル�ピヴオタル�パオ�ET 浜中町 高岡　翔 １４７ 
１４７ １6３6８３３５２9 +３,１１５ +２,５6５ +２0８ +３４２ +１５５,８66 +6３6 +８6 +４２ +0.３７ +0.0４ +0.96 １0４ アミスターT�エア�クロネム�ET 中標津町 有限会社　工藤牧場 １４７ 
１４9 １５５9２１８00７ +３,１１４ +２,9１８ +２３８ -４２ +69,４８７ +96８ +７８ +５6 +0.８７ +0.３７ +0.８７ １４１ ITE�エンデバー�デイーノ�モフ�ET 帯広市 伊藤　善之 １４9 
１４9 １５３８6１７6２３ +３,１１４ +２,７５５ +３１４ +４５ +１0５,８８４ +１,１７２ +８３ +４9 +0.７9 +0.４８ +0.99 １３５ ラヴリツチ�DB�マイボス 広尾町 斉藤　美富 １４9 
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未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

１0１ １４9８４１6１３７ +３,１99 +２,6５２ +３４４ +２0３ +１２５,８１0 +１,0３８ +７３ +５0 +0.８6 +0.１７ +１.３７ １２0 プラスフジ�トロツケン�メイシー�ET 帯広市 加藤　道博 １0１ 
１0２ １6１9８５４７３２ +３,１9５ +２,9５５ +１9４ +４6 +７５,７99 +１,５８0 +７１ +60 +0.５４ +0.５４ +0.３８ １２１ ブラツクパイン�アルフアベツト�MD�アリエル�ET 群馬県 群馬県畜産試験場 １0２ 
１0３ １５３８４１３４09 +３,１9３ +３,２８４ -6５ -２6 +6７,３２５ +１,9５４ +８３ +6５ +0.１１ -0.３6 +0.60 １３７ パツシヨンランド�ES�デクラン�ジヤズ�ET 遠軽町 情野牧場 １0３ 
１0４ 0８７１２３８9７７ +３,１８８ +２,５４１ +３１７ +３３0 +１60,３２４ +５８５ +７７ +４５ +0.３８ +0.３４ +0.99 9７ SEAーLAKE�ザズル�ジヤパン�1�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １0４ 
１0５ １6４１１８6３５１ +３,１８４ +２,８0２ +２0２ +１８0 +１１８,７４４ +２８6 +８４ +５0 +0.6７ -0.２５ +１.１８ １１７ ウイル�ザズル�グツチ�1�ET 鳥取県 西山　友之 １0５ 
１06 １6２0８006５0 +３,１８３ +２,9４７ +２５４ -１８ +８9,２８７ +５9４ +9７ +４9 +0.9５ +0.３6 +１.0１ １４５ 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 １06 
１06 0８７１２３８9４6 +３,１８３ +２,８８6 +２３５ +6２ +１0５,７9２ +１,３09 +66 +60 +0.6８ -0.0４ +１.１0 １３9 SEAーLAKE�JOC�マスターカード�クローラ�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １06 
１0８ １４８１８２２２３５ +３,１７9 +２,6３6 +２３6 +３0７ +１３２,0８５ +８6１ +6７ +５２ +0.60 -0.２１ +１.06 １１５ フラーリツシユ�マスター�コスモ�ET 中標津町 福嶋　寿顕 １0８ 
１09 １５960１１８69 +３,１７８ +２,9５８ +２69 -４9 +７５,２３５ +6２３ +9３ +５１ +１.１７ +0.３５ +１.１２ １４２ ジユールボツクス�ジヤマルコ�イフ 湧別町 菅井　慎也 １09 
１１0 １6３８90５２9３ +３,１７７ +２,８２７ +２9５ +５５ +８6,４6５ +960 +８１ +５２ +0.７５ +0.４８ +１.１１ １４５ ALICE�キヤロライン�キヤモン�ビゲロ�ギイ�ET 岡山県 有安　力 １１0 
１１0 １6４４009７５6 +３,１７７ +２,７８6 +２9１ +１00 +１４２,８３２ +9１３ +７８ +５２ +0.８８ +0.５6 +１.0４ １３１ グリーンスター�エンデ�バトラー�ET 標津町 郷野　由継 １１0 
１１0 １４３７9２0８５５ +３,１７７ +２,７４２ +４２３ +１２ +9４,１８７ +１,２6５ +８２ +４9 +１.４6 +0.6２ +１.6７ １５１ ピユアソウル�マナ�ミリ�ET 猿払村 丹治　智寛 １１0 
１１３ １４５１８５２606 +３,１７6 +２,７２７ +４１５ +３４ +9７,１66 +２96 +9３ +４４ +0.７８ +0.１７ +１.７0 １３３ ウエダフアーム�ペル�ラダー�ET 湧別町 株式会社　ウエダファーム １１３ 
１１４ １５８３５１２８0５ +３,１７５ +２,７２２ +３３１ +１２２ +１00,２５9 +１,0４３ +８３ +４８ +0.9４ +0.１８ +１.３２ １２７ プラムオーチヤード�DS�グレープ 日高町 梅村　義郎 １１４ 
１１５ １6２6２１４9８７ +３,１７３ +２,７４７ +３４9 +７７ +１１0,４6５ +9１８ +８0 +５0 +0.6７ -0.0４ +１.５５ １３9 エクセルシア�マスターカード�グロリア 中標津町 久保　剛 １１５ 
１１6 １４５２0１８５２0 +３,１７２ +３,１１８ +５７ -３ +５0,５0１ +１,４２0 +66 +6７ +0.9７ +0.３３ +0.60 １５0 シヤインスター�ジヤマルコ�エナジー�ET 浜中町 田村　智弘 １１6 
１１6 １４３７9２0８２４ +３,１７２ +３,0２４ +７３ +７５ +１06,７２８ +１,２７８ +9３ +５３ +0.6５ -0.１0 +0.9１ １３6 ピユアソウル�ミナモ�ミリ�ET 猿払村 丹治　智寛 １１6 
１１８ １５５８７１４0５0 +３,１69 +２,9８３ +４２ +１４４ +9７,３５9 +１,５３0 +6１ +6５ +0.１４ -0.１７ +0.３9 １３７ 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 １１８ 
１１８ １6４１８09２１２ +３,１69 +２,9４３ +２４５ -１9 +90,５４9 +１,１７７ +７５ +５８ +0.9１ -0.１２ +１.５１ １４３ ボーマツズ�ラダー�ヨーダ�ET 音更町 飯尾　誠 １１８ 
１１８ １３9７6３0４４３ +３,１69 +２,７１５ +３6２ +9２ +9２,８２４ +１,２５８ +6８ +５４ +0.８７ +0.４１ +１.２７ １２７ BRF�ラダー�カルパツチヨ�サラダ�ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム １１８ 
１２１ １6５9４0８96４ +３,１6８ +３,0４6 +１１9 +３ +８７,0８１ +１,２５6 +9７ +５２ +0.８１ +0.１４ +0.9８ １２８ LH�ジエシカ�フラズルド�9�ツイツチ�2�ET 浦幌町 有限会社　ランドハート １２１ 
１２１ １３８８４２８２７１ +３,１6８ +２,８５１ +２２３ +9４ +１0４,１6１ +２８6 +90 +４9 +0.８４ +0.１８ +１.0３ １４0 K.S�ラダー�リツク�ホツトライン�ET 標茶町 鈴木　重充 １２１ 
１２３ １３9３6２８9５6 +３,１6２ +２,99２ +１9３ -２３ +１06,７３0 +１,４４6 +８１ +５７ +0.60 +0.２１ +0.9５ １５9 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 １２３ 
１２４ １５７２８７３５0４ +３,１60 +２,6４４ +３３８ +１７８ +７３,７0８ +90４ +７0 +５１ +0.７８ +0.３0 +１.２５ １２0 RE�ローリー�イメージン�アール�ハーパー 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １２４ 
