
　

出品者住所 氏　　　　　名

グランドチャンピオン 1304 号 山形県川西町 置賜農業高等学校
リザーブグランドチャンピオン 706 号 福島県盤梯町 足利　秀忠

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 231 号 北海道岩見沢市 ㈱瀬能牧場

インターミディエイトチャンピオン 706 号 福島県盤梯町 足利　秀忠

リザーブインターミディエイトチャンピオン 603 号 山形県米沢市 太田　智彦

シニアチャンピオン 1304 号 山形県川西町 置賜農業高等学校
リザーブシニアチャンピオン 1206 号 宮城県丸森町 ㈲半澤牧場

ジャージージュニアチャンピオン 1401 号 岩手県滝沢市 盛岡農業高等学校
ジャージーリザーブジュニアチャンピオン 1402 号 秋田県にかほ市 土田牧場

ジャージーシニアチャンピオン 1706 号 秋田県にかほ市 土田牧場
ジャージーリザーブシニアチャンピオン 1601 号 岩手県一戸町 松川　穣

乳器最高位賞 1304 号 山形県川西町 置賜農業高等学校

ベストショウマン賞 岩手県洋野町　清水　利月

　 出品区分 順位 BU 産　地 出品者住所 氏　　　　　名
１席 117 号 自家産 青森県三沢市 大森　将範
２席 115 号 自家産 岩手県葛巻町 MSPV&YUYU

第１部 ３席 113 号 自家産 岩手県葛巻町 中村　大地
４席 119 号 福島県産 山形県川西町 置賜農業高等学校
５席 102 号 自家産 岩手県葛巻町 中六角　保広
１席 231 号 自家産 北海道岩見沢市 ㈱瀬能牧場
２席 212 号 自家産 山形県米沢市 太田　智彦

第２部 ３席 232 号 北海道産 北海道札幌市 Cow　Cauca
４席 224 号 北海道産 北海道広尾町 佐藤　孝一
５席 220 号 自家産 山形県高畠町 深瀬　幸二
１席 310 号 自家産 北海道岩見沢市 ㈱瀬能牧場
２席 318 号 自家産 岩手県葛巻町 ㈱Peace Valley Dalry

第３部 ３席 325 号 自家産 山形県米沢市 太田　智彦
４席 311 号 北海道産 山形県米沢市 太田　智彦
５席 308 号 宮城県産 山形県上山市 ﾍﾞﾙｽﾀｰ&ﾕｰﾕｰ
１席 411 号 北海道産 北海道広尾町 佐藤　孝一
２席 410 号 北海道産 山形県米沢市 太田　智彦

第４部 ３席 414 号 宮城県産 山形県上山市 渡辺　雄大
４席 401 号 北海道産 北海道北広島市 岩田　政彦
５席 409 号 自家産 岩手県葛巻町 中村　大地
１席 503 号 北海道産 山形県米沢市 太田　智彦
２席 506 号 自家産 岩手県葛巻町 上野　勝俊

第５部 ３席 504 号 自家産 宮城県丸森町 ㈲半澤牧場
４席 505 号 自家産 岩手県盛岡市 佐々木　総隆
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 603 号 ○ 北海道産 山形県米沢市 太田　智彦
２席 604 号 自家産 秋田県由利本荘市 農事組合法人 新林牧場

第６部 ３席 0 号 #N/A #N/A #N/A
４席 0 号 #N/A #N/A #N/A
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 706 号 ○ 自家産 福島県盤梯町 足利　秀忠
２席 716 号 自家産 岩手県葛巻町 酒多　利明

第７部 ３席 704 号 岩手県産 岩手県岩泉町 千葉　正勝
４席 711 号 自家産 青森県六ヶ所村 畠山　健一
５席 709 号 自家産 岩手県滝沢市 盛岡農業高等学校
１席 801 号 ○ 自家産 岩手県葛巻町 酒多　利明
２席 802 号 自家産 福島県本宮市 ㈱T･ﾕﾆｵﾝﾃﾞｰﾘｨ

