
　

出品者住所 氏　　　　　名

グランドチャンピオン 1307 号 岩手県葛巻町 八幡　勝幸 
リザーブグランドチャンピオン 1207 号 青森県六ケ所村 阿部　亨

ジュニアチャンピオン 322 号 岩手県一戸町 山火　裕司

リザーブジュニアチャンピオン 129 号 福島県磐梯町 足利　秀忠

インターミディエイトチャンピオン 1104 号 山形県上山市 Ferme Yuyu & Miss PV

リザーブインターミディエイトチャンピオン 1002 号 岩手県盛岡市 佐々木　総隆

シニアチャンピオン 1307 号 岩手県葛巻町 八幡　勝幸 
リザーブシニアチャンピオン 1207 号 青森県六ケ所村 阿部　亨

ジャージージュニアチャンピオン 1501 号 岩手県一戸町 松川　穣
ジャージーリザーブジュニアチャンピオン 1402 号 秋田県由利本荘市 花立牧場

ジャージーシニアチャンピオン 1601 号 岩手県滝沢市 岩手県立盛岡農業高等学校
ジャージーリザーブシニアチャンピオン 1704 号 秋田県由利本荘市 花立牧場

乳器最高位賞 1307 号 岩手県葛巻町 八幡　勝幸 

ベストショウマン賞 福島県　　　　目黒啓太

　 出品区分 順位 BU 産　地 出品者住所 氏　　　　　名
１席 129 号 自家産 福島県磐梯町 足利　秀忠
２席 123 号 自家産 山形県南陽市 近野　あゆみ

第１部 ３席 119 号 自家産 宮城県丸森町 (有)半澤牧場
４席 111 号 自家産 岩手県大船渡市 千葉　修幸
５席 105 号 自家産 山形県米沢市 太田　智彦
１席 222 号 自家産 福島県鏡石町 目黒　啓太
２席 210 号 自家産 岩手県葛巻町 折元　大樹

第２部 ３席 205 号 自家産 山形県川西町 山形県立置賜農業高等学校
４席 218 号 自家産 青森県東北町 伊藤　彰英
５席 204 号 自家産 宮城県栗原市 (有)小山牧場
１席 322 号 自家産 岩手県一戸町 山火　裕司
２席 307 号 自家産 岩手県葛巻町 上野　勝俊 

第３部 ３席 315 号 自家産 山形県高畠町 鈴木　拓郎
４席 306 号 自家産 宮城県大崎市 八巻　誠
５席 314 号 岩手県産 岩手県岩泉町 上館　勝国
１席 409 号 自家産 岩手県葛巻町 中村　大地
２席 408 号 自家産 岩手県岩泉町 佐々木　秀樹

第４部 ３席 401 号 自家産 岩手県滝沢市 岩手県立盛岡農業高等学校
４席 402 号 自家産 岩手県久慈市 大芦　和生
５席 410 号 北海道産 宮城県名取市 宮城県農業高等学校
１席 507 号 自家産 岩手県滝沢市 岩手県立盛岡農業高等学校
２席 504 号 自家産 山形県高畠町 鈴木　拓郎

第５部 ３席 506 号 自家産 山形県米沢市 太田　智彦
４席 505 号 自家産 宮城県丸森町 一條　薫
５席 508 号 自家産 岩手県滝沢市 岩手県立盛岡農業高等学校
１席 602 号 ○ 自家産 岩手県葛巻町 中六角　保広
２席 601 号 自家産 岩手県洋野町 堤内　武人

第６部 ３席 604 号 自家産 岩手県滝沢市 齋藤　昌浩
４席 603 号 自家産 岩手県葛巻町 八幡　勝幸 
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 712 号 ○ 自家産 岩手県葛巻町 折元　大樹
２席 707 号 自家産 山形県米沢市 太田　智彦

第７部 ３席 704 号 自家産 岩手県葛巻町 折元　大樹
４席 713 号 自家産 岩手県九戸村 欠端　浩美
５席 701 号 自家産 青森県八戸市 奥沢　一英
１席 805 号 ○ 自家産 山形県高畠町 鈴木　拓郎
２席 810 号 自家産 岩手県遠野市 佐野　茂樹

