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出品者住所 氏　　　　　名

グランドチャンピオン 1315 号 群馬県高崎市 ㈱長坂牧場
リザーブグランドチャンピオン 1005 号 群馬県長野原町 ㈲KC牧場

ジュニアチャンピオン 411 号 北海道広尾町 佐藤孝一

リザーブジュニアチャンピオン 325 号 北海道清水町 ㈲田中牧場

インターミディエイトチャンピオン 1005 号 群馬県長野原町 ㈲KC牧場

リザーブインターミディエイトチャンピオン 1103 号 岩手県遠野市 佐野茂樹

シニアチャンピオン 1315 号 群馬県高崎市 ㈱長坂牧場
リザーブシニアチャンピオン 1305 号 岩手県葛巻町 漆真下孝幸

ジャージージュニアチャンピオン 1505 号 北海道広尾町 佐藤孝一
ジャージーリザーブジュニアチャンピオン 1401 号 岩手県一戸町 松川 穣

ジャージーシニアチャンピオン 1706 号 岩手県一戸町 松川 穣
ジャージーリザーブシニアチャンピオン 1604 号 秋田県由利本荘市 花立牧場

乳器最高位賞 1005 号 群馬県長野原町 ㈲KC牧場

ベストショウマン賞 八幡　櫻　　さん

　 出品区分 順位 BU 産　地 出品者住所 氏　　　　　名
１席 121 号 自家産 青森県三沢市 ㈱ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘｰﾌ
２席 122 号 自家産 山形県米沢市 太田智彦

第１部 ３席 124A 号 自家産 北海道北広島市 岩田政彦
４席 129 号 自家産 岩手県葛巻町 折元大樹
５席 128 号 自家産 北海道岩見沢市 ㈱瀬能牧場
１席 229 号 自家産 北海道清水町 ㈲田中牧場
２席 223 号 自家産 山形県米沢市 太田智彦

第２部 ３席 219 号 自家産 岩手県山田町 福士牧場
４席 221 号 自家産 宮城県大崎市 濱田賢志
５席 203 号 自家産 福島県鏡石町 目黒啓太
１席 325 号 自家産 北海道清水町 ㈲田中牧場
２席 311 号 北海道産 北海道北広島市 岩田政彦

第３部 ３席 317 号 自家産 岩手県一戸町 西舘友紀
４席 312 号 自家産 岩手県葛巻町 上野勝俊
５席 314 号 自家産 山形県米沢市 太田智彦
１席 411 号 北海道産 北海道広尾町 佐藤孝一
２席 410 号 自家産 岩手県葛巻町 八幡勝幸

第４部 ３席 403 号 自家産 群馬県太田市 遠坂和仁
４席 404 号 自家産 宮城県大崎市 八巻 誠
５席 409 号 自家産 宮城県大崎市 八巻 誠
１席 505 号 北海道産 山形県米沢市 太田智彦
２席 507 号 自家産 神奈川県茅ヶ崎市 ㈲吉田牧場

第５部 ３席 506 号 山形県産 山形県高畠町 鈴木拓郎
４席 508 号 北海道産 群馬県みどり市 松井茂樹
５席 501 号 自家産 岩手県岩手町 中澤輝秋
１席 607 号 ○ 岩手県産 山形県高畠町 鈴木拓郎
２席 602 号 自家産 岩手県葛巻町 八幡勝幸

第６部 ３席 605 号 自家産 岩手県洋野町 清水繁勝
４席 604 号 自家産 岩手県久慈市 外谷辰也
５席 601 号 自家産 宮城県丸森町 一條 薫
１席 708 号 ○ 自家産 岩手県盛岡市 中山真人
２席 704 号 自家産 岩手県葛巻町 折元大樹

第７部 ３席 703 号 自家産 山形県上山市 渡辺 一
４席 715 号 北海道産 山形県米沢市 太田智彦
５席 705 号 自家産 岩手県盛岡市 佐々木総隆
１席 807 号 ○ 北海道産 静岡県浜松市 ㈱ｵｰﾊﾞｰｻﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｰ
２席 805 号 宮城県産 宮城県丸森町 ｴﾘｰﾄｼﾞｪﾈﾃｨｸｽ㈱

第８部 ３席 804 号 自家産 岩手県一戸町 山火裕司
４席 811 号 自家産 岩手県葛巻町 折元大樹
５席 801 号 自家産 宮城県大崎市 八巻 誠
１席 903 号 ○ 自家産 岩手県葛巻町 八幡勝幸
２席 909 号 自家産 山形県上山市 渡辺 一