１２５ １５３69969８0 +３,１５８ +３,0１５ +７３ +７0 +１１9,５06 +１,１96 +７３ +6１ +0.１0 +0.１１ +0.２１ １４７ 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 １２５ 
１２５ １60５８0４７５８ +３,１５８ +２,9７４ +５５ +１２9 +99,２２0 +１,１6２ +７0 +6１ +0.6８ -0.１５ +0.７0 １２9 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 １２５ 
１２５ １３6066２6７9 +３,１５８ +２,７４７ +２３５ +１７6 +１0５,00１ +８0 +８0 +５0 +0.５４ +0.0８ +0.８２ １２５ 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 １２５ 
１２８ １４9８５１５４８9 +３,１５７ +３,0４１ +１３３ -１７ +69,6４３ +１,２５0 +８７ +５6 +0.８４ +0.0４ +0.８５ １４８ メルテイリツジ�ジヤマルコ�ベラ 中標津町 本田　正志 １２８ 
１２9 １３４6７0２５８0 +３,１５２ +２,８７４ +１５５ +１２３ +１２２,８５１ +１,２４３ +８２ +５３ +0.４１ -0.09 +0.８１ １２２ SUGAーLA�ヒーリクス�ザズル�トリツシユ 枝幸町 菅原　一人 １２9 
１３0 0８７２0４0１７３ +３,１４４ +３,000 +７８ +66 +１09,７４５ +9７6 +８４ +５6 +0.５８ +0.0４ +0.７２ １４４ SEAーLAKE�ジヤマルコ�ラウール 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １３0 
１３１ １５9４２9５96４ +３,１３８ +２,9２6 +１５１ +6１ +１２0,３9１ +１,３0７ +８１ +５５ +0.２７ +0.５２ +0.３７ １３８ コバリ�RUBI�メリダ�オレオ�クツキー 栃木県 小針　勤 １３１ 
１３２ １５00３１５90８ +３,１３6 +２,90５ +１５6 +７５ +9７,５５３ +７３３ +７７ +５6 +0.３0 -0.0４ +0.69 １３１ テイーユー�EXC�ジエイシー�ET 美瑛町 上田　雅樹 １３２ 
１３２ １４５３５１７66４ +３,１３6 +２,８７５ +２４８ +１３ +７9,４８５ +１,0３9 +99 +４6 +0.66 +0.４４ +0.７１ １５５ オムラ�チビマルコ 枝幸町 小椋　義則 １３２ 
１３４ １４７0８１７１５0 +３,１３５ +２,８0８ +３３３ -6 +１0４,７69 +１,00３ +８２ +５１ +１.１0 +0.３9 +１.6１ １４6 HL�フオークロー�ジヤマルコ�ET 枝幸町 小椋　孝則 １３４ 
１３５ 0８７１２３８７３１ +３,１３３ +２,9７３ -５ +１6５ +１0４,１9１ +１,３２２ +８２ +５6 -0.0２ -0.09 +0.１２ １２6 SEAーLAKE�ザズル�ジヤパン�3�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １３５ 
１３6 １60５８0５４１0 +３,１３２ +３,0２４ -２9 +１３７ +７0,１２８ +１,３３２ +6４ +6５ +0.１４ -0.１５ +0.１6 １２８ デイベロツプ�マスターカード�ボヤンカ�0541 美瑛町 株式会社　稲川牧場 １３6 
１３７ １５５７５１09２9 +３,１３１ +２,99２ +１４１ -２ +99,9７２ +７0３ +８１ +５７ +0.５４ +0.09 +0.８0 １３７ 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 １３７ 
１３８ １４0１７２７３0５ +３,１２７ +２,７５４ +２３6 +１３７ +99,７99 +9７１ +9５ +４４ +0.７9 +0.２6 +0.８１ １１9 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 １３８ 
１３9 １6４6７２８３96 +３,１２３ +２,9８6 +１８４ -４７ +８７,４２７ +9５７ +9５ +５１ +0.96 +0.0５ +0.99 １３４ ケネカランド�ソリユーシヨン�ヘンリー�ET 中標津町 株式会社　ケネカランド １３9 
１３9 １５３２３２３７9７ +３,１２３ +２,８４４ +２１３ +66 +9５,７6８ +１,４５５ +７５ +５５ +0.69 +0.0３ +0.７３ １４１ シツク�LJ�マリウス�シヤンペン�ET 湧別町 竹内　洋文 １３9 
１４１ １４５７6２0５6８ +３,１２２ +２,9８6 +１３７ -１ +１0７,７9７ +８７9 +9５ +５１ +0.３6 -0.１８ +0.７9 １３6 ピユアソウル�ラダー�オブ�マユ�ET 猿払村 丹治　智寛 １４１ 
１４２ １４３７9２0７１８ +３,１２１ +２,８9７ +２１9 +５ +90,３6７ +１,00７ +７４ +５７ +0.60 -0.09 +１.１9 １３9 ピユアソウル�ライズ�オブ�マユ�ET 猿払村 丹治　智寛 １４２ 
１４３ 0８７１２３８８２３ +３,１２0 +２,6３0 +３9１ +99 +１0３,８８５ +１,0７0 +69 +５１ +１.06 +0.４３ +１.４４ １３２ SEAーLAKE�JOC�ビゲロ�クロレル�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １４３ 
１４４ 0８７１２３6669 +３,１１9 +２,9１７ +１７４ +２８ +１４0,２0１ +７06 +90 +５１ +0.66 -0.２0 +１.１８ １３８ SEAーLAKE�JOC�エンデバー�クレープ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １４４ 
１４４ 0８７２0４１２８6 +３,１１9 +２,８７４ +２３0 +１５ +７6,８90 +１,２6１ +８２ +５３ +0.７５ -0.３３ +１.１７ １４７ SEAーLAKE�DRC�マスターカード�ジヤン 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １４４ 
１４6 １３８８８４３４７0 +３,１１6 +２,6４８ +４１２ +５6 +１06,１0８ +6８３ +８0 +４７ +0.５８ +0.５５ +１.２9 １３７ キース�キヤプテン�RD�AB101�ET 福岡県 藤野　和有基 １４6 
１４７ １５４0４１４２５８ +３,１１５ +３,0２５ +４４ +４6 +８１,009 +１,３１５ +８１ +５８ +0.５３ -0.１２ +0.７１ １３７ イーグルヒル�ピヴオタル�パオ�ET 浜中町 高岡　翔 １４７ 
１４７ １6３6８３３５２9 +３,１１５ +２,５6５ +２0８ +３４２ +１５５,８66 +6３6 +８6 +４２ +0.３７ +0.0４ +0.96 １0４ アミスターT�エア�クロネム�ET 中標津町 有限会社　工藤牧場 １４７ 
１４9 １５５9２１８00７ +３,１１４ +２,9１８ +２３８ -４２ +69,４８７ +96８ +７８ +５6 +0.８７ +0.３７ +0.８７ １４１ ITE�エンデバー�デイーノ�モフ�ET 帯広市 伊藤　善之 １４9 
１４9 １５３８6１７6２３ +３,１１４ +２,７５５ +３１４ +４５ +１0５,８８４ +１,１７２ +８３ +４9 +0.７9 +0.４８ +0.99 １３５ ラヴリツチ�DB�マイボス 広尾町 斉藤　美富 １４9 
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未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

