
岡山畜産便り 1956.07 

高等登録体格審査成績 
 ホルスタイン種の昭和 31 年度春期高等登録体格審

査は，５月 26日から 31日まで６日間に亘って，日本

ホルスタイン登録協会より星技師の派遣を得て，畜産

課松尾技師酪農協会松田主事の立合によって実施さ

れた。受検牛は牝 52 頭，牡１頭の 53 頭でうち牝 49

頭，牡１頭，計 50 頭が合格した。その合格名簿は下

記の通りであるが，各酪農組合別の内訳は旭東 17，児

島１，中備７，平津４，倉敷３，北酪 14，美作１，岡

山２，御津１であって新興地帯の躍進が目に立つ一方，

先進地浅口郡小田郡地区より１頭も受検牛がなかっ

たことは誠に淋しい。 

 

 

昭和 31 年度高等登録体格審査成績 

名     号 生年月日 登録番号 血     統 評点 所有者住所氏名 

アーギー イムペリアル ロー
モント オク 28.12.12 152824 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

アーギー レコード ローモン
ト セレクト 

75.7 
邑久郡長船町 

三宅 玉男 

アーギー レコード イムペリ
アル ローモント 

26.12.17 117017 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

アーギー レコード ローモン
ト セレクト 

76.7 〃 

ジョハナ インカ ヘスター 
ヒエイ 

27.６.12 128293 

第一二 ヒエイ 

ジョハナ インカ プリリー 
ヘスター 

75.8    〃 
岡村 謹一 

インカ マタドーア イムペリ
アル 

25.４.４ 96713 

第四五 カーネーション ガヴァ
ナー イムペリアル 

インカ マタドーア ヤン ス
トレーター 

76.3    〃 
柴田真喜次 

フォーゲル ポンチァク ニー
ヴァナ ロメオ 28.12.１ 146014 

ポンチァク キング ロメオ 
オームスビー 

フォーゲル ロメオ ニーヴァ
ナ ベッス 

76.0 
 〃 邑久町 

時岡 早太 

コランサ コピア イムペリア
ル マタドーア 26.９.30 117015 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

第二 コランサ コピア オク 
マタドーア 

77.3 
   〃 

太田 静男 

ハッチー ヴィレダ イーツケ 
ヒエイ 27.10.１ 131704 

第一二 ヒエイ 

ハッチー ヴィレダ グレース 
イーツケ 

76.3 
   〃 

服部 久男 

ロメオ チュンキー パーフェ
クション ヒエイ 27.３.13 120691 

第一二 ヒエイ 

ロメオ チュンキー レークサ
イド 

77.0 〃 

ジェマイマ イムペリアル プ
ロスペクト ベッス 29.２.27 155500 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

ジェマイマ ピーブ マラソン
サロ 

76.0 
 〃 裳掛村 

松本  満 

レークサイド ロメオ オーム
スビー 27.５.12 124304 

第六 エスエヌエス ドンオー
ムスビー ピーターチェ 

レークサイド インカ ジェラ
ルディン カーネーション 

76.3 
   〃 

吉延  侔 

アールチェ ヘンガーヴェルド 
ジェラルディン 

26.８.26 115216 

キング ジェラルディン ウー
ド 

アールチェ ヘンガーヴェルド
ダヴィドソン 

76.3    〃 
内田小三治 
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名     号 生年月日 登録番号 血    統 評点 所有者住所氏名 

ヘンドリク バートン グレー
ス マタドーア 27.12.30 131730 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

