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出品者住所 氏　　　　　名

グランドチャンピオン 605 号 岩手県葛巻町 中六角保広
リザーブグランドチャンピオン 1109 号 山形県高畠町 鈴木拓郎

ジュニアチャンピオン 216 号 山形県米沢市 太田智彦

リザーブジュニアチャンピオン 103 号 山形県米沢市 太田智彦

インターミディエイトチャンピオン 605 号 岩手県葛巻町 中六角保広

リザーブインターミディエイトチャンピオン 1017 号 岩手県葛巻町 八幡勝幸

シニアチャンピオン 1109 号 山形県高畠町 鈴木拓郎
リザーブシニアチャンピオン 1111 号 青森県三沢市 ㈱ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘｰﾌ

ジャージージュニアチャンピオン 1401 号 岩手県一戸町 松川 穣
ジャージーリザーブジュニアチャンピオン 1404 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 1603 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 1605 号 岩手県一戸町 松川 穣

乳器最高位賞 605 号 岩手県葛巻町 中六角保広

ベストショウマン賞 さん

　 出品区分 順位 BU 産　地 出品者住所 氏　　　　　名
１席 103 号 自家産 山形県米沢市 太田智彦
２席 106 号 自家産 山形県高畠町 鈴木拓郎

第１部 ３席 114 号 自家産 宮城県大崎市 八巻 誠
４席 112 号 自家産 宮城県栗原市 ㈲小山牧場
５席 108 号 自家産 岩手県一戸町 西舘友紀
１席 216 号 自家産 山形県米沢市 太田智彦
２席 218 号 岩手県産 岩手県岩泉町 上舘昌彦

第２部 ３席 223 号 福島県産 山形県上山市 ベルスター＆ユーユー
４席 205 号 自家産 福島県田村市 白土達也
５席 210 号 自家産 岩手県滝沢市 鈴木 稔
１席 314 号 自家産 岩手県盛岡市 中山真人
２席 321 号 自家産 岩手県久慈市 外谷辰也

第３部 ３席 325 号 自家産 岩手県葛巻町 折元大樹
４席 326 号 自家産 山形県南陽市 近野あゆみ
５席 307 号 自家産 宮城県加美町 千葉義文
１席 410 号 自家産 宮城県大崎市 八巻 誠
２席 407 号 自家産 福島県郡山市 (公財)郡山市観光交流振興公社

第４部 ３席 404 号 自家産 岩手県一戸町 西舘政和
４席 407A 号 新潟県 山形県高畠町 鈴木　拓郎
５席 408 号 自家産 青森県六ケ所村 ㈲大森ｶｳｽﾃｰｼｮﾝ
１席 509 号 自家産 山形県米沢市 太田智彦
２席 502 号 自家産 岩手県一戸町 山火裕司

第５部 ３席 501 号 自家産 宮城県大崎市 濱田賢志
４席 506 号 宮城県産 宮城県丸森町 ｴﾘｰﾄｼﾞｪﾈﾃｨｸｽ㈱
５席 505 号 自家産 岩手県滝沢市 岩手県立盛岡農業高等学校
１席 605 号 ○ 自家産 岩手県葛巻町 中六角保広
２席 611 号 自家産 山形県上山市 渡辺 一

第６部 ３席 609 号 自家産 岩手県雫石町 小岩井農場
４席 606 号 自家産 山形県南陽市 近野あゆみ
５席 610 号 自家産 岩手県金ヶ崎町 山口秀雄
１席 708 号 ○ 自家産 青森県六ケ所村 阿部 亨
２席 701 号 北海道産 山形県米沢市 太田智彦

第７部 ３席 709 号 自家産 岩手県葛巻町 中村大地
４席 706 号 自家産 宮城県丸森町 ㈲半澤牧場
５席 705 号 自家産 岩手県滝沢市 岩手県立盛岡農業高等学校
１席 808 号 ○ 自家産 福島県石川町 小豆畑正一
２席 805 号 自家産 岩手県葛巻町 八幡勝幸

第８部 ３席 807 号 自家産 岩手県滝沢市 太田 哲
４席 802 号 自家産 岩手県遠野市 佐野茂樹
５席 804 号 自家産 青森県六ケ所村 高田秀雄
１席 907 号 ○ 自家産 宮城県角田市 ㈲渡辺ファーム
２席 910 号 自家産 宮城県角田市 ㈲渡辺ファーム