１４9 １４0７9７５99１ +３,１１４ +２,6８７ +１３0 +２9７ +１１３,0８１ +１,５１6 +４9 +6１ +0.66 +0.09 +0.８１ １00 RE�ラモ�メイフライ�ゴープロ�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １４9 
１５２ １60５８0４５9８ +３,１１２ +３,09５ -２８ +４５ +96,9８５ +１,４２８ +７４ +6３ -0.１７ -0.２１ +0.２４ １３１ 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 １５２ 
１５３ １５３699７09３ +３,１１１ +２,８８５ +８２ +１４４ +８２,69４ +１,７１２ +７８ +５５ +0.４７ +0.0１ +0.８１ １２２ 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 １５３ 
１５３ 0８７１２３７２60 +３,１１１ +２,８２８ +３３6 -５３ +８８,60５ +9４２ +69 +５７ +0.８9 +0.３9 +１.09 １５４ SEAーLAKE�JOC�ラダー�クラウン�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １５３ 
１５５ １３８9２0１７３6 +３,１0７ +２,99３ +８７ +２７ +9２,0２５ +１,１７6 +69 +6２ +0.３５ -0.１４ +0.66 １３１ パインツリー�レジエンド�ロコ�ET 湧別町 喜多　正人 １５５ 
１５５ １５２0８１４７9５ +３,１0７ +２,８２４ +１５0 +１３３ +99,0４0 +３３１ +８８ +４9 +0.２9 -0.１9 +１.0４ １２５ サミツトリー�COーOP�DD�ザズル�ET 豊浦町 株式会社　山口牧場 １５５ 
１５７ １４9８５１５３66 +３,１0４ +３,006 +７１ +２７ +9１,１８１ +１,１７３ +８２ +５７ +0.２４ -0.２6 +0.３9 １３７ メルテイリツジ�ラダー�ブライズ�ET 中標津町 本田　正志 １５７ 
１５７ １４５96２0１0８ +３,１0４ +２,6１２ +３２１ +１７１ +99,099 +１,２１８ +５８ +５５ +0.８７ +0.１２ +１.５１ １２9 JC�マスターカード�バンビ 枝幸町 株式会社　J・C １５７ 
１５9 0８７２0４１３８５ +３,１0２ +３,２５6 -6１ -9３ +9５,6３１ +１,３0７ +9３ +60 +0.２6 -0.４9 +0.４８ １５８ SEAーLAKE�ジヤマルコ�ジヨリーナ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １５9 
１60 １４２9３１８１２７ +３,１0１ +２,８７８ +１７４ +４9 +9５,５５７ +１,１８9 +9２ +４9 +0.6２ +0.２８ +0.７４ １３３ 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 １60 
１6１ １４0７１２７6５9 +３,１00 +３,0７５ +８ +１７ +１0４,１８８ +１,２２７ +８７ +５７ +0.２４ -0.３２ +0.３0 １３７ ヘイチヤン�フオード�カボチヤン�ET 白糠町 合同会社　伊深ファーム １6１ 
１6１ １４0７9７５８８５ +３,１00 +２,７４５ +２４0 +１１５ +１１７,８0８ +１,２７５ +７５ +５２ +0.90 +0.３0 +１.0５ １４0 RE�ザツプ�エメンタール�ジヤマルコ�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １6１ 
１6３ １４66５１７４0８ +３,099 +２,9７３ +１８３ -５７ +５７,１１８ +７9７ +８２ +５6 +0.４５ -0.0５ +0.７８ １５４ オムラ�リツク�ホツト�ラダー�ET 枝幸町 小椋　義則 １6３ 
１6４ １４７0８１７５１８ +３,09８ +２,７５9 +１6７ +１７２ +１１５,２７４ +７５８ +７6 +５２ +0.４9 -0.３４ +0.9３ １４１ HL�ラークレスト�マスターカード 枝幸町 小椋　孝則 １6４ 
１6５ 0８７１２３96３9 +３,09７ +２,７9７ +２9３ +７ +７５,２７５ +9７6 +７４ +５４ +0.７１ +0.0４ +１.２４ １４３ SEAーLAKE�DRC�ビゲロ�ジーコ�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １6５ 
１6５ １6４４0096５７ +３,09７ +２,７06 +３6１ +３0 +１00,３１１ +6８6 +７７ +５0 +0.７７ +0.４５ +１.２２ １３２ グリーンスター�ビゲモント�ブライシヤ�1�ET 標津町 郷野　由継 １6５ 
１6７ １５２５４１５４9２ +３,09５ +３,0１6 +１１７ -３８ +７１,9８４ +５9７ +90 +５４ +0.５２ +0.２４ +0.２6 １４７ ウチ�ブランデイー�ジヤマ�ケイ 枝幸町 内田　喜久男 １6７ 
１6８ １４0７9７７06３ +３,09４ +２,８５８ +２８３ -４７ +１00,6２７ +１,３７6 +７6 +５５ +0.８７ +0.66 +0.８9 １４9 RE�レベツカ�シンプソン�コーラル�P�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １6８ 
１69 １５２３9１３８60 +３,09３ +２,８４８ +１9４ +５１ +７9,７0１ +７6４ +9７ +４6 +0.５9 -0.１３ +0.７３ １４２ プレイン�スーパー�ステツチ�マーゴ 豊富町 平野　洋巳 １69 
１７0 １３9７７２660３ +３,09２ +２,96５ +96 +３１ +８２,１２４ +１,060 +７9 +５７ +0.２４ +0.１３ +0.２9 １４１ ブライトランド�EL�ハイパーループ�グレイシー 弟子屈町 坪井　泰憲 １７0 
１７１ １４８１５１８１８３ +３,09１ +３,２５9 -60 -１0８ +３6,７４７ +１,0３9 +８6 +6３ +0.２４ +0.１6 -0.２５ １５１ オムラ�エメラルド�オーガスト 枝幸町 小椋　義則 １７１ 
１７１ １４１８0２１４96 +３,09１ +２,８５0 +１７４ +6７ +１06,５２9 +１,２１0 +７３ +５6 +0.60 +0.５３ +0.４８ １３9 サンワード�ウインザー�キヤンデイ�3�ET 更別村 日光　富男 １７１ 
１７３ １6２0８0１１69 +３,090 +２,9８１ +9４ +１５ +８9,７9２ +８８７ +８５ +５５ +0.８４ +0.１４ +0.７0 １３５ 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 １７３ 
１７４ １４9１３１５７0３ +３,0８9 +３,２７２ -69 -１１４ +３6,４6１ +２,２７３ +７0 +７0 +0.３８ -0.0５ -0.１１ １５５ クラウン�サンデイバレー�ヒーリクス 湧別町 関口　哲治 １７４ 
１７４ １３6３6７７４２７ +３,0８9 +２,７８0 +２２9 +８0 +6８,0３9 +８３２ +８0 +５１ +１.１３ +１.0４ +0.9１ １３0 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 １７４ 
１７6 0８７１２３6690 +３,0８6 +２,７0４ +３４５ +３７ +１１6,6１３ +４８５ +７２ +５２ +0.69 +0.３0 +１.１9 １４２ SEAーLAKE�JOC�ラダー�クラウド�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １７6 
