
ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾋﾟﾕｱ ｸﾛﾉｽ

登録番号 1550405376
生年月日 H30/3/31
[父]STE ｵﾃﾞｲｰﾙ ﾋﾟﾕｱ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾌﾞﾂｹﾑ ｸﾛｰﾑ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表)10%ランク内項目
・耐久性成分 4%
・乳器 3%



ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ｼﾞｴﾀﾞｲ ｶﾑﾘ

登録番号 1550405390
生年月日 H30/4/17
03-01 82(83,79,83,82)

[父] S-S-I ﾓﾝﾄﾛｽ ｼﾞｴﾀﾞｲ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ｽｰﾀﾞﾝ ｶﾘﾌﾟｿ
88 4-04y,305d,2x,11630-430-3.7%-3.3%-8.9%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表)10%ランク内項目
・総合指数 1%
・乳代効果 1%
・乳量 1%
・乳脂量 5%
・無脂固形分量 1%
・乳タンパク質量 1%
・決定得点 10%
・乳器 10%



ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲｰ ﾊﾞｰﾝｽﾞ ｸﾚｱ

登録番号 1487304810
生年月日 H27/8/14
03-09 84(84,82,87,84)
3-03y,305d,2x,12019-417-3.5%-3.3%-8.8%
[父]ﾃﾞﾕﾄﾞﾂｸ ﾐｽﾀｰ ﾊﾞｰﾝｽﾞ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾌﾟﾗﾈﾂﾄ ｸﾙﾙ
86 4-01y,305d,2x,11918-396-3.3%-3.4%-9.0% 
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所



ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｶﾘｽﾀ

登録番号 1487304865
生年月日 H27/12/20
03-05 85(86,84,86,85)
3-00y,305d,2x,10232-421-4.1%-4.1%-8.6%
[父]ﾃﾞｽｰ BKM ﾏﾂｶﾁｴﾝ 1174 ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ｽｰﾀﾞﾝ ｶﾘﾌﾟｿ
88 4-04y,305d,2x,11630-430-3.7%-3.3%-8.9%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表)10%ランク内項目
・耐久性成分 1%
・決定得点 5%
・肢蹄 2%
・乳器 8%



ﾐﾈｵｶ ﾗｲｵﾈﾙ ﾓﾝﾄﾛｽ ﾗﾌｱｴﾙ

登録番号 1550405406
生年月日 H30/4/21
03-01 81(79,78,82,84)
1-10y,305d,2x,9208-317-3.4%-3.1%-8.7%
[父]ﾍﾞｰｺﾝﾋﾙ ﾓﾝﾄﾛｽ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾗｲｵﾈﾙ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾗｲﾗ
81 2-00y,305d,2x,8577-316-3.7%-3.3%-8.9%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表)10%ランク内項目
・乳器 3%



ﾐﾈｵｶ ｶﾌﾞﾚﾂﾄ ﾌﾗﾂｸﾞｼﾂﾌﾟ ﾀﾞｲﾀﾞﾛｽ

登録番号 1461305475 
生年月日 H30/9/28
02-08 79(80,73,79,81)

[父]S-S-I ﾌｱｰｽﾄｸﾗｽ ﾌﾗﾂｸﾞｼﾂﾌﾟ
[母]ﾐﾈｵｶ ｶﾌﾞﾚﾂﾄ ｽｰﾊﾟｰ ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ
90 5-06y,305d,2x,14654-499-3.4%-3.1%-8.5%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表)10%ランク内項目
・疾病繁殖成分 2%
・長命連産効果 10%



ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ﾛｰﾄﾗｽﾄ ｱｲﾘｰﾝ

登録番号 1461305505
生年月日 H30/11/1
02-07 80(81,77,80,80)

[父]ｺﾑｽﾀｰ ﾛｰﾄﾗｽﾄ
[母]ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｱﾃﾞﾙ
86 3-03y,305d,2x,10144-392-3.9%-3.4%-8.9%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表)10%ランク内項目
・耐久性成分 9%
・決定得点 10%
・体貌と骨格 5%



ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ﾌﾞﾘﾕｰﾏｽﾀｰ ｿﾌﾟﾃﾞﾄ ET

登録番号 1461305536
生年月日 H30/12/8
02-06 82(82,79,84,82)

[父]ﾒｰﾌﾟﾙｳｰﾄﾞ ﾌﾞﾘﾕｰﾏｽﾀｰ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ｿﾌｲｰ
83 2-01y,305d,2x,8940-389-4.4%-3.4%-9.2%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表)10%ランク内項目
・乳脂量 7%