第二ヘンク マタドーア オク
グレース 

78.0 
   〃 

内田 生治 

エムビー ロメオ ドン レー
クサイド 

28.２.24 135695 

キング ドン スプリングバン
ク レークサイド 

エムビー ロメオセジス エム
ペロール 

77.5  〃 牛窓町 
森  近太 

ガヴァナー イスメー ヘーズ
ルウード バートン 

27.10.21 135671 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

ガヴァナー ヘーズル オク 
ボンフーア 

77.1 邑久郡牛窓町 
石原  豊 

ケーディー ガヴァナー マー
セーヅ ロメオ 26.５.７ 109586 

カーネーション ロメオ プラ
イド 

ケーディー ガヴァナー エコー 
オク マーセーヅ 

75.7 
   〃 

石原 勤一 

ウォーカー ヴィレダ ホワイ
ト ローヤル 

24.10.18 91219 

第一〇 カーネーション ロメ
オ ローヤル 

ウォーカー ヴィレダ ガヴァ
ナー ローヤル 

76.2 西大寺市邑久郷 
出射  了 

スプリング イムペリアル ヘ
スター バートン 

28.11.15 151708 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

スプリングバンク ジェマイマ
オク ロメオ 

75.8   〃  幸田 
門田歓次郎 

プリリー クリエーター ドン
アニー 26.７.23 111060 

エスエヌエス キング ベッシー
ドン アニー 

プリリー クリエーター オー
ムスビー エムペラー 

76.1 
児島郡東児町 

面手 正吾 

ポンチァク セレクト スプリ
ングバンク ホープ 

27.４.20 123989 

スプリング ザーネザー ロメ
オ 

ホワイト ポンチァク ガヴァ
ナー スプリング 

75.7 吉備郡高松町 
吉田 行治 

ヘスター ゼッシー マノーウァ
ー ガーフィールド 

25.11.25 110798 

マノーウァー サー プリンス
スター 

ヘスター ロメオ ガーフィー
ルド 

75.7    〃 
江口 静夫 

セジス ガヴァナー マタドー
ア ルンド 26.11.19 115151 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

プロスペクト ガヴァナー セ
ジス プリリー 

76.4 
   〃 

熊代 正士 

オームスビー ゴリアー ドン
イムペリアル 

29.１.16 150672 

キング ドン スプリングバン
ク レークサイド 

オームスビー イムペリアル 
ジョセフ ゴリアー 

76.3 御津郡一宮町 
丹原  巖  

ランセー ジェラルディン ド
ン ファーロック 

29.２.11 159874 

キング ジェラルディン アー
ギー ジェマイマ ピーブ 

ランセー フェムコ ウェイン
ファーロック 

75.8    〃 
雲岡  勇 

チュプリケート ロメオ スプ
リングバンク 27.６.１ 132980 

ロメオ ブレースレット サー
プライド 

スプリングバンク オブオク 
ヘンドリク 

77.0 
 〃 横井村 

蜂谷 三郎 

オク ヴィーマン バートン 27.12.17 O・T131 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

オク ヴィーマン ジェラルディ
ン 

76.1    〃 
原  廸夫 
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名     号 生年月日 登録番号 血    統 評点 所有者住所氏名 

ラッキー ローヤル ポシュ 
キーノーター 28.２.24 135397 

カーネーション キーノーター 

ラッキー インカ フェムコ 
オーガスタ 

77.5 
岡山市平井 

小林一之介 

アーチス ゴリアス ブレース
レット 28.４.18 136658 

ロメオ ブレースレット サー
プライド 

アーチスベッシー クーペラス
ゴリアス 

75.8 
倉敷市白楽町 

畑田 健次 

ホームステッド ドン スプリ
ング ガヴァナー 

28.11.23 149749 

キング ドン スプリングバン
ク レークサイド 

ホームステッド ロメオ イム
ペリアル 

75.7  〃 生坂 
目黒 秀夫 

ジョハナ ジェラルディン ロ
メオ ベッシー 

28.６.19 144858 

キング ジェラルディン アー
ギー ジェマイマピーブ 

ジョハナ ベッシー アールチェ 

75.1 〃 

ローラ トラインチェ プレシ
オサ 

28.６.20 144672 

リヴァーヴュー プレシオサ 

第一 ローラー トラインチェ
フォーブス 

75.8 都窪郡清音村 
神社 秀夫 

ポーテージ ドン プリリー 
マタドーア 

28.10.20 160879 

キング ドン スプリングバン
ク レークサイド 

ポーテージ プリリー マタドー
ア アサ トライユーン 

75.1 吉備郡真備町 
中山  寛 

オカヤマ ヒラタ カーネーショ
ン ドン 

29.３.20 予26967 

第六〇 カーネーション ガヴァ
ナー イムペリアル ラッド 

オカ ヒラタ ドン レークサ
イド 

76.2 総社市三輪 
平田 增夫 

マーチェサ イムペリアル ヘ
スター イスメー 28.10.26 147996 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