１７７ １４0７6２6２４４ +３,0８５ +２,７6３ +１８２ +１４0 +9１,２69 +１,２60 +８6 +４８ +0.５6 +0.３５ +0.５７ １３７ 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 １７７ 
１７８ １４５３５１７７9４ +３,0８４ +２,７３6 +２9５ +５３ +７８,0１３ +１,８0８ +５５ +60 +0.9７ +0.５８ +0.9８ １４３ オムラ�ストーン�ハート�ステラ 枝幸町 小椋　義則 １７８ 
１７9 １５２５１１４999 +３,0８３ +２,８１6 +１２9 +１３８ +90,06７ +１,４５５ +５6 +6２ +0.6３ -0.４6 +１.0５ １３6 レスポアール�マスターカード�フエイス�ET 豊富町 佐藤　道寛 １７9 
１８0 １５８３７１１８８８ +３,0８２ +２,５9５ +３４9 +１３８ +１0５,6３８ +１,0２２ +6４ +５２ +１.0３ +0.８２ +１.３9 １３6 ワカナ�ジヤスミン�シロ�バトラー�ET 安平町 伊藤　雄太 １８0 
１８１ １４0７96７２４８ +３,0８１ +３,１9２ -6２ -４9 +6３,２２6 +１,１８８ +9８ +５6 +0.４４ -0.１７ +0.２４ １３７ エバーグリーンビユー�ヒーリクス�メイソン�ET 福島県 植田　征道 １８１ 
１８１ １４0７6２５9７１ +３,0８１ +２,８５6 +１３４ +9１ +9８,７２８ +6７８ +１00 +４５ +0.８0 -0.0８ +0.9１ １３５ 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 １８１ 
１８１ １6３８90５３８５ +３,0８１ +２,８２9 +２３７ +１５ +７１,6７７ +9７6 +８6 +５0 +１.0４ +0.２３ +１.３５ １４７ ALICE�キヤロライン�キヤント�ハイパー�キヤンパ�ET 岡山県 有安　力 １８１ 
１８１ １6１２７0５８７１ +３,0８１ +２,５0７ +３８２ +１9２ +１２３,３9３ +２７７ +８9 +３9 +0.７５ +0.４6 +１.１８ １２１ LH�ルビー�D�フラズルド�ビゲロ 浦幌町 有限会社　ランドハート １８１ 
１８５ １6１７４0８6７８ +３,0８0 +３,0４４ +５１ -１５ +８２,３２２ +１,３７７ +9２ +５４ +0.２４ -0.４５ +0.96 １４５ 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 １８５ 
１８6 １３８８５３１96４ +３,0７6 +２,８0５ +１２0 +１５１ +１１２,6３５ +１,２09 +７７ +５３ +0.0４ +0.４0 +0.２４ １２７ 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 １８6 
１８6 １５７6２１２２４８ +３,0７6 +２,７５４ +２6１ +6１ +１00,0７0 +１,５１１ +66 +５6 +0.6４ +0.２４ +0.７７ １３８ 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 １８6 
１８８ １５８３５１２9５9 +３,0７５ +２,9４２ +60 +７３ +１１9,３96 +１,0８４ +８７ +５３ +0.１0 +0.１７ +0.0７ １２７ プラムオーチヤード�キヤプテン�フラワー 日高町 梅村　義郎 １８８ 
１８9 １５３２３２３８6５ +３,0７３ +２,８２８ +１７４ +７１ +８6,５４9 +9５５ +69 +５７ +0.２８ +0.２５ +0.9３ １２４ ローヤル�エアー�ジヤツク�ET 湧別町 竹内　洋文 １８9 
１90 １５２５１１４２５８ +３,0７２ +２,８４３ +１0５ +１２４ +８７,6４１ +6２9 +８７ +５0 +0.５４ -0.0７ +0.66 １３0 マギーデール�ピース�E�デスー�ET 池田町 中野　義嗣 １90 
１9１ １6２6２３２７３８ +３,0７１ +２,9１２ +１３２ +２７ +１0５,１５７ +9３３ +9２ +５0 +0.１１ +0.２３ +0.５6 １３１ 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 １9１ 
１9１ １５１８３１４２８３ +３,0７１ +２,８１２ +１0７ +１５２ +１１４,２４４ +５７４ +9２ +４７ +0.８0 +0.0３ +0.6７ １２７ 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 １9１ 
１9３ 0８７２２５２１８７ +３,06７ +２,9３４ +１6２ -２9 +9２,２6４ +１,３69 +８４ +５４ +0.５6 +0.２８ +0.８１ １４6 コイワイ�デクラン�モントーヤ�フイーンランド 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 １9３ 
１9４ １6２0８00５５１ +３,066 +２,８２７ +１８２ +５７ +７6,５１9 +５09 +８１ +５２ +0.７0 +0.３9 +0.４２ １４１ 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 0８690１４09５ +３,06５ +２,6８５ +２6８ +１１２ +８6,960 +４0７ +７３ +５１ +0.８6 +0.１１ +0.9８ １３２ 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 １9５ 
１96 １6２0８0066７ +３,06４ +２,７７８ +２6２ +２４ +１２７,１７５ -５４ +１0４ +４１ +0.３８ +0.４１ +0.５6 １４３ 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 １96 
１9７ １6４３１２6４２３ +３,06３ +３,0４７ +１３１ -１１５ +66,09８ +99１ +８５ +５７ +0.66 +0.１２ +0.66 １60 ブルームーン�エンドル�フアツジ 中標津町 永利　嘉成 １9７ 
１9７ １４１60２6７７6 +３,06３ +２,５８８ +２７0 +２0５ +１３9,6４７ +１,３6３ +４9 +５８ +0.４１ +0.２７ +１.0１ １２0 ブルームーン�モデル�リズ�フオード�ET 中標津町 永利　嘉成 １9７ 
１99 １５１５３１５9２４ +３,06２ +２,７８４ +２４５ +３３ +８４,４５５ +１,２３２ +７３ +５４ +0.８6 +0.４１ +0.9２ １３７ スモールハーバー�CHL�ヘリツクス�ET 別海町 小湊　均 １99 
２00 １6２0８009１9 +３,060 +２,9４0 +１１３ +７ +１１８,0８6 +８８6 +８２ +５５ +0.１８ -0.２５ +0.８３ １３9 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 ２00 
２00 １３9３6２８69７ +３,060 +２,８５9 +２２３ -２２ +８２,８５6 +８３6 +9３ +４８ +0.２２ +0.４７ +0.７１ １３２ 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 ２00 
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未経産牛GNTP上位200（2021年12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（33,446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 名　　　号 所有者 順位