第８部 ３席 807 号 自家産 宮城県大崎市 濱田　賢志
４席 801 号 自家産 宮城県大崎市 八巻　誠
５席 804 号 自家産 青森県六ケ所村 橋本　拓也
１席 903 号 ○ 岩手県産 山形県高畠町 鈴木　拓郎
２席 904 号 自家産 岩手県久慈市 外谷　辰也

第９部 ３席 901 号 自家産 岩手県洋野町 清水　繁勝
４席 902 号 自家産 青森県六ケ所村 阿部　亨
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1002 号 ○ 自家産 岩手県盛岡市 佐々木　総隆

　 ２席 1006 号 自家産 青森県横浜町 斗米　伸也
第１０部 ３席 1007 号 自家産 岩手県葛巻町 漆真下　孝幸 

４席 1008 号 自家産 岩手県遠野市 佐野　茂樹
５席 1003 号 自家産 岩手県葛巻町 中六角　保広
１席 1104 号 ○ 岩手県産 山形県上山市 Ferme Yuyu & Miss PV
２席 1102 号 自家産 宮城県大崎市 八巻　誠

第１１部 ３席 1103 号 自家産 福島県猪苗代町 成田　昌弘
４席 0 号 #N/A #N/A #N/A
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1207 号 ○ 自家産 青森県六ケ所村 阿部　亨
２席 1210 号 自家産 福島県石川町 小豆畑　正一

第１２部 ３席 1201 号 自家産 岩手県葛巻町 酒多　利明
４席 1208 号 自家産 岩手県葛巻町 八幡　勝幸 
５席 1204 号 自家産 岩手県葛巻町 今侍　秀幸
１席 1307 号 ○ 自家産 岩手県葛巻町 八幡　勝幸 
２席 1308 号 自家産 岩手県滝沢市 鈴木　稔

第１３部 ３席 1303 号 自家産 山形県上山市 渡辺　雄大
４席 1302 号 自家産 宮城県丸森町 (有)半澤牧場
５席 1304 号 北海道産 宮城県丸森町 (有)半澤牧場
１席 1402 号 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場
２席 1404 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場

第１４部 ３席 1401 号 自家産 岩手県一戸町 松川　穣
４席 1403 号 自家産 岩手県洋野町 田代　人貴
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1501 号 自家産 岩手県一戸町 松川　穣
２席 1502 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場

第１５部 ３席 1503 号 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場
４席 0 号 #N/A #N/A #N/A
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1601 号 ○ 自家産 岩手県滝沢市 岩手県立盛岡農業高等学校
２席 1602 号 自家産 岩手県一戸町 松川　穣

第１６部 ３席 1603 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
４席 0 号 #N/A #N/A #N/A
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1704 号 ○ 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場
２席 1701 号 自家産 岩手県一戸町 松川　穣

第１7部 ３席 1703 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
４席 1705 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
５席 1706 号 自家産 岩手県一戸町 松川　穣

　※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　　　　

２０１８　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

全農岩手県本部中央家畜市場

名　　　　　　　　号
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾎﾙﾃﾂｸｽ ﾊﾏ-

ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ RDC ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｶﾘﾝ

出品番号

YMB ｸﾗﾂｼﾕ ｶﾞ-ﾄﾞ ﾏ-ｼﾞﾝ ﾌﾚﾝｽﾞ

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾃﾞ-ﾙ ﾄﾞｱﾏﾝ ﾏ-ﾃﾙ

ﾐｽ PV ｶﾙﾌﾞﾚﾂﾄ ｴｱﾘﾌﾄ ｻﾐ-

ﾁｴﾘ-ﾗﾝﾄﾞ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｸﾞﾂﾄﾞ

ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾎﾙﾃﾂｸｽ ﾊﾏ-
ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ RDC ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｶﾘﾝ

ﾌﾞﾗｲｱ- DSK ﾌｱ-ﾋﾞﾝ ﾌﾟﾚｺ
ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾄﾞﾚ-ﾊﾟ- ﾌﾘ-ﾀﾞﾑ