第８部 ３席 805 号 自家産 岩手県滝沢市 盛岡農業高等学校
４席 807 号 自家産 山形県米沢市 太田　智彦
５席 806 号 自家産 岩手県葛巻町 松浦　陽冶
１席 902 号 ○ 自家産 岩手県洋野町 清水　繁勝
２席 901 号 自家産 岩手県洋野町 堤内　宙

第９部 ３席 903 号 自家産 岩手県葛巻町 ㈱Peace Valley Dalry
４席 904 号 自家産 岩手県滝沢市 齋藤　昌浩
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1008 号 ○ 自家産 岩手県洋野町 清水　繁勝

　 ２席 1005 号 自家産 岩手県葛巻町 中村　大地
第１０部 ３席 1006 号 自家産 岩手県葛巻町 折元　大樹

４席 1003 号 自家産 岩手県久慈市 外谷　辰也
５席 1004 号 自家産 岩手県葛巻町 村澤　由明
１席 1101 号 ○ 自家産 岩手県滝沢市 鈴木　稔
２席 1102 号 自家産 宮城県大崎市 濱田　賢志

第１１部 ３席 1107 号 自家産 福島県猪苗代町 成田　昌弘
４席 1106 号 自家産 岩手県八幡平市 田村　勝
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1206 号 ○ 自家産 宮城県丸森町 ㈲半澤牧場
２席 1204 号 自家産 岩手県葛巻町 ㈱Peace Valley Dalry

第１２部 ３席 1205 号 自家産 岩手県雫石町 町場　忠之
４席 1202 号 自家産 岩手県岩手町 畑中　秋男
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1304 号 ○ 北海道産 山形県川西町 置賜農業高等学校
２席 1301 号 自家産 青森県三沢市 ㈱ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘｰﾌ

第１３部 ３席 1302 号 自家産 青森県六ヶ所村 阿部　亨
４席 1305 号 自家産 岩手県葛巻町 ㈱Peace Valley Dalry
５席 1303 号 自家産 岩手県滝沢市 宮林　泰之
１席 1401 号 自家産 岩手県滝沢市 盛岡農業高等学校
２席 1402 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場

第１４部 ３席 1405 号 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場
４席 1403 号 自家産 岩手県一戸町 松川　穣
５席 1404 号 自家産 岩手県洋野町 田代　人貴
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 岩手県一戸町 松川　穣
２席 0 号 #N/A #N/A #N/A

第１６部 ３席 0 号 #N/A #N/A #N/A
４席 0 号 #N/A #N/A #N/A
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1706 号 ○ 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
２席 1705 号 自家産 秋田県由利本荘市 花立牧場

第１7部 ３席 1704 号 自家産 岩手県一戸町 松川　穣
４席 1702 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
５席 1703 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　　　　
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ﾌﾞﾗｲｱ- ｶ-ﾝ ｱﾐﾃｲ ｱﾜ-ﾄﾞ ｱﾌﾟﾘ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾃｷ-ﾗ ｼﾞﾔｽﾐﾝ
ﾌﾞﾗｲｱ- ﾙ-ﾍﾞﾝ ﾘﾒｶ- S ﾏ-ﾁﾝ

#N/A

ﾌﾞﾗｲｱ- ﾌｱﾗ- ｷﾝｸﾞ ﾊﾞ-ﾅ ｶ-ﾝ
ﾌﾞﾗｲｱ- ﾏ-ﾁﾝ ｱﾌﾞ
ﾌﾞﾗｲｱ- ﾌｱﾗ- ﾊﾞ-ﾋﾞﾝ D ﾊﾞﾅｺ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ｴﾙﾊﾟｿ ﾁﾔ-ﾐﾝｸﾞ ﾚｲ

ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾋﾞｸﾄﾘ- ｿﾌｲｱ ﾛ-ﾚﾝ
ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾃｷ-ﾗ ﾊﾟﾗｺﾞﾝ