１４9 １４0７9７５99１ +３,１１４ +２,6８７ +１３0 +２9７ +１１３,0８１ +１,５１6 +４9 +6１ +0.66 +0.09 +0.８１ １00 RE�ラモ�メイフライ�ゴープロ�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １４9 
１５２ １60５８0４５9８ +３,１１２ +３,09５ -２８ +４５ +96,9８５ +１,４２８ +７４ +6３ -0.１７ -0.２１ +0.２４ １３１ 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 １５２ 
１５３ １５３699７09３ +３,１１１ +２,８８５ +８２ +１４４ +８２,69４ +１,７１２ +７８ +５５ +0.４７ +0.0１ +0.８１ １２２ 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 １５３ 
１５３ 0８７１２３７２60 +３,１１１ +２,８２８ +３３6 -５３ +８８,60５ +9４２ +69 +５７ +0.８9 +0.３9 +１.09 １５４ SEAーLAKE�JOC�ラダー�クラウン�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １５３ 
１５５ １３８9２0１７３6 +３,１0７ +２,99３ +８７ +２７ +9２,0２５ +１,１７6 +69 +6２ +0.３５ -0.１４ +0.66 １３１ パインツリー�レジエンド�ロコ�ET 湧別町 喜多　正人 １５５ 
１５５ １５２0８１４７9５ +３,１0７ +２,８２４ +１５0 +１３３ +99,0４0 +３３１ +８８ +４9 +0.２9 -0.１9 +１.0４ １２５ サミツトリー�COーOP�DD�ザズル�ET 豊浦町 株式会社　山口牧場 １５５ 
１５７ １４9８５１５３66 +３,１0４ +３,006 +７１ +２７ +9１,１８１ +１,１７３ +８２ +５７ +0.２４ -0.２6 +0.３9 １３７ メルテイリツジ�ラダー�ブライズ�ET 中標津町 本田　正志 １５７ 
１５７ １４５96２0１0８ +３,１0４ +２,6１２ +３２１ +１７１ +99,099 +１,２１８ +５８ +５５ +0.８７ +0.１２ +１.５１ １２9 JC�マスターカード�バンビ 枝幸町 株式会社　J・C １５７ 
１５9 0８７２0４１３８５ +３,１0２ +３,２５6 -6１ -9３ +9５,6３１ +１,３0７ +9３ +60 +0.２6 -0.４9 +0.４８ １５８ SEAーLAKE�ジヤマルコ�ジヨリーナ 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １５9 
１60 １４２9３１８１２７ +３,１0１ +２,８７８ +１７４ +４9 +9５,５５７ +１,１８9 +9２ +４9 +0.6２ +0.２８ +0.７４ １３３ 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 １60 
１6１ １４0７１２７6５9 +３,１00 +３,0７５ +８ +１７ +１0４,１８８ +１,２２７ +８７ +５７ +0.２４ -0.３２ +0.３0 １３７ ヘイチヤン�フオード�カボチヤン�ET 白糠町 合同会社　伊深ファーム １6１ 
１6１ １４0７9７５８８５ +３,１00 +２,７４５ +２４0 +１１５ +１１７,８0８ +１,２７５ +７５ +５２ +0.90 +0.３0 +１.0５ １４0 RE�ザツプ�エメンタール�ジヤマルコ�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １6１ 
１6３ １４66５１７４0８ +３,099 +２,9７３ +１８３ -５７ +５７,１１８ +７9７ +８２ +５6 +0.４５ -0.0５ +0.７８ １５４ オムラ�リツク�ホツト�ラダー�ET 枝幸町 小椋　義則 １6３ 
１6４ １４７0８１７５１８ +３,09８ +２,７５9 +１6７ +１７２ +１１５,２７４ +７５８ +７6 +５２ +0.４9 -0.３４ +0.9３ １４１ HL�ラークレスト�マスターカード 枝幸町 小椋　孝則 １6４ 
１6５ 0８７１２３96３9 +３,09７ +２,７9７ +２9３ +７ +７５,２７５ +9７6 +７４ +５４ +0.７１ +0.0４ +１.２４ １４３ SEAーLAKE�DRC�ビゲロ�ジーコ�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １6５ 
１6５ １6４４0096５７ +３,09７ +２,７06 +３6１ +３0 +１00,３１１ +6８6 +７７ +５0 +0.７７ +0.４５ +１.２２ １３２ グリーンスター�ビゲモント�ブライシヤ�1�ET 標津町 郷野　由継 １6５ 
１6７ １５２５４１５４9２ +３,09５ +３,0１6 +１１７ -３８ +７１,9８４ +５9７ +90 +５４ +0.５２ +0.２４ +0.２6 １４７ ウチ�ブランデイー�ジヤマ�ケイ 枝幸町 内田　喜久男 １6７ 
１6８ １４0７9７７06３ +３,09４ +２,８５８ +２８３ -４７ +１00,6２７ +１,３７6 +７6 +５５ +0.８７ +0.66 +0.８9 １４9 RE�レベツカ�シンプソン�コーラル�P�ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター １6８ 
１69 １５２３9１３８60 +３,09３ +２,８４８ +１9４ +５１ +７9,７0１ +７6４ +9７ +４6 +0.５9 -0.１３ +0.７３ １４２ プレイン�スーパー�ステツチ�マーゴ 豊富町 平野　洋巳 １69 
１７0 １３9７７２660３ +３,09２ +２,96５ +96 +３１ +８２,１２４ +１,060 +７9 +５７ +0.２４ +0.１３ +0.２9 １４１ ブライトランド�EL�ハイパーループ�グレイシー 弟子屈町 坪井　泰憲 １７0 
１７１ １４８１５１８１８３ +３,09１ +３,２５9 -60 -１0８ +３6,７４７ +１,0３9 +８6 +6３ +0.２４ +0.１6 -0.２５ １５１ オムラ�エメラルド�オーガスト 枝幸町 小椋　義則 １７１ 
１７１ １４１８0２１４96 +３,09１ +２,８５0 +１７４ +6７ +１06,５２9 +１,２１0 +７３ +５6 +0.60 +0.５３ +0.４８ １３9 サンワード�ウインザー�キヤンデイ�3�ET 更別村 日光　富男 １７１ 
１７３ １6２0８0１１69 +３,090 +２,9８１ +9４ +１５ +８9,７9２ +８８７ +８５ +５５ +0.８４ +0.１４ +0.７0 １３５ 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 １７３ 
１７４ １４9１３１５７0３ +３,0８9 +３,２７２ -69 -１１４ +３6,４6１ +２,２７３ +７0 +７0 +0.３８ -0.0５ -0.１１ １５５ クラウン�サンデイバレー�ヒーリクス 湧別町 関口　哲治 １７４ 
１７４ １３6３6７７４２７ +３,0８9 +２,７８0 +２２9 +８0 +6８,0３9 +８３２ +８0 +５１ +１.１３ +１.0４ +0.9１ １３0 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 １７４ 
１７6 0８７１２３6690 +３,0８6 +２,７0４ +３４５ +３７ +１１6,6１３ +４８５ +７２ +５２ +0.69 +0.３0 +１.１9 １４２ SEAーLAKE�JOC�ラダー�クラウド�ET 湧別町 株式会社　SEA－LAKE １７6 
１７７ １４0７6２6２４４ +３,0８５ +２,７6３ +１８２ +１４0 +9１,２69 +１,２60 +８6 +４８ +0.５6 +0.３５ +0.５７ １３７ 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 １７７ 