ﾓﾘﾉｳ ｶﾅﾃﾞｲｱﾝ ﾛﾂｷ-

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾐｽﾁ-ﾌ ﾄﾚｲﾝ

ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾎﾙﾃﾂｸｽ ﾊﾏ-

名　　　　　　　　号
ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾃﾞ-ﾙ ﾄﾞｱﾏﾝ ﾏ-ﾃﾙ
ﾆｱﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾓ-ﾄﾞﾘﾝ ﾃﾞﾝﾌﾟｼ- ｿﾛﾓﾝ
ｴﾘ-ﾄｼﾞｴﾝ HOC ｱﾒﾘｱ ET
ﾘｱｽｻｲﾄﾞ ﾏﾔ ﾌﾞﾛ- ET
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｰﾏｰ ﾁｻ ｴﾙｻ
ｴﾑﾌﾞﾗﾂｸ ｸﾗﾂｼﾕ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ｱｲｵ-ﾝ ﾄﾗﾃﾞｲｼﾖﾝ DB ﾊﾉ
ﾊｲｽｸ-ﾙｵｷﾉ- ﾄﾞｱﾏﾝ ｼﾔｲﾝ
IHF ﾎﾜｲﾄﾍﾞﾙ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ
ｱｲｽｳﾞｲﾚﾂｼﾞ ｱﾃｲﾂｸ ｱﾘｽ
YMB ｸﾗﾂｼﾕ ｶﾞ-ﾄﾞ ﾏ-ｼﾞﾝ ﾌﾚﾝｽﾞ
ｴﾎﾞﾘﾕ-ｼﾖﾝ ｿﾛﾓﾝ ﾛｲ ET
ﾍﾞﾙｽﾀｰ FF ｼﾞﾕﾃﾞｲｳｯﾄﾞ
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ﾍﾞﾝﾄﾚ- ﾋﾟｱﾚｽ
ﾌﾞﾂｸﾌﾞﾛﾝｽﾞ GB ｿﾛﾓﾝ ﾃﾞﾌﾞｲｽﾃｲ
ﾓ-ｼﾞﾔｽ ﾄﾞｱﾏﾝ ﾎﾟﾂｷ- ｽﾀ- ET
ﾋﾟ-ﾀ-ﾁｴ ﾐﾅｸﾙ ｷﾔﾋﾟｷﾔﾋﾟ
ﾓﾘﾉｳ ﾃﾞﾀ- ﾐﾈ-ｼﾖﾝ
OH ｴｱﾘﾌﾄ ｶﾃﾘ-ﾅ
ｵﾑﾗ ﾁﾂﾌﾟ ｲﾝ ﾔﾙｼﾞﾔﾝ
ﾓﾘﾉｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌｱｲﾅﾙ
ﾍﾞﾙｽﾀ- ﾕ-ﾕ- ﾏﾂｶﾁｴﾝ 2 ET
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾌﾞﾛｶｳ ﾙﾅ ET
ｲﾁｼﾞﾖｳﾌｱ-ﾑ ｾｼﾞｽ ｷﾔﾝﾃﾞｲ ｸﾗﾂｼﾕ
ﾓﾘﾉｳ KED ﾄﾘﾌﾟﾙ ﾜﾝ
ﾘﾊﾞﾃｲｰﾌｱｰﾑ ｱｲｵｰﾝ ｽﾄｰﾘｰ
ｱｲﾍﾞﾘ- ﾊﾁｺ ﾃｲﾅ
ﾊﾟﾃｲｴﾝｽ ﾙﾝﾄﾞｶﾄﾙ ﾘﾗｲﾌﾞﾙ
ﾋﾟｰｽﾊﾞﾚｰ ｳｲﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱﾘｼｱ ｱｲ
#N/A
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ﾌﾞﾚ-ｸ ｲﾈﾂﾄ
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾘｵ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾒｲ
ﾛ-ｽﾞ ﾗﾗﾓ-ﾆﾝｸﾞ ｾﾌﾞﾝﾃﾞ-
ｵｸﾞｼﾞﾔ ﾕﾆｸｽ ﾃｲﾝﾊﾟﾆ-
ﾍﾞﾙｽﾀ- FF ｼﾞﾕﾃﾞｲ ｱﾄﾞｳﾂﾄﾞ
ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘ- ｱｽﾄｱ ﾀﾙﾎﾞﾂﾄ ﾜｲﾔ- RED
ﾋﾞ-ﾁﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾄﾂﾌﾟｼ- ｼﾝｷﾞﾝｸﾞﾌﾞﾙﾂｸ
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ﾌﾞﾛｶｳ ｾﾙﾘｱﾝ
ｱ-ﾑｽﾄ-ﾝ RDC ﾋﾞ-ﾏ- ﾋﾟ-ﾁｾﾚﾌﾞﾘﾃｲ ET
ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｱｲｵ-ﾝ ﾎﾞﾙﾄﾝ
ﾉ-ｽﾗﾝﾄﾞ ｽﾌﾟﾗﾂｼﾕ ﾍﾙｼ-
ｼﾐｽﾞﾌｱ-ﾑ ｽﾄ-ﾝ ﾍﾞﾙｳ-ﾄﾞ B ﾌﾀｺﾞ
ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ RDC ﾍﾟﾛ- ｶﾘﾝ
#N/A
ﾁｴﾘ-ﾗﾝﾄﾞ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｸﾞﾂﾄﾞ
STF ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾁﾂﾌﾟ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 
ｽﾉ-ﾋﾙ ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ ｼﾄﾞ
ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘ- ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ ﾗﾂｷ- ﾁｴﾝ

ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾎﾙﾃﾂｸｽ ﾊﾏ-

ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙﾂｸ ｽﾀ- ET
ﾐｽ PV ｶﾙﾌﾞﾚﾂﾄ ｴｱﾘﾌﾄ ｻﾐ-
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ｱﾌﾀ-ｼﾖﾂｸ ﾋﾟｱﾚｽ
ﾌﾘ-ﾌｱ-ﾑ ﾄﾜｲﾗｲﾄ ﾊ-ｹﾞﾝ
#N/A
#N/A

申請中

#N/A

ﾓﾘﾉｳ ｶﾅﾃﾞｲｱﾝ ﾛﾂｷ-
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

ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ RDC ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｶﾘﾝ
ﾚﾂﾄﾞﾋﾞ-ﾝ ﾒﾛﾃﾞｲ- ｱﾚｷｻﾝﾀﾞ- ｶﾌﾟ
ﾐｽ PV ﾚ-ｶﾞﾝｸﾚｽﾄ ｽﾊﾟ-ｸ
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ｼﾞﾖｲﾌﾙ ｱｲｵ-ﾝ
ｽﾄﾚ-ﾄﾌｱ-ﾑ ﾗﾂｷ- ｽﾊﾟ-ｸ ﾓﾝﾁ- ET

ﾌﾞﾗｲｱ- ｶ-ﾝ ｱﾐﾃｲ ｱﾜ-ﾄﾞ ｱﾌﾟﾘ

#N/A
#N/A

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾃｷ-ﾗ ﾓﾝﾀﾅ

ｾﾌﾞﾝｽﾍﾌﾞﾝ BJ ﾌｱ-ｽﾄ ｻﾝﾁｴｽ ET
ﾕ-ﾕ- ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｼﾞ-ﾆ- ET
ﾌﾞﾗﾒﾘｱ ｱﾊﾞﾀ- ｸﾘｱ
ﾄﾞﾘ-ﾑﾋﾙ 20360 ｺﾞｳ
ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾄﾞﾚ-ﾊﾟ- ﾌﾘ-ﾀﾞﾑ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ｻｸｾｽ ｿﾌｲ ｱﾘｼｱ

平成30年10月27日

ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾋﾞｸﾄﾘ- ｿﾌｲｱ ﾛ-ﾚﾝ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾛﾂｷ- ｸﾞﾛ-ﾌﾞ ﾀﾞ-ﾘﾝ
ﾌﾞﾗｲｱ- ﾌｱﾗ- ﾊﾞ-ﾋﾞﾝ D

#N/A

ﾌﾞﾗｲｱ- ﾏ-ﾁﾝ ｱﾌﾞﾗﾑ
#N/A
ﾌﾞﾗｲｱ- DSK ﾌｱ-ﾋﾞﾝ ﾌﾟﾚｺ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ｴﾙﾊﾟｿ ｼﾞﾕﾘｱﾝ

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾐｽﾁ-ﾌ ﾄﾚｲﾝ


