
【前 夜 祭】≪中止≫
　日　時　：令和２年２月２５日（火）１７時３０分～　

　場　所　：第一ホテル東京シーフォート３階

　　　　　　「ハーバーサーカス」　

　次　第　：１）開会

　　　　　　２）あいさつ

　　　　　　３）来賓ご祝辞・紹介

　　　　　　４）食肉流通業者・取扱業者等紹介

　　　　　　５）料理説明

　　　　　　６）乾杯

　　　　　　７）チバザビーフ紹介・銘柄牛ＰＲ

　　　　　　８）応援ステージ

　　　　　　９）閉会

　※新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、急遽中止

　　させていただきました。

【共 励 会】
　日　時　：令和２年２月２６日（水）８時～

　場　所　：東京都中央卸売市場食肉市場（審査講評・褒賞授与式：東京食肉センタービル８階会議室）

　出品頭数：黒毛和種　４４頭

　　　　　　交雑種　　３６頭

　　　　　　　計　　　８０頭　

　日　程　：枝肉審査・入賞牛発表　８時頃から

　　　　　　枝肉セリ販売　　　　　９時頃から

　　　　　　審査講評・褒賞授与式　１１時頃から

　黒毛和種の部：最優秀賞　　１点　　　優秀賞　　２点　　　優良賞　　２点　　　計　　５点

　交雑種の部：最優秀賞　　１点　　　優秀賞　　２点　　　優良賞　　２点　　　計　　５点

チバザビーフ協議会

第１０回
チバザビーフ枝肉共励会

枝肉共励会配布資料



【主催】
　　チバザビーフ協議会

　　昭和産業株式会社
　　清水港飼料株式会社
　　有限会社林栄治郎商店
　　森久保薬品株式会社
　　株式会社アスコ
　　アクティ株式会社
　　株式会社エイ・エム・アイ
　　日本全薬工業株式会社
　　株式会社科学飼料研究所
　　株式会社大正堂
　　近江度量衡株式会社
　　千葉県肉牛肥育研究会
　　農事組合法人宮澤農産
　　千葉産直ビーフ研究会
　　そうさ若潮牛振興協議会
　　千葉北部酪農農業協同組合
　　株式会社宇井畜産
　　ナイスビーフ肉牛研究会
　　北総肉牛生産組合
　　せんば牛グループ
　　有限会社コウゴ牧場
　　一般財団法人成田国際空港振興協会（空市）
　　一般社団法人千葉県歯科医師会（８０２９運動）
　　成田ゆめ牧場（収穫祭・全国穴掘り大会）
　　(株)ビィズデザイン（チバザビーフＰＲ）
　　コズミック☆倶楽部（チバザビーフＰＲ）
　　イチトキ！（チバザビーフＰＲ）
　　Chiba Cawaii club（チバザビーフＰＲ）
　　

順不同

【協賛・協力】
　　農林水産省（農林水産大臣賞）
　　関東農政局（関東農政局長賞）
　　東京都中央卸売市場食肉市場
　　一般社団法人東京食肉市場協会
　　東京食肉市場卸商協同組合
　　東京食肉買参事業協同組合
　　千葉県議会自民党畜産振興議員連盟
　　公益社団法人千葉県獣医師会
　　千葉県食肉事業協同組合連合会
　　千葉県農業共済組合連合会
　　千葉県農業協同組合中央会
　　千葉県酪農農業協同組合連合会
　　千葉県畜産物消費拡大推進協議会
　　一般社団法人千葉県農業協会
　　協同組合　日本飼料工業会
　　一般社団法人全日本畜産経営者協会
　　一般社団法人全日本畜産配合飼料価格安定基金
　　一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基金協会
　　千葉県全日本畜産経営者協会
　　ちばみどり農業協同組合
　　千葉県動物薬品器材協会
　　株式会社日本政策金融公庫千葉支店
　　JA東日本くみあい飼料株式会社
　　三和産業株式会社
　　フィード・ワン株式会社
　　日清丸紅飼料株式会社
　　伊藤忠飼料株式会社
　　雪印種苗株式会社
　　明治飼糧株式会社
　　中部飼料株式会社