#N/A
#N/A

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾓﾝﾀﾅｼｽﾀ-ｽﾞ ﾙﾙ ET

ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘ-ﾌ ｾﾞﾝﾌﾞﾗ- ﾋﾙｽﾞ
ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ RDC ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｶﾘﾝ
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾎﾙﾃﾂｸｽ ﾊﾏ-
ｻｳｻﾞﾝﾄｻﾆ- ﾄｲｵ-ﾝ ｼﾖﾂｸ
ﾓﾘﾉｳ ｾﾛ ﾄ-ﾚ
ｻﾝﾊﾞﾚ- ｴｷｻｲﾃ-ｼﾖﾝ ﾗｽ ﾛ-ﾚﾙ
ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾃｷ-ﾗ ｽ-ﾌﾟﾗ

#N/A

ﾌﾞﾗｲｱ- ｸﾞﾚｲﾄ ﾏ-ﾁﾝ ﾌﾟﾗﾑ
#N/A
#N/A

ｴﾘ-ﾄｼﾞｴﾝ ｼﾄﾞ ﾐﾂｼ- ET
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ｱﾌﾀ-ﾁﾂﾌﾟ ﾋﾛ
MF ﾎﾜｲﾄ ﾊﾑ GC
ﾌｲ-ﾙﾄﾞｽﾀ- ﾎﾞﾙﾄﾝ OP ﾌﾞﾗﾂﾄﾞﾆﾂｸ
#N/A
TLM ｶﾘｽﾏ ﾌﾞﾗﾂｸ ﾚｷｼｺﾝ

ﾑﾗｻﾜﾌｱ-ﾑ ｱﾙﾀｼ-ｲ-ｵ- ｲﾂﾁ
ｾﾌﾞﾝｽﾍﾌﾞﾝ BJ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｺﾏﾝﾀﾞ-
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
ﾌﾘ-ﾌｱ-ﾑ ｸﾘ-ﾒﾙ ｻﾞﾂﾊﾟ-ﾝ
ﾌﾞﾚｲｸｽﾙ- ﾁﾂﾌﾟ ｴｸｾﾙｼｱ
#N/A

ﾊﾟﾃｲｴﾝｽ ﾙﾝﾄﾞ ｶﾄﾙ ﾘﾗｲﾌﾞﾙ
#N/A
ﾌﾙﾊｳｽ ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝ ﾒﾘ-
ﾓ-ｼﾞﾔｽ LF ﾄﾞｱﾏﾝ ｽﾃﾌｱﾆ- ET
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ﾌﾞﾚ-ｸ ｲﾈﾂﾄ
ﾉ-ｽﾗﾝﾄﾞ KD ﾌｲ-ﾊﾞ- ﾌﾞﾛｶｳ

ﾓﾘﾉｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌｱｲﾅﾙ
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｽﾐ-ﾃﾞﾙ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ
ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ ﾐｽﾁ-ﾌ ﾄﾞｱﾏﾝ ET
ｼﾐｽﾞﾌｱ-ﾑ ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝ ｶﾞ-ﾙ
ｱｲﾍﾞﾘ- ﾊﾁｺ ﾃｲﾅ
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ﾐｽﾃｲ 

ﾐｽ PV ｸﾗﾂｼﾕ ｽﾊﾟ-ｸ
ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾞﾙ- ﾊ-ｹﾞﾝ ｾﾌﾞﾝｳｲﾝﾄﾞ ﾁﾂﾌﾟ 
ﾌﾞﾗｽﾄ ﾊﾞｲｳｴｲ ｱﾝﾅ ｴｺ-
ﾓﾘﾉｳ ﾃﾞﾀ- ﾐﾈ-ｼﾖﾝ
ﾐｽ PV ｶﾌﾞﾘ ｱﾄﾘ-ｽﾞ
T.ﾕﾆｵﾝ ｸﾗﾂｼﾕ ｴﾘｼｱ

ﾌﾟﾗﾑｵ-ﾁﾔ-ﾄﾞ ｽﾊﾟ-ｸ ﾛﾋﾞﾝ
ｼﾔｲﾝｽﾞﾋﾙ ﾛ-ﾓﾝﾄ ｽﾊﾟｲﾗﾙ
#N/A
#N/A
#N/A
ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾃﾞ-ﾙ ｿﾛﾓﾝ ｴﾗﾝﾄﾞ