１７８ １４５３５１７７9４ +３,0８４ +２,７３6 +２9５ +５３ +７８,0１３ +１,８0８ +５５ +60 +0.9７ +0.５８ +0.9８ １４３ オムラ�ストーン�ハート�ステラ 枝幸町 小椋　義則 １７８ 
１７9 １５２５１１４999 +３,0８３ +２,８１6 +１２9 +１３８ +90,06７ +１,４５５ +５6 +6２ +0.6３ -0.４6 +１.0５ １３6 レスポアール�マスターカード�フエイス�ET 豊富町 佐藤　道寛 １７9 
１８0 １５８３７１１８８８ +３,0８２ +２,５9５ +３４9 +１３８ +１0５,6３８ +１,0２２ +6４ +５２ +１.0３ +0.８２ +１.３9 １３6 ワカナ�ジヤスミン�シロ�バトラー�ET 安平町 伊藤　雄太 １８0 
１８１ １４0７96７２４８ +３,0８１ +３,１9２ -6２ -４9 +6３,２２6 +１,１８８ +9８ +５6 +0.４４ -0.１７ +0.２４ １３７ エバーグリーンビユー�ヒーリクス�メイソン�ET 福島県 植田　征道 １８１ 
１８１ １４0７6２５9７１ +３,0８１ +２,８５6 +１３４ +9１ +9８,７２８ +6７８ +１00 +４５ +0.８0 -0.0８ +0.9１ １３５ 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 １８１ 
１８１ １6３８90５３８５ +３,0８１ +２,８２9 +２３７ +１５ +７１,6７７ +9７6 +８6 +５0 +１.0４ +0.２３ +１.３５ １４７ ALICE�キヤロライン�キヤント�ハイパー�キヤンパ�ET 岡山県 有安　力 １８１ 
１８１ １6１２７0５８７１ +３,0８１ +２,５0７ +３８２ +１9２ +１２３,３9３ +２７７ +８9 +３9 +0.７５ +0.４6 +１.１８ １２１ LH�ルビー�D�フラズルド�ビゲロ 浦幌町 有限会社　ランドハート １８１ 
１８５ １6１７４0８6７８ +３,0８0 +３,0４４ +５１ -１５ +８２,３２２ +１,３７７ +9２ +５４ +0.２４ -0.４５ +0.96 １４５ 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 １８５ 
１８6 １３８８５３１96４ +３,0７6 +２,８0５ +１２0 +１５１ +１１２,6３５ +１,２09 +７７ +５３ +0.0４ +0.４0 +0.２４ １２７ 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 １８6 
１８6 １５７6２１２２４８ +３,0７6 +２,７５４ +２6１ +6１ +１00,0７0 +１,５１１ +66 +５6 +0.6４ +0.２４ +0.７７ １３８ 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 １８6 
１８８ １５８３５１２9５9 +３,0７５ +２,9４２ +60 +７３ +１１9,３96 +１,0８４ +８７ +５３ +0.１0 +0.１７ +0.0７ １２７ プラムオーチヤード�キヤプテン�フラワー 日高町 梅村　義郎 １８８ 
１８9 １５３２３２３８6５ +３,0７３ +２,８２８ +１７４ +７１ +８6,５４9 +9５５ +69 +５７ +0.２８ +0.２５ +0.9３ １２４ ローヤル�エアー�ジヤツク�ET 湧別町 竹内　洋文 １８9 
１90 １５２５１１４２５８ +３,0７２ +２,８４３ +１0５ +１２４ +８７,6４１ +6２9 +８７ +５0 +0.５４ -0.0７ +0.66 １３0 マギーデール�ピース�E�デスー�ET 池田町 中野　義嗣 １90 
１9１ １6２6２３２７３８ +３,0７１ +２,9１２ +１３２ +２７ +１0５,１５７ +9３３ +9２ +５0 +0.１１ +0.２３ +0.５6 １３１ 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 １9１ 
１9１ １５１８３１４２８３ +３,0７１ +２,８１２ +１0７ +１５２ +１１４,２４４ +５７４ +9２ +４７ +0.８0 +0.0３ +0.6７ １２７ 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 １9１ 
１9３ 0８７２２５２１８７ +３,06７ +２,9３４ +１6２ -２9 +9２,２6４ +１,３69 +８４ +５４ +0.５6 +0.２８ +0.８１ １４6 コイワイ�デクラン�モントーヤ�フイーンランド 岩手県 小岩井農牧株式会社　小岩井農場 １9３ 
１9４ １6２0８00５５１ +３,066 +２,８２７ +１８２ +５７ +７6,５１9 +５09 +８１ +５２ +0.７0 +0.３9 +0.４２ １４１ 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 0８690１４09５ +３,06５ +２,6８５ +２6８ +１１２ +８6,960 +４0７ +７３ +５１ +0.８6 +0.１１ +0.9８ １３２ 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 １9５ 
１96 １6２0８0066７ +３,06４ +２,７７８ +２6２ +２４ +１２７,１７５ -５４ +１0４ +４１ +0.３８ +0.４１ +0.５6 １４３ 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 １96 
１9７ １6４３１２6４２３ +３,06３ +３,0４７ +１３１ -１１５ +66,09８ +99１ +８５ +５７ +0.66 +0.１２ +0.66 １60 ブルームーン�エンドル�フアツジ 中標津町 永利　嘉成 １9７ 
１9７ １４１60２6７７6 +３,06３ +２,５８８ +２７0 +２0５ +１３9,6４７ +１,３6３ +４9 +５８ +0.４１ +0.２７ +１.0１ １２0 ブルームーン�モデル�リズ�フオード�ET 中標津町 永利　嘉成 １9７ 
１99 １５１５３１５9２４ +３,06２ +２,７８４ +２４５ +３３ +８４,４５５ +１,２３２ +７３ +５４ +0.８6 +0.４１ +0.9２ １３７ スモールハーバー�CHL�ヘリツクス�ET 別海町 小湊　均 １99 
２00 １6２0８009１9 +３,060 +２,9４0 +１１３ +７ +１１８,0８6 +８８6 +８２ +５５ +0.１８ -0.２５ +0.８３ １３9 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 ２00 
２00 １３9３6２８69７ +３,060 +２,８５9 +２２３ -２２ +８２,８５6 +８３6 +9３ +４８ +0.２２ +0.４７ +0.７１ １３２ 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 ２00 
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牛群における長命性の改善は生産者にとって
ずっと続く目標です。すなわち、牛が長生きするほ
ど、技術的には収益が上がるはずです。しかし、こ
の言葉を修飾するために、形容詞「生産的に」を前
に加える必要があります。特に、現在は牛に関する
膨大な量の情報が含まれています。過去において
は、主に機能形質の測定と選択が困難であったた
め、能力と体型のみに基づいて選択が行われてい
ました。能力の部分は数量化が容易であり、最も多
くのミルクを生産した牛が最高でした。ただし、体
型は理想的なものにある程度の主観が入りますし、
体型の理想の概念は年月とともに大きく変わって
きています。理想的な健康と繁殖力に関係する形
質を組み合わせることで、生産的に長生きすること
による利益が見えてきます。
これまでカナダで最高と見なされていた数頭の