ﾐﾈｵｶ ﾀﾞｲｱ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁﾂﾌﾟ ﾀﾗｿﾜ

登録番号 1461305574
生年月日 H31/1/5
[父]ﾐｽﾀｰ ﾁﾔｼﾃｲｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾁﾂﾌﾟ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾀﾞｲｱ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾀﾏﾗ
04-09 86(88,82,86,86)
3-02y,305d,2x,10535-431-4.1%-3.5%-8.8%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2020年2月公表)10%ランク内項目
・体貌と骨格 8%



ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ﾌｵｰﾁﾕﾝ ｿﾕｰｽﾞ ET

登録番号 1575505792
生年月日 R1/7/28
[父]ﾌﾟﾛｼﾞｴﾈｼｽ ﾌｵｰﾁﾕﾝ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ｿﾌｲｰ
83 2-01y,305d,2x,8940-389-4.4%-3.4%-9.2%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値(TPI)上位%
・総合指数(TPI) 20%
・総合指数(NM$) 15%
・体細胞スコア 5%



ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ﾙﾋﾞｺﾝ ﾁｸﾞﾘｽ ET

登録番号 1575505709
生年月日 R1/11/22
[父]EDG ﾙﾋﾞｺﾝ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ﾌﾞﾘﾕｰﾏｽﾀｰ ﾁﾔｲｶ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値(TPI)上位%
・総合指数(TPI) 10%
・総合指数(NM$) 4%
・乳脂量 5%
・乳脂率 1%



ﾐﾈｵｶ ﾗｲｵﾈﾙ ﾕﾆｸｽ ﾗﾍﾞﾂｼ ET

登録番号 1575505723
生年月日 R1/11/26
[父]ｸﾛﾄｰ ﾚｽﾍﾟﾛﾝ ﾕﾆｸｽ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾗｲｵﾈﾙ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾗｲﾗ
81 2-00y,305d,2x,8577-316-3.7%-3.3%-8.9%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値(TPI)上位%
・体型 5%
・乳器 5%



ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ﾛｰﾄﾗｽﾄ ｿｽﾗﾝ ET

登録番号 1575505754
生年月日 R1/12/7
[父]ｺﾑｽﾀｰ ﾛｰﾄﾗｽﾄ
[母]ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ｿﾌｲｰ
83 2-01y,305d,2x,8940-389-4.4%-3.4%-9.2%
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値(TPI)上位%
・総合指数(TPI) 20%
・総合指数(NM$) 9%
・乳脂率 10%



ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ﾀﾘｰﾉ ﾙﾁﾅ

登録番号 1575505761
生年月日 R1/12/23
[父]ｳｴﾙｶﾑ ﾀﾘｰﾉ 3181 ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ｻﾙｰﾝ ﾙｸｰﾙ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値(TPI)上位%
・乳脂量 10%
・乳脂率 10%



ﾐﾈｵｶ ｽｳｲｰﾄ ﾊﾞﾝﾀﾞﾚｽ ﾏﾙﾃﾞｲｰﾆ

登録番号 1575505693
生年月日 R1/11/21
[父]ﾜｰﾃﾞﾙ ﾖﾀﾞｰ ﾊﾞﾝﾀﾞﾚｽ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ｽｳｲｰﾄ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ﾏﾘｱﾝﾇ ET
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値(TPI)上位%
・未経産受胎率 10%
・経産牛受胎率 10%
・繁殖力指数 10%



ﾐﾈｵｶ ﾗｲｵﾈﾙ ﾕﾆｸｽ ﾗｽｶﾘﾅ ET

登録番号 1575505655
生年月日 R1/8/23
[父]ｸﾛﾄｰ ﾚｽﾍﾟﾛﾝ ﾕﾆｸｽ ET
[母]OK ｱﾄﾞﾌｲｰﾊﾞｰ ﾗｲｵﾈﾙ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値(TPI)上位%
・死産率 10%
・乳器 10%



ﾘｰﾌﾊﾞﾝﾋﾞ ｽﾀﾝﾘｰｶﾂﾌﾟ ｳｵｰﾃﾞﾝ

登録番号 1368711812
生年月日 H25/7/20
05-10 88(88,87,90,88)
4-01y,305d,2x,M10,228kg F332kg SFN918kg
[父]ｼﾞﾚﾂﾄ ｽﾀﾝﾘｰｶﾂﾌﾟ ET
[母]ﾘｰﾌﾊﾞﾝﾋﾞ ﾘｳﾞｴﾚｽﾄ ﾘﾘｰ
[繁殖者]畜産総合研究センター