K4 ﾓ-ｼﾞﾔｽ ﾌﾞﾚ-ｸ ﾘｺﾘﾂｼﾕ
TMF ｴｸｼ-ﾄﾞ ﾄﾞｱﾏﾝ ｳ-ﾏﾝ ﾛ-ｽﾞ
ｴﾎﾞﾘﾕ-ｼﾖﾝ ﾌﾞﾛｶｳ ｼﾞﾔｽ
ｴﾘ-ﾄｼﾞｴﾝ HOC ｱﾒﾘｱ ET
ﾁｴﾘ-ﾗﾝﾄﾞ ﾕﾆｸｽ ﾏﾂｸｽ
#N/A

ﾊﾂﾋﾟ-ﾗｲﾝ ｿﾛﾓﾝ ｱｲﾘｽ ET
ｴﾘ-ﾄｼﾞｴﾝ ﾕﾆｸｽ ｼﾞ-ﾝ ET
ｴﾙﾑﾚ-ﾝ ｿﾛﾓﾝ ｻﾝﾗｲｽﾞ
ﾊﾂﾋﾟ-ﾗｲﾝ ﾄﾞｱﾊﾞ-ｼﾞ ｱﾝﾌﾞﾚﾗ
ﾋﾞﾂｸﾞｲﾝ ﾕ-ﾕ- ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｼﾞ-ﾆ- ET
ﾛﾂｸﾍﾙｽ ﾕﾆｸｽ ｱﾂﾄﾞ ﾎﾞﾙﾃ-ｼﾞ ET

ｵﾑﾗ ｿﾛﾓﾝ ｱﾍﾞｲﾙ ET
TMF ﾘﾗ ﾃﾞﾝﾊﾞ- ﾎﾌﾏﾝ ﾐﾈﾑ ｲﾝｸｽ-
ﾌｶｾﾌｱｰﾑ ﾋﾞﾂｸｼﾞﾝ ﾃｲｱｰｽﾞ
SF ﾒﾘﾃﾞｲｱﾝ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ
K ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾌｱ-ｽﾄ ｼｽ ET
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾒﾗﾆ- ｶﾚﾝ

申請中
K ﾓ-ｼﾞﾔｽ PC ｿﾛ ｽﾃｲｺﾞ-ﾙﾄﾞ ET
ﾐﾈﾛ ﾚｼﾞｴﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗﾂｸ
ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｸﾗﾂｼﾕ ｴｱﾍﾞﾃｲ-
SF ﾓﾝﾄﾚ- S ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾏｳｲ ｶﾚﾝ

ｻﾝﾊﾞﾚ- ｴｷｻｲﾃ-ｼﾖﾝ ﾗｽ ﾛ-ﾚﾙ

ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾋﾞｸﾄﾘ- ｿﾌｲｱ ﾛ-ﾚﾝ

ﾌﾞﾗｲｱ- ｸﾞﾚｲﾄ ﾏ-ﾁﾝ ﾌﾟﾗﾑ

TLM ｶﾘｽﾏ ﾌﾞﾗﾂｸ ﾚｷｼｺﾝ

名　　　　　　　　号
ﾉ-ｽｻｲﾄﾞ ﾋﾞﾂｸﾞｱｲ ﾄﾞｱﾏﾝ

SF ﾓﾝﾄﾚ- S ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾃﾞ-ﾙ ｿﾛﾓﾝ ｴﾗﾝﾄﾞ

ﾌﾟﾗﾑｵ-ﾁﾔ-ﾄﾞ ｽﾊﾟ-ｸ ﾛﾋﾞﾝ

TLM ｶﾘｽﾏ ﾌﾞﾗﾂｸ ﾚｷｼｺﾝ
ｴﾘ-ﾄｼﾞｴﾝ ｼﾄﾞ ﾐﾂｼ- ET

ﾓﾘﾉｳ ｾﾛ ﾄ-ﾚ

２０１９　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
TLM ｶﾘｽﾏ ﾌﾞﾗﾂｸ ﾚｷｼｺﾝ

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾃﾞ-ﾙ ｿﾛﾓﾝ ｴﾗﾝﾄﾞ

出品番号

ｴﾙﾑﾚ-ﾝ ｿﾛﾓﾝ ｻﾝﾗｲｽﾞ