第９部 ３席 904 号 自家産 岩手県久慈市 外谷辰也
４席 902 号 自家産 岩手県葛巻町 折元大樹
５席 901 号 自家産 岩手県大船渡市 千葉修幸
１席 1005 号 ○ 自家産 群馬県長野原町 ㈲KC牧場

　 ２席 1010 号 自家産 岩手県葛巻町 中村大地
第１０部 ３席 1003 号 自家産 青森県三沢市 ㈱ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘｰﾌ

４席 1009 号 自家産 群馬県高崎市 斉藤将聡
５席 1002 号 自家産 山形県高畠町 深瀬幸二
１席 1103 号 ○ 自家産 岩手県遠野市 佐野茂樹
２席 1106 号 自家産 岩手県葛巻町 八幡勝幸

第１１部 ３席 1107 号 自家産 岩手県滝沢市 宮林泰之
４席 1101 号 自家産 福島県石川町 小豆畑正一
５席 1108 号 自家産 岩手県滝沢市 太田 哲
１席 1210 号 ○ 自家産 宮城県角田市 ㈲渡辺ファーム
２席 1203 号 自家産 宮城県丸森町 ㈲半澤牧場

第１２部 ３席 1204 号 自家産 岩手県洋野町 堤内武人
４席 1202 号 自家産 岩手県葛巻町 中村大地
５席 1211 号 北海道産 静岡県浜松市 ㈱ｵｰﾊﾞｰｻﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｰ
１席 1315 号 ○ 自家産 群馬県高崎市 ㈱長坂牧場
２席 1305 号 自家産 岩手県葛巻町 漆真下孝幸

第１３部 ３席 1311 号 自家産 岩手県滝沢市 齋藤昌浩
４席 1307 号 新潟県産 山形県高畠町 鈴木拓郎
５席 1303 号 自家産 岩手県滝沢市 鈴木 稔
１席 1401 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣
２席 1403 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場

第１４部 ３席 1404 号 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場
４席 1402 号 自家産 岩手県滝沢市 盛岡農業高等学校
５席 号
１席 1505 号 岡山県産 北海道広尾町 佐藤孝一
２席 1502 号 自家産 栃木県那須塩原市 見山貴生

第１５部 ３席 1503 号 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場
４席 1501 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣
５席 1504 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
１席 1604 号 ○ 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場
２席 1602 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣

第１６部 ３席 1601 号 自家産 神奈川県平塚市 片倉幸一
４席 1603 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
５席 号
１席 1706 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣
２席 1705 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場

第１7部 ３席 1702 号 ○ 長野県産 群馬県長野原町 ㈲萩原牧場
４席 1704 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
５席 1703 号 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場

　※第６部・第９部　国内種雄牛娘牛 経産　　　第１４～１７部　ジャージーの部　　　　

２０１７　東日本デイリーショー　チャンピオン受賞者一覧

出品番号

褒賞区分

　　　　　　岩手県

全農岩手県本部中央家畜市場

名　　　　　　　　号
ﾗﾌﾞﾘ-ﾌｱ-ﾑ ｸｲﾝｼﾞｽ ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｲﾝ

KCF ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｲﾝｽﾀﾏﾃｲﾂｸ

出品番号

TMF ﾅﾀﾞﾙ ﾏﾂｶ ﾁｴｽﾀ- ｱﾝﾅ ｴｺ-

TMF ﾘﾗ ｽﾊﾟ-ｸ ﾀﾞｽﾄ ｲﾝｸｽ-

KCF ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｲﾝｽﾀﾏﾃｲﾂｸ

ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘ- ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ﾗﾂｷ-

ﾗﾌﾞﾘ-ﾌｱ-ﾑ ｸｲﾝｼﾞｽ ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｲﾝ
ｽﾉ-ﾋﾙ ﾎﾜｲﾄ ｸｽﾄﾝ ET