第９部 ３席 905 号 青森県産 青森県六ケ所村 ㈲大森ｶｳｽﾃｰｼｮﾝ
４席 911 号 自家産 岩手県葛巻町 東館　光男
５席 906 号 自家産 岩手県葛巻町 折元大樹
１席 1017 号 ○ 自家産 岩手県葛巻町 八幡勝幸

　 ２席 1005 号 自家産 山形県上山市 渡辺雄大
第１０部 ３席 1008 号 北海道産 宮城県丸森町 ㈲半澤牧場

４席 1016 号 自家産 青森県六ケ所村 五十嵐泰士
５席 1015 号 自家産 岩手県久慈市 外谷辰也
１席 1109 号 ○ 新潟県産 山形県高畠町 鈴木拓郎
２席 1111 号 北海道産 青森県三沢市 ㈱ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾘｰﾌ

第１１部 ３席 1113 号 自家産 宮城県丸森町 ㈲半澤牧場
４席 1114 号 岩手県産 岩手県盛岡市 中山真人
５席 1104 号 自家産 青森県八戸市 奥沢一英
１席 1202 号 自家産 山形県米沢市 太田智彦
２席 1208 号 自家産 山形県上山市 木村清吉

第１２部 ３席 1204 号 自家産 岩手県洋野町 堤内武人
４席 1209 号 ○ 自家産 宮城県丸森町 一條 薫
５席 1207 号 自家産 青森県六ケ所村 五十嵐泰士
１席 1303 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣
２席 1301 号 自家産 秋田県由利本荘市 鳥海高原花立牧場

第１３部 ３席 1302 号 自家産 秋田県由利本荘市 相庭香月
４席 0 号 #N/A #N/A #N/A
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1401 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣
２席 1404 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場

第１４部 ３席 1402 号 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
４席 1403 号 自家産 秋田県由利本荘市 鳥海高原花立牧場
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1502 号 ○ 自家産 秋田県由利本荘市 鳥海高原花立牧場
２席 1501 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣

第１５部 ３席 1503 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣
４席 0 号 #N/A #N/A #N/A
５席 0 号 #N/A #N/A #N/A
１席 1603 号 ○ 自家産 秋田県にかほ市 土田牧場
２席 1605 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣

第１６部 ３席 1601 号 自家産 岩手県一戸町 松川 穣
４席 1604 号 自家産 秋田県由利本荘市 鳥海高原花立牧場
５席 1606 号 自家産 秋田県由利本荘市 鳥海高原花立牧場

　※第６部・第９部　国内種雄牛娘牛 経産　　　第１３～１６部　ジャージーの部　　　　

ﾋﾟ-ｽﾌﾙ ｲｱﾄ-ﾗ ｻﾀ-ﾝ

ｻﾝﾊﾞﾚ- ｵ-ﾙﾀﾞ- ﾗｽ ﾛ-ｿﾝ
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
#N/A
ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ｶﾞﾝ ｱﾄﾞﾆｽ
ﾌﾞﾗｲｱ- W ｽ-ﾅ-ﾋﾞﾙ ﾊﾞﾝﾌﾞ

#N/A
#N/A

ﾌﾞﾗｲｱ- ﾊﾟﾗ ﾚｲﾗ ｷﾝｸﾞ ﾛﾂｷ-

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾃﾞｲﾌﾞﾚ-ｸ ｴﾚﾝ 
ﾌｴｱ-ﾋﾙ ｱﾜ-ﾄﾞ ﾗﾂｷ-ｾﾌﾞﾝ
#N/A
#N/A
ﾌﾞﾗｲｱ- ｶ-ﾝ ﾚｽ ﾊﾞﾝﾌﾞﾙ ｱﾌﾟﾘｺﾂﾄ

ﾊﾅﾀﾞﾃﾘﾘ- ﾐｽﾁ-ﾌ ﾊﾆ-

ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾁ-ﾌ ﾗｽ ﾄﾞﾛｼ-
ﾌﾞﾗｲｱ- ﾌｱﾗ- ﾊﾞ-ﾋﾞﾝ D
ﾌﾞﾗｲｱ- D ﾌｱﾗ- ｷﾝｸﾞ ｶ-ﾝ

ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｱﾝ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞ-
ﾋﾞｸﾄﾘｱｽ ｴﾙﾄﾝ ﾀﾚﾝﾄ ﾓ-ﾄﾞﾘﾝ
ﾛﾂｸｲ-ｸﾞﾙ ﾌﾞ-ﾂﾍﾟｸﾞ ﾎﾂﾄﾗｲﾅ- Gﾎﾞﾙﾄﾝ
ｲﾁｼﾞﾖｳﾌｱ-ﾑ ﾙﾃﾞｲ- ﾌﾟﾘﾝｾｽ ｺﾗ
ﾌｱﾘ-ﾅ RDC ｻﾝﾁｴｽ 1004 ｴｽﾌﾟﾘ ET
ﾌﾞﾗｲｱ- ｼﾞﾔｼﾝｽ ﾐﾆ ｴｸ ﾚｽﾀ-ﾝ

ﾉ-ｽﾗﾝﾄﾞ ｽﾜﾛ- ｱﾄﾘ-ｽﾞ
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
ｲﾝﾌﾆﾂﾄﾃﾞ-ﾙ BB ﾌﾞﾗｸｽﾄﾝ
ﾌﾞﾗﾒﾘｱ ｱﾄｳﾂﾄﾞ ﾏｲ
ﾓﾘﾉｳ ﾋﾟ-ｽ ｵﾌﾞ ﾄﾞﾘ-ﾑ
ｵｸﾞｼﾞﾔ ﾊﾞ-ｸ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｼﾝﾊﾞﾙ

ｲｰｽﾄﾃﾞｰﾙ　CCM　ｼﾞｴﾆｰ　ｳｲﾂﾄﾆ
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｵｱ ｽﾋﾟﾘﾂﾄ
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾎﾙﾃﾂｸｽ ﾊﾏ-
ﾕ-ﾕ- ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｼﾞ-ﾆ- ET
ﾄﾞﾘ-ﾑﾋﾙ 20360 ｺﾞｳ
ﾌｱﾘ-ﾅ RDC ｻﾝﾁｴｽ 1239 ｴｽﾌﾟﾘ ET

ﾃﾞ-ﾓﾝｸﾛｽ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ｱﾄﾘ-
ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘ- ﾊ-ﾊﾞ-ﾄﾞ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ ﾗﾂｷ-
ﾊｲﾃﾞ-ﾝ ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾛｲ ﾒｲｽﾞ 
ｳﾂﾃﾞｲﾗﾝﾄﾞ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ｴﾙﾄﾝ ET
ｳﾂﾃﾞｲﾗﾝﾄﾞ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ｴｱﾛｽﾀ-
ﾐﾘｱｸｲ-ﾝ ｱｲｵ-ﾝ ﾌｵ-ﾁﾕﾝ 

TMF ﾌﾟﾗﾑ ﾌﾗﾝｺ ｱﾀﾞﾑｽ ﾛﾋﾞﾝ
ﾓ-ｼﾞﾔｽ WM Gﾁﾂﾌﾟ ﾚﾃﾞｲ-GAGA
ﾌﾞﾗﾒﾘｱ ﾏﾂｷﾝ ﾎﾞﾙﾄ ET
ﾓﾘﾉｳ DR ｾｶﾝﾄﾞ ﾗﾂｷ- ｶﾞ-ﾙ ET
ﾚﾂﾄﾞﾋﾞ-ﾝ ﾒﾛﾃﾞｲ- ｱﾚｷｻﾝﾀﾞ- ｶﾌﾟ
ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾗｽﾄｸﾚｽﾄ ｺﾞ-ﾙﾄﾞ

ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ﾌﾞﾚﾂｼﾝｸﾞ
ｸﾞﾘﾀｱﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾃﾝﾌﾟﾄﾚｽﾄ ｱｲ
ｺｲﾜｲ ﾏｾﾗﾃｲ ｼﾞﾖ-ﾀﾞﾝ ﾌｴｻﾞﾝｺﾞ-
ﾆｱﾌｲｰﾙﾄﾞ ﾚｲﾝｼｰ ｱﾚﾝ ﾛｲ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
EMｱﾛｳﾒｲﾌﾟﾙ ｼﾞﾚﾂﾄ
ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ RDC ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｶﾘﾝ 