ﾐﾈｵｶ ﾀﾞｲｱ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾀﾏﾗ

登録番号 1511105031
生年月日 H28/9/4
04-09 86(88,82,86,86)
3-02y,305d,2x,10535-431-4.1%-3.5%-8.8%
[父]ﾃﾞｽｰ BKM ﾏﾂｶﾁｴﾝ 1174 ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾀﾞｲｱ ﾁﾔﾝﾋﾟｵﾝ ﾙｰﾘﾝ
86 3-03y,305d,2x,10577-392-3.7%-3.2%-8.8% 
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所



ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ｻﾙｰﾝ ﾙｸｰﾙ

登録番号 1550405345
生年月日 H29/12/28
03-05 85(84,85,88,85)
1-11y,305d,2x,10309-387-3.8%-3.2%-8.8%
[父]ｻﾝﾃﾞｲﾊﾞﾚｰ ｻﾙｰﾝ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ﾙﾅ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表) 上位%ランク内項目
・総合指数 12%
・産乳成分 10%
・乳タンパク質量 10%
・乳器 7%



ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾝｹｰ ﾀﾄｳｰ ｴｶﾁｴﾘﾅ ET

登録番号 1575505662
生年月日 R1/8/27
[父]ﾀﾞｹﾂﾄ ｸﾗﾂｼﾕ ﾀﾄｳｰ ET
[母]ﾀﾞﾝｹｰ ﾘｰﾀﾞｰ ｴﾘｶ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表) 上位%ランク内項目
・耐久成分 2%
・疾病繁殖成分 1%
・決定得点 7%
・体貌と骨格 9%
・肢蹄 2％



ﾐﾈｵｶ ｼﾝﾃﾞｲ ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ ｼﾉﾝ ET

登録番号 1575505778
生年月日 R2/1/1
[父]ｳﾂﾄﾞｸﾚｽﾄ ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ
[母]ﾐﾈｵｶ ｼﾝﾃﾞｲ ﾓｰｸﾞﾙ ｼﾔﾛﾝ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表) 上位%ランク内項目
・耐久成分 7%
・決定得点 8%
・肢蹄 4％
・乳用強健性 9％



ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ ｼﾛﾅ ET

登録番号 1575505679
生年月日 R1/9/11
[父]ｳﾂﾄﾞｸﾚｽﾄ ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ
[母]TMF ｵｰｹｰ ﾌﾞﾗｰｽ ｼﾝﾃﾞｲ ﾃｲﾅｰ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表) 上位%ランク内項目
・耐久成分 3%
・決定得点 3%
・体貌と骨格 2%
・肢蹄 3％
・乳用強健性 5％
・乳器 6％



ﾐﾈｵｶ ﾁﾔｰ ﾌﾞﾚｰｸ ﾁﾔｰﾐｰ ET

登録番号 1524047496
生年月日 R2/2/16
[父]ｳｵｰﾙﾅﾂﾄﾛｰﾝ ﾌﾞﾚｰｸ ET
[母]ﾀｸｼﾝ ｺｰﾘﾝ ｽﾊﾟﾗﾙ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表) 上位%ランク内項目
・体貌と骨格 7%
・肢蹄 3％
・乳用強健性 10％



ﾐﾈｵｶ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞｴﾂﾄ ｴﾄﾞﾘｽ ET

登録番号 1452805847
生年月日 R2/3/26
[父]S-S-I ﾓﾝﾄﾛｽ ｼﾞｴﾂﾄ ET
[母]ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾝｹｰ HB ｴﾘｽ
[繁殖者]嶺岡乳牛研究所

ゲノミック評価値
(2021年2月公表) 上位%ランク内項目
・疾病繁殖成分 3%



ｴﾂｾﾝｽ ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ ﾌﾞﾗｳﾗｰ ｱﾎﾟﾛ 2 ET

登録番号 1512013649
生年月日 R1/7/12
[父]ｳﾂﾄﾞｸﾚｽﾄ ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ
[母]ｴﾂｾﾝｽ ﾌﾞﾗｳﾗｰ ｴﾙ ｱﾎﾟﾛ
[繁殖者]栗城一貴



ﾛﾂｸｳ ｿﾘﾕｰﾄ ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ

登録番号 1407625339
生年月日 R1/11/21
[父]ﾌﾕｰｽﾃﾂﾄﾞ S-S-I ｿﾘﾕｰｼﾖﾝ ET
[母]ﾛﾂｸｳ ﾓﾃﾞｽﾄ ﾎﾞﾗﾝﾁ 02 ET
[繁殖者]有限会社上野牧場