ｱｻﾅﾍﾞ VB ﾙｲｽ ﾊﾟｼﾌｲﾂｸ
ﾌﾞﾗｲｱ- DSK ﾌｱ-ﾋﾞﾝ ﾌﾟﾚｺ

ﾌﾞﾗｲｱ- ﾌｱﾗ- ﾊﾞ-ﾋﾞﾝ D

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾝ ﾚﾃﾞｲ

KCF ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｲﾝｽﾀﾏﾃｲﾂｸ

名　　　　　　　　号
ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘ-ﾌ ﾍﾞｲﾘﾂﾁ ﾄﾞｱﾏﾝ
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾌﾞﾛｶｳ ﾙﾅ ET
ﾉ-ｽﾄﾞﾘ-ﾑ ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ ﾒﾘﾃﾞｲｱﾝ ﾌｲ-ﾙ
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ﾒﾘﾃﾞｲｱﾝ ｽﾀ-
S.F ﾓﾝﾄﾚ- ｱｲｸ
TMF ｸﾗﾂｼﾕ ﾓｳﾘ-ﾆﾖ ｼﾞﾔｽ ﾒｲ ﾌﾗﾜ-
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｽﾐ-ﾃﾞﾙ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ
SFF ﾒﾄﾞﾚ-ｸ ﾋﾞ-ｽﾀ-
ﾋﾞ-ﾁﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｼﾄﾞ ﾍﾌﾞﾝ
ｴﾑﾌﾞﾗﾂｸ ｸﾗﾂｼﾕ ﾛﾋﾞﾝ
TMF ﾘﾗ ｽﾊﾟ-ｸ ﾀﾞｽﾄ ｲﾝｸｽ-
SEA-LAKE JK ﾋﾞ-ﾏ- ｴﾙ
ｻﾝﾗｲｽﾞ LM ﾅﾂｺ ﾀﾞﾝﾃﾞｲ CEO
ｴﾎﾞﾘﾕ-ｼﾖﾝ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾛｲ
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾘｵ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ
TMF ﾅﾀﾞﾙ ﾏﾂｶ ﾁｴｽﾀ- ｱﾝﾅ ｴｺ-
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾐｽ ｷﾔﾋﾟﾀﾙ ｱﾘｼｱ
ﾌｱｲﾝ ｷﾔﾋﾟﾀﾙ ﾘﾘｰ
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ﾌﾞﾛｶｳ ﾅﾅﾐ-ﾅ
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ﾌﾞﾛｶｳ ｾﾙﾘｱﾝ
TMF ﾄﾞｱﾏﾝ ｴｸｼ- ｸﾞﾛﾘｱｽ ﾋﾞｽﾀ
GFF ﾎﾟﾝﾁﾔｸ ｼﾞﾝﾏﾆ- RED
ﾋﾞｸﾄﾘｱｽ ｻﾝﾁｴｽ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ﾓ-ﾄﾞﾘﾝ
ﾊﾂﾋﾟ-ﾗｲﾝ ARK ﾌﾞﾛｶｳ ｸﾞﾘﾂﾄ
IRG ﾀﾞﾝｹ- ｱｲｵ-ﾝ ET
ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｱｲｵ-ﾝ ﾎﾞﾙﾄﾝ
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ｼﾞﾖｲﾌﾙ ﾌﾞﾚｲｸ ｱｲ
ｼﾐｽﾞﾌｱ-ﾑ ｽﾄ-ﾝ ﾍﾞﾙｳ-ﾄﾞ B ﾌﾀｺﾞ
ﾉ-ｽﾗﾝﾄﾞ ﾊﾞﾝﾋﾞ-ﾅ ﾍﾙｼ-
ｲﾁｼﾞﾖｳﾌｱ-ﾑ KH ｵ-ｿﾝ
ｸｲ-ﾝﾋﾞﾕ- 89 ﾏﾂｶﾁｴﾝ
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾐｽﾃｲ ET
ｸﾞﾘﾀｱﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｲﾝ ﾋﾟｸｼ-
TMF ﾌﾞﾛｶｳ ﾀﾞﾝﾃﾞｲ- ﾒﾗﾆ-
ﾁｴﾘ-ﾗﾝﾄﾞ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｸﾞﾂﾄﾞ
OK ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｴﾙ
ｴﾘ-ﾄｼﾞｴﾝ ｼﾄﾞ ﾐﾂｼ- ET
YMB ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｴﾚｶﾞﾝｽ
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ﾌﾞﾂｸﾌﾞﾛﾝｽﾞ ﾍﾟﾂｼｴ ﾏﾝﾃﾞ-
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ｱﾌﾀ-ｼﾖﾂｸ ﾋﾟｱﾚｽ
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ｼﾞﾖｲﾌﾙ ｱｲｵ-ﾝ
ｸﾞﾘﾀｱﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾃﾝﾌﾟﾄﾚｽﾄ ｱｲ
ﾉ-ｽﾗﾝﾄﾞ ﾏｾﾗﾃｲ ｼﾞﾖﾊﾅ
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ﾏﾘﾅ-
ﾘｱｽｻｲﾄﾞ ｽﾊﾟ-ｸﾘ- ｼﾔ-ﾛﾂﾄ
KCF ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｲﾝｽﾀﾏﾃｲﾂｸ
ﾓ-ｼﾞﾔｽ WM Gﾁﾂﾌﾟ ﾚﾃﾞｲ-GAGA
ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘ-ﾌ ｾﾞﾝﾌﾞﾗ- ﾋﾙｽﾞ
ｼﾞﾔｸﾞﾛﾌﾞﾘﾂｼﾞ ｱﾙﾀｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ ｻﾝﾃﾞ-
ﾌｶｾﾌｱ-ﾑ YMS ｱ-ﾄ
ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘ- ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ﾗﾂｷ-
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾗｽﾄｸﾚｽﾄ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ
ｻｳｻﾞﾝﾄｻﾆ- ﾄｲｵ-ﾝ ｼﾖﾂｸ
ﾚﾂﾄﾞﾋﾞ-ﾝ ﾐﾂｷ- ｿﾁﾌｲ-ﾊﾞ-
ﾃﾞ-ﾓﾝｸﾛｽ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｱﾄﾘ-

ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾋﾞｸﾄﾘ- ﾋﾞﾕ-ﾃｲ ﾏｶﾛﾝ

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾝ ﾚﾃﾞｲ
ﾌﾞﾗｲｱ- ｶ-ﾝ ﾚｽ ﾊﾞﾝﾌﾞﾙ ｱﾌﾟﾘｺﾂﾄ
ﾌｱ-ﾑｹｲ ﾗﾂｷ- ﾁﾔ-ﾄ ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝ

ｳﾂﾃﾞｲﾗﾝﾄﾞ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ｴﾙﾄﾝ ET
ﾌﾞﾗﾒﾘｱ ｱﾊﾞﾀ- ｸﾘｱ
ｱｲﾍﾞﾘ- ｱﾚｷｻﾝﾀﾞ- ﾁｴﾘ-
ﾓ-ｼﾞﾔｽ ｱﾙﾀｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ ｱﾄﾘ-
OK ﾌﾞﾗｸｽﾄﾝ ﾀｲｶﾞ- ﾗｲﾗﾂｸ
ﾗﾌﾞﾘ-ﾌｱ-ﾑ ｸｲﾝｼﾞｽ ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｲﾝ

ﾌﾞﾗｲｱ- ﾙ-ﾍﾞﾝ ﾘﾒｶ- S ﾏ-ﾁﾝ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾀﾞｽﾄ ﾋﾞﾕ-ﾃｲ ｼﾄﾗｽ

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾊﾞﾝﾌﾞﾙﾋﾞ- ｱﾙﾌ

ｽﾉ-ﾋﾙ ﾎﾜｲﾄ ｸｽﾄﾝ ET
ﾊﾟﾃｲｴﾝｽ ﾌｵ-ｹ ﾄﾚ-ﾄﾞ ｱｲｵ-ﾝ
ﾋﾞﾂｸｼﾞﾝ ｽﾄ-ﾝｳｴﾙ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｱｽﾍﾟﾝ 
ｾﾌﾞﾝｽﾍﾌﾞﾝ BJ ｺﾞ-ﾙﾄﾞｳｲﾝ
ﾌﾞﾗｲｱ- DSK ﾌｱ-ﾋﾞﾝ ﾌﾟﾚｺ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾃｷ-ﾗ ｼﾞﾔｽﾐﾝ
ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾝ ｶﾑﾘ

ﾌﾞﾙ-ｴﾝｾﾞﾙ ﾊﾞﾗ-ﾄﾞ ｱﾂﾌﾟﾙ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾁ-ﾌ ﾗｽ ﾄﾞﾛｼ-
ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾍﾂﾄﾞﾗｲﾝ ﾀﾞｲｵﾝ

ﾓﾘﾉｳ ｶﾅﾃﾞｲｱﾝ ﾛﾂｷ-

ｱｻﾅﾍﾞ VB ﾙｲｽ ﾊﾟｼﾌｲﾂｸ
ｸﾞﾘ-ﾝｳﾂﾄﾞ ﾏｴｽﾄﾛ ｵﾌﾞ ﾃｷ-ﾗ ﾙﾝﾙﾝ

ﾌﾞﾗｲｱ- ﾌｱﾗ- ﾊﾞ-ﾋﾞﾝ D
ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾛﾂｷ- ｸﾞﾛ-ﾌﾞ ﾀﾞ-ﾘﾝ