ホルスタインの体型における進化を見ると、この品
種がより機能的な牛を求めていたことは明らかで
す。すなわち、体に適度な幅と余裕があり、極端な
高さではなく、優れた乳器と移動性の良い肢蹄を
持っている牛です。生産者はより収益性の高いも
のを探し続けていますが、品種委員会は業界の
ニーズが体型評価に組み込まれるように継続的に
取り組んでおり、種雄牛成績や国の指標にも反映
されています。この作業の一部は、どの形質が収益
性と長命性に最も関係があるかを分析し、それに
応じてそれらを体型評価に重み付けすることです。

決定得点だけではありません
若い頃にあまり高い評価を得られなかった牛が、

最終的に長期間に亘りとても高い生産を誇ったと
いう話はよく聞きますし、珍しいことではありませ
ん。ただし、このような牛は例外的です。明らかに、
高い決定得点が必ずしも長持ちし、生産性の高い
牛につながるわけではありませんが、体躯全体で
平均以上のバランスの取れた体型を持つ雌牛は、

長持ちする確率が高いのです。そして、この体躯全
体のバランスの取れた体型の牛は、平均以上の決
定得点につながります。しかしここで強調しておき
たいのは、これがこのパズルの重要なピースである
ことです。つまり、健康形質を選択する（そして体
型を完全に無視する）だけでは、収益性を保証す
るのに十分ではありません。

体型と長命性に関わる形質は・・・
国内の多くの牛群では、もはや体型は主要な改

良目標ではなくなってきていると言えるでしょう。
ただし、現在の非常に高度な生産システムで大量
の牛乳の生産を長期間維持するには、すべての生
産者が非常に堅固な体型の基礎を持った牛群を必
要としていますので、最適な体型が焦点となりま
す。そのため、すべての遺伝的な選択のための指
数には、直接的または間接的に体型形質が含まれ
ています。体型形質を完全に無視すると、生産寿
命が大幅に低下します。一方、体型審査システム
は、業界のニーズを取り入れて長命性の改良に役
立つツールになるものです。
カナダでは、LPI（生涯能力指数）の計算式内に

組み込まれている耐久性成分は、牛群寿命や蹄の
健康指数に加えて、主に体型形質の影響を受けて
います。最終的に、LPI値の約２３％が乳器と肢蹄の
影響を受けます。同様に、Pro$（プロダラー：遺伝
的収益指数）も体型形質の影響を受けますが、こ

～近親交配とハプロタイプを理解する～

カナダの報告から

機能的体型 ― 長持ちする牛に必要なものは？
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の場合は間接的な重み付けです。つまり、体型
指数はこの数式の中で重み付けされませんが、
しかし間接的に役割を果たしています。

長命性に最も関連する形質
長命性に最も影響する体型形質を見つける

ために、それらを農場レベルで想定してみまし
た。そのために、２0１１年から２0１３年の間に生ま
れた３３万頭以上の初産の体型審査された若雌
牛を調べ、品種平均よりかなり長い年齢である
6 歳以上長生きしたのか、それ以下であったの
かを調べました。
グラフにも示すように、「尻」、「乳用強健性」、

「肢蹄」、「臗の位置」、「乳用体積」そして「後
肢後望」には長命性と強い相関が示されまし
た。乳器に関しては、長命性に著しく影響を与
えるいくつかの形質が際立たっています。「乳
用体積」と「後肢後望」はコード 9が理想であ
り、これら ２つの形質で平均以上の体型のもの
は長命性に対して明らかにアドバンテージがあ
ります。「臗の位置」（訳注：図 １参照）の場合
は、理想的なコード 6から離れれば離れるほど
長命性が短くなります。それは後方（コード １）
または前方（コード 9 ）のどちらに向かってい
るかは関係ありません。

興味深いことに、「乳用体積」と「後肢後望」
は、乳用強健性（２８％）と肢蹄（３１％）の中で、
それぞれで最も高い重み付を占める形質です。
さらに、「臗の位置」は「尻」に対して最大の
ウェイト（２４％）ではありませんが、「肢蹄」の
中で１４％のウェイトを持っているため、合わせ
ると体型得点に大きな影響を与えます。
「乳器」に関しては、いくつかの形質が長命
性と興味深い関係を持っています。「前乳房の
付着」、「中央懸垂靭帯」、「乳房の質」、「後乳房
の高さ」、および「後乳頭の配置」がそれにあ
たります。一方、深い乳房は劇的に寿命が短く
なります。

機能的体型が目標です
評価スコアが長命性と密に関連している形質を

見ると、いくつかの最も高い重み付けをした形質
が長命性と強力な関連があるのは偶然の一致では
ありません。

繰り返しになりますが、理想のスコア（または最
高のスコア）が重要なのではなく、まさに機能性の
問題なのです。理想とは程遠いスコアの形質を持
つものは、その形質について機能的ではないので