ﾐﾘｱｸｲｰﾝ ｱｲｵｰﾝ ﾊﾋﾟｲｽﾉｳ ET
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾁｻ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ
YMB ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｴﾚｶﾞﾝｽ
ﾋﾞ-ﾁﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ﾛ-ﾝ
ｴﾘ-ﾄｼﾞｴﾝ ｼﾄﾞ ﾐﾂｼ- ET
ﾓﾘﾉｳ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾅﾗﾃｲﾌﾞ

ﾆｱﾌｲｰﾙﾄﾞ ﾚｲﾝｼｰ M ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ
YNS ﾌﾞﾛｶｳ ｴ-ｽ
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ｱﾌﾀ-ｼﾖﾂｸ ﾋﾟｱﾚｽ
ｺﾑｽﾀ- ﾚﾍﾞﾂｶ ｵﾌﾞｻﾞ-ﾊﾞ-
ST ﾄﾞ-ﾍﾞﾙﾏﾝ ｶﾝｸﾝ ﾋﾞｱﾝﾃ
ﾌｱｰｽﾄｽﾀｰ　ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ　ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｰ

T.ﾕﾆｵﾝ ｱﾃｲﾂｸ ﾀｳﾝｿﾝ
ﾎﾜｲﾄﾋﾙ ﾋﾟﾉ ﾉﾜ-ﾙ ﾛｷｼ-
ｾﾌﾞﾝｽﾍﾌﾞﾝ BJ ﾎﾞﾙﾄﾝ 5G
ｸｲ-ﾝﾋﾞﾕ- 89 ﾏﾂｶﾁｴﾝ
ﾉ-ｽﾗﾝﾄﾞ ﾏｾﾗﾃｲ ｽﾜﾛ-ﾘ-
ｸﾞﾘ-ﾝﾘﾊﾞ- ｲﾝﾌﾟﾚﾂｼﾖﾝ ﾓﾃﾞﾙ

ﾍﾞﾙｽﾀｰ FF ｼﾞﾕﾃﾞｲ ｱﾄﾞｳﾂﾄﾞ
ｴｲﾄﾛ-ﾙ ﾄﾞﾘ-ﾑﾄﾗｲ ｾﾝｾ-ｼﾖﾝ
ｱｲｽｳﾞｲﾚﾂｼﾞ ｻﾝﾁｴｽ ｳｲﾆ-
ｻﾝﾗｲｽﾞ LM ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾃｲ-ﾚ
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾏｳｲ ﾏﾂｶﾁｴﾝ
ｼﾞｴﾂｼ- ｽﾌﾟﾗﾂｼﾕ ﾃﾞﾘｱ

ｻﾝﾊﾞﾚ- ｵ-ﾙﾀﾞ- ﾗｽ ﾛ-ｿﾝ

ｻﾝﾊﾞﾚ- ﾁ-ﾌ ﾗｽ ﾄﾞﾛｼ-

ﾌﾞﾗｲｱ- ﾌｱﾗ- ﾊﾞ-ﾋﾞﾝ D

ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ﾌﾞﾚﾂｼﾝｸﾞ

名　　　　　　　　号
ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｵﾘﾝﾋﾟｱ ﾏﾂｶﾁｴﾝ

ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ｵﾘﾝﾋﾟｱ ﾏﾂｶﾁｴﾝ

ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ﾌﾞﾚﾂｼﾝｸﾞ

ﾋﾟ-ｽﾊﾞﾚ- ﾎﾙﾃﾂｸｽ ﾊﾏ-

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
ｲﾝﾌﾆﾂﾄﾃﾞ-ﾙ BB ﾌﾞﾗｸｽﾄﾝ

ﾌﾞﾗｲｱ- ｶ-ﾝ ﾚｽ ﾊﾞﾝﾌﾞﾙ ｱﾌﾟﾘｺﾂﾄ

２０１６　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

　山形県　　太田　智彦

全農岩手県本部中央家畜市場

名　　　　　　　　号

ﾘﾊﾞﾃｲ-ﾌｱ-ﾑ ｽﾊﾟ-ｸﾘﾝｸﾞ ﾌﾞﾚﾂｼﾝｸﾞ
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

出品番号

ﾋﾞﾂｸﾞﾌｲ-ﾙﾄﾞ ﾏｳｲ ﾏﾂｶﾁｴﾝ