マーチェサ ローモント オク
ヘスター 

76.1 
  〃 

内藤 武雄 

アンナ プリリー ガヴァナー
ヒエイ 27.５.14 124307 

第一二 ヒエイ 

アンナ ガヴァナー リヴァー
サイド プリリー 

75.8 
御津郡建部町 

寺門嘉太郎 

アイダ テッチェ ジェラルディ
ン ホープ 27.２.14 131718 

テッチェ カラミチー サー 
ポンチァク フェーン 

アイダ ジェマイマ ベッシー
ホープ 

76.8 
久米郡久米南町 

福井 浜太 

デ コール ベッシー インカ
オームスビー 

27.２.７ 122489 

第九 キングベッシー ジェラ
ルディン シックスティーンス 

デーコル インカ アイダ ス
シー 

76.5  〃 久米町 
井上 君司 

マーロー フェムコ スプリン
グ チュンキー 

28.12.８ 150663 

サーガヴァナー フェムコ ロ
ーヤル 

マーロー ロメオ ホープ コ
ウグイス 

76.5    〃 
植田  剛 

スプリング ユーケー フェム
コ セジス 26.12.24 120489 

サー ガヴァナー フェムコ 
ローヤル 

スプリング ユーケー ベッシー 
プラス 

77.5 
   〃 

中島  壽 

ユネーダ フェザン フェムコ
パーフェクション 

29.２.14 159895 

第二四 サー プリリー フェ
ザン 

ユーケー フェムコ プリリー
パーフェクション 

75.6 真庭郡落合町 
今石 政平 
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名     号 生年月日 登録番号 血    統 評点 所有者住所氏名 

インカ ロメオ ホームステッ
ド プレシオサ 28.６.10 138948  75.1 

 〃 久世町 
大前 三郎 

フィルペール フェムコ スプ
リング バター 

28.４.20 150659 

サー ガヴァナー フェムコ 
ローヤル 

フィルペール カウンテス ス
プリング ローズ 

76.3 真庭郡落合町 
野谷 力馬 

ジュウェル バートン アムバッ
セダー ポシュ 

28.１.14 131728 

カーネーション バートン ル
ンド ラッド 

ジュウェル フェムコ ポシュ
アルバ 

75.7    〃 
原田  武 

ポーリン ポンフーア セジス
ウォーカー 25.11.15 105997 

第九 キング ミドリ オー 
ポンフーア 

ポーリン ヒノデ ウォーカー
フェーン 

75.7 
   〃 

本名 忠治 

ブレンチ イムペリアル グラ
ハム ウード 

29.１.９ 156207 

イムペリアル デ コール グ
レンコー ラッド 

ブレンチ ガヴァナー グラハ
ム 

75.4 苫田郡鏡野町 
産賀 丹一 

トリスター イムペリアル ヤ
ナギ 

27.４.１ 118830 

第三三 カーネーション ガヴァ
ナー イムペリアル ラッド 

トリスター オブ ジョハナ 
ヤナギ 

76.3 勝田町勝北町 
佐古 武一 

カツタ ヘンドリク フェムコ
ローヤル 28.４.29 O・T150 

サー ガヴァナー フェムコ 
ローヤル 

マニワ カーネーション ヘン
ドリク ラッド 

75.6 
英田郡美作町 

小林 重之 

チュンキー ドン イムペリア
ル バター 

28.２.25 139498 

キング ドン ジェマイマ レー
クサイド 

チュンキー チレマック イム
ペリアル フェムコ 

75.3    〃 
阿部 義夫 

ジョハナ ガヴァナー フェム
コ ベル 

26.８.23 114337 

サー ガヴァナー フェムコ 
ローヤル 

ジョハナ ガヴァナー 

76.9    〃 
市村  弘 

セジス ロメオ アールチェ 
アーチス 

28.９.18 143618 

第一 サー グレート ロメオ
オームスビー 

セジス アールチェ プロスペ
クト アーチス 

76.2    〃 
有元 盛男 

牡 ロメオ サー グレンコー
プライド 

28.１.25 32710 

ロメオ ブレースレット サー
プライド 

ヘスター オク グレンコー 

81.0 岡山市浜 
西中 謙一 

 計  
              牝 49頭 

              牡 １頭 

 