１． 初産時の「後肢後望」スコアと６歳時の生存割合
（平行）

（寄る）

（富む）

（欠く）

（前方）

（後方）

（強い）

（弱い）

２． 初産時の「乳用体積」スコアと６歳時の生存割合

３． 初産時の「臗の位置」スコアと６歳時の生存割合

４． 初産時の「前乳房の付着」スコアと６歳時の生存割合
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長生きする可能性がかなり低くなります。そのよう
な理由から、完全な乳房だからといって収益性の

高い牛になるとは限らず、乳房が良くても四肢が悪
いと限界があるかもしれないのです。生産者はまさ
にバランスと機能性を重視した繁殖に焦点を当て
るべきです。
【ホルスタインカナダ機関誌
　Info�HOLSTEIN�Jul./Aug.２0２１より】
� （訳：JHBS取締役本部長�藤澤）

（一社）日本ホルスタイン登録協会は、令和 ４ 年
１月 ４日より７ 種類の胚致死または流産に関連す
る遺伝子型検査の申込受付を開始しました。
これまで胚致死にかかる遺伝子型検査はHH１の

１ 種類のみでしたが、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において、胚
致死にかかる遺伝子型 ７ 種類の検査が可能になっ
たことから取扱いを開始しました。

胚致死に関連する原因遺伝子を保有しているか
どうかはSNP検査を行うことでハプロタイプ（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）から推測した結果を、昨年の ８月より情報
を提供しています。（詳細についてはホルスタイン
通信２0２１-9号に掲載）。今回新たに受付を開始する
のは ７ 種類全てを一括で申込み、遺伝子型を確定
する検査で、その検査名を「胚性致死関連遺伝子
型 ７ 種類同時」と言います。なお、これに伴いこれ
まで唯一実施していたHH１の遺伝子型検査の単独
での申込みはできなくなります。

－表示方法について－
これらの検査結果については、HH○Fならハプ

ロタイプで推定した情報、H○Fなら遺伝子型によ
る検査確定の情報であると判別が容易になります。
例えばHH１の場合には、SNP検査で推測された胚
致死遺伝子調査情報はHH１FまたはHH１C�（HHは
ホルスタイン�ハプロタイプ、Fは非保因、Cは保因）
と表示されていますが、胚性致死関連遺伝子型の
検査結果はH１FまたはH１Cと表示します。（表 １）

検査申込みについては、登録取扱団体にお問い
合わせください。� （登録部証明課）

胚性致死または流産に関連する
遺伝子型検査を開始いたします。

□□　人　　事　　発　　令　□□
発　　令　　事　　項 氏　　名 前　　　　職

（昇格）
令和 3年12月 1日付
経済部長兼市場流通課長を命ずる 稲　山　智　明 審査部次長

表 １．�検査結果の表示方法
遺伝子型検査確定 ハプロタイプによる推定

H１F�／�H１C HH１F�／�HH１C
H２F�／�H２C HH２F�／�HH２C
H３F�／�H３C HH３F�／�HH３C
H４F�／�H４C HH４F�／�HH４C
H５F�／�H５C HH５F�／�HH５C
H6F�／�H6C HH6F�／�HH6C（注）
H７F�／�H７C HH７F�／�HH７C（注）

Fは非保因、Cは保因（キャリア）
（注）は現時点では情報の提供はしておりません。

図 １．「臗の位置」の線形評価
　　　（腰角と坐骨端間にある臗の水平位置）

1 後方　　　　　　 5 中庸　　　　　　 9 前方
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33～　

37～　

63～　

（12月14日開催）

（令和 4年 1月予想）

３～４

めん山羊
馬

緬　　山　　羊
馬

（税込）

初生〔ホル雄・F1雄・F1雌〕平均価格の推移

（税込）

血
統
濃
度

88
％
未
満

同
上
概
ね

88
％
以
上

成
績
証
明
娘
牛



34 頒価 100 円 （組合員の購読料は賦課金に含まれています）

ホルスタイン通信� 令和 4 年 1 月 1 日発行

ここに２１冊の組合手帳がある。この手帳の使い
勝手はサイズと言い、しなやかさと言い抜群で不
満に思ったことは一度もない。特に訃報の連絡が
入った場合には葬儀日程の予測ができる暦注（大
安・友引などの六輝）が記されていること。あるい
は参考資料も時勢に合った内容が掲載されており、
年齢早見表は自分が何歳になったのかを知るため
によく使う。（冗談）

現存する１冊目の手帳は２00１（平成１３）年で５１
歳の時のものである。４ 行のメモ欄には毎日何かし
らの行事や会議、あるいは冠婚葬祭の場所や時間
が記入されているほか、個人的には土日に行うプラ
イベートゴルフやコンペの場所・スタート時間、更
にはスコアまで記入されている。当時は春が来るの
を待っていたかのように ４ 月からラウンドしてお

りクローズまで３0回前後もプレーし、現存する手帳
の中ではベストスコアが １冊目の手帳にある恵庭
市の○○カントリークラブでの８３回であることが
判った。
「それから２0年」、スコア８0台は２0１２年１0月のコ

ンペで途絶えている。6２歳であった。その後は年々
ラウンド数も減少すると共にスコアも90台を維持
するのがやっと。

２0１５年１２月、脊柱管狭窄症と椎間板ヘルニアの
手術をして一年間の療養後、6７歳からのゴルフは
悲惨である。なんと１00が切れない。ゴルフが苦痛
へと変わった。

２２冊目の手帳（２0２２年）にゴルフスコアが記載さ
れるかどうかわかりませんが、保存に場所を取らず
昔を思い出すことが出来る組合手帳。皆さんも日記
替わりにご使用ください。

� （組合手帳をこよなく愛する男）

地　区 月　日 地元協議会 組合員協議合 場　　　　所

北　　見 １/２6（水） 14：00 15：00 北見市　ホテル黒部

宗　　谷 １/２７（木） 13：00 14：00 浜頓別町　はまとんべつ温泉�ウイング

上　　川 １/２８（金） 14：00 15：00 旭川市　アートホテル旭川

日高・胆振 ２/２（水） 11：00 12：00 苫小牧市　グランドホテル�ニュー王子

後志・道南 ２/３（木） 11：00 13：00 八雲町　温泉ホテル遊楽亭

根　　室 ２/７（月） 11：00 13：00 中標津町　トーヨーグランドホテル

釧　　路 ２/８（火） 13：00 15：00 釧路市　ANAクラウンプラザホテル釧路

十　　勝 ２/9（水） 11：00 13：30 帯広市　ホテルグランテラス帯広

空知・留萌 ２/１0（木） 12：00 13：30 岩見沢市　ホテルサンプラザ

石　　狩 ２/１6（水） 12：00 13：00 札幌市　ANAクラウンプラザホテル札幌

地区懇の開催時刻が決定いたしました。

本誌１２月号で地区組合員協議会の日程についてお知らせいたしましたが、この度、それぞれ地区ごとの開
催時刻が確定いたしましたのでご確認いただき、多くの組合員の皆様方参加されるようお願いいたします。