【共催】
　　公益社団法人千葉県畜産協会

【後援】　
　　千葉県
　　全国畜産農業協同組合連合会
　　全国農業協同組合連合会千葉県本部
　　千葉県家畜商協同組合
　　千葉県肉牛生産農業協同組合

　　千葉県と畜場協会　
　　株式会社千葉県食肉公社
　　東京食肉市場株式会社
　　公益社団法人日本食肉格付協会

【参加銘柄牛】１０出荷団体１５銘柄

（１）

       
かずさ和牛 みやざわ和牛 しあわせ満天牛 しあわせ絆牛 しあわせ牛 若潮牛 ナイスビーフ 

        
八千代黒牛 八千代牛 卯の花牛 北総和牛 北総花牛 せんば和牛 せんば牛 コウゴ牧場牛 



【生産者会員】８８名
　　麻生 義一（夷隅郡大多喜町）
　　磯野 正・政樹（勝浦市）
　　遠藤 芳宏（香取市）
　　落合 完（鴨川市）
　　加曽利 益弘（夷隅郡大多喜町）
　　小柴 均・絢也（南房総市）
　　小林 利重（香取市）
　　実川 治徳（旭市）
　　菅谷 敏勝（香取郡東庄町）
　　高木 美知夫（香取郡東庄町）
　　高宮 信和（山武市）
　　高山 和視（旭市）
　　田中 正雄（市原市）
　　田谷 富俊（香取郡東庄町）
　　渡嘉敷 進（市原市）
　　戸村 佳資（成田市）
　　長崎 善右（成田市）
　　福知 弘近（成田市）
　　㈱牛玖牧場　牛玖 裕一（佐倉市）
　　㈱大川畜産　大川 修一（佐倉市）
　　㈱島田哺育牧場　島田 昭（富津市）
　　㈱高梨牧場　高梨 栄一（鴨川市）
　　㈱中村牧場　中村 昭和（山武郡九十九里町）
　　㈲伊とう輝　伊藤 輝義（香取市）
　　農事組合法人 宮澤農産　宮澤 武志（旭市）
　　吾孫子 泰明（匝瑳市）
　　石毛 康裕・正（銚子市）
　　石橋 重信（香取市）
　　伊藤 茂雄（旭市）
　　糸賀 貴志・光男（旭市）
　　岩渕 一晃（銚子市）
　　岩本 充範・正（香取市）
　　岡野 勇（銚子市）
　　小林 将男（山武市）
　　高木 英明（香取郡東庄町）
　　林 孝次（山武郡横芝光町）
　　平野 明男（銚子市）
　　㈱熱田牧場　熱田 寛司（匝瑳市）
　　㈱岩渕畜産　岩渕 馨（旭市）
　　㈱モーレツファーム　岩渕 竜也（旭市）
　　㈲越川ファーム　越川 清貴（香取市）
　　(農法)椎名牧場　椎名 寿行（旭市）
　　合同会社諸川牧場　諸川 利夫（旭市）
　　木下 正巳・輝雄（匝瑳市）
　　郡司 和昭（山武郡横芝光町）
　　小池 幸廣（銚子市）
　　越川 竹晴（匝瑳市）

　　斉藤 良雄（山武郡横芝光町）
　　椎名 好一（匝瑳市）
　　嶋田 良雄（旭市）
　　鈴木 敏夫（山武郡九十九里町）
　　増田 俊一（匝瑳市）
　　㈲しおさいファーム　伊藤 敬一（山武郡横芝光町）
　　㈲関口牧場　関口 次敏（山武郡横芝光町）　　
　　㈲最上畜産　最上 晃浩（山武郡横芝光町）
　　㈲山崎牧場（匝瑳市）
　　塙 正一（銚子市）
　　㈱宇井畜産　宇井 正之（匝瑳市）
　　宇井 敏一（旭市）
　　㈱ナイスビーフ　土佐 英樹（銚子市）
　　井村 幸雄（成田市）
　　江口 幸太郎（富里市）
　　斎藤 茂樹（佐倉市）
　　清宮 彦久（四街道市）
　　那須 幸一（佐倉市）
　　㈲緑興ヤマヨ総業　池田 実（富里市）
　　石橋 福兆（旭市）
　　岩渕 行雄（旭市）
　　岩渕 義徳（旭市）
　　越川 和行（香取郡東庄町）
　　篠本 正治（旭市）
　　㈱ISBファーム　磯部 浩久（旭市）
　　㈱ＩＩＺＡＳＡ牧場　飯笹 雄次（成田市）
　　㈱イワイ牧場　岩井 康至（旭市）
　　IWABUCHI FARM㈱　岩渕 真（香取郡多古町）
　　㈱しあわせ牛　岩渕 行雄（旭市）
　　㈱TAK　岩渕 拓也（旭市）
　　㈱マルニトータルサービス　岩渕 義徳（旭市）
　　㈱御子神畜産　御子神 正義（南房総市）
　　㈲コウゴ牧場　向後 眞（旭市）
　　秋葉 武志（袖ヶ浦市）
　　石上 信幸（銚子市）
　　土屋 孝亮（山武市）
　　山本 元宣（佐倉市）
　　渡辺 邦充（旭市）
　　渡貫 修央・茂（佐倉市）
　　㈲伊東牧場　伊東 勇太（袖ヶ浦市）
　　㈲泰東牧場　見渡 泰夫（木更津市）

（２）



（３）

第９回チバザビーフ枝肉共励会①

 ≪前夜祭≫（Ｈ31.3.26）

■場所：第一ホテル東京シーフォート２８階「トップ・オブ・ザ・ベイ」

　東京食肉市場関係者及びチバザビーフの取扱業者をはじめ、千葉県、協賛・協力団体、生産者等に出席を

いただきました。来場者には、ホテルのシェフに特別に調理をお願いした「かずさ和牛」の鉄板焼き、「北

総牛」のローストビーフ、２つの銘柄牛が食べ比べできる冷しゃぶを召し上がっていただきました。

　また、生産者から各銘柄牛の紹介、チバザビーフＰＲ大使「コズミック☆倶楽部」による応援ステージな

ど、翌日の共励会の成功に向けたＰＲを行いました。

肥育技術向上対策・枝肉品評会

チバザビーフ協議会
宮澤会長　あいさつ

おもてなし牛肉
『かずさ和牛』鉄板焼き

おもてなし牛肉（食べ比べ）
『かずさ和牛』『北総牛』冷しゃぶ

みやざわ和牛 若潮牛しあわせ牛

八千代牛 北総牛 せんば牛

かずさ和牛 応援ステージ
PR大使　コズミック☆倶楽部

おもてなし料理を改めて紹介



（４）

第９回チバザビーフ枝肉共励会②

 ≪共励会≫（Ｈ31.3.27）

■場所：東京都中央卸売市場食肉市場（審査講評・褒賞授与式は東京食肉市場センタービル８階会議室）

■出品頭数：８０頭（黒毛和種　３９頭、交雑種４１頭）

■黒毛和種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

■交雑種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

肥育技術向上対策・枝肉品評会

交雑種の部　最優秀賞
越川 和行 氏（代理）

黒毛和種の部　最優秀賞
㈱高梨牧場

日本食肉格付協会
末吉関東支所長　審査講評

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 ㈱髙梨牧場 3,133 1,876,667 宮畜産㈱ 
農林水産大臣賞 
千葉県知事賞 
公益社団法人千葉県畜産協会長賞 

優秀賞 1 席 ㈱髙梨牧場 2,902 1,709,278 ㈱日山畜産 
東京都中央卸売市場 市場長賞 
東京食肉市場株式会社 社長賞 

優秀賞 2 席 ㈱大川畜産 2,797 1,641,839 ㈱日山畜産 公益社団法人日本食肉格付協会長賞 

優良賞 1 席 IWABUCHI FARM㈱ 2,945 1,443,050 ㈱コシヅカ 千葉県家畜商協同組合 理事長賞 

優良賞 2 席 井村 幸雄 2,712 1,613,640 ㈱富作商店 千葉県肉牛生産農業協同組合長賞 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 越川 和行 2,019 1,239,666 ㈱ミートナイトウ 
関東農政局長賞 
千葉県知事賞 
公益社団法人千葉県畜産協会長賞 

優秀賞１席 増田 俊一 1,785 1,212,015 宮畜産㈱ 
東京都中央卸売市場 食肉市場長賞 
東京食肉市場株式会社 社長賞 

優秀賞２席 糸賀 光男 1,702 1,022,902 マルイミート㈱ 全国畜産農業協同組合連合会長賞 

優良賞１席 ㈱御子神畜産 1,637 995,296 マルイミート㈱ 全国農業協同組合連合会 千葉県本部長賞 

優良賞２席 ㈱宇井畜産 1,770 1,001,820 ㈱オーエムアイ 千葉県と畜場協会 会長賞 



（５）

第１１回チバザビーフ枝肉研究会（R1.7.25）

■場所：東京都中央卸売市場食肉市場（審査講評・褒賞授与式は東京食肉市場センタービル８階会議室）

■出品頭数：４５頭（黒毛和種　２０頭、交雑種２５頭）

■黒毛和種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

■交雑種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

第１２回チバザビーフ枝肉研究会（R1.10.10）

肥育技術向上対策・枝肉品評会

■場所：東京都中央卸売市場食肉市場（審査講評・褒賞授与式は東京食肉市場センタービル８階会議室）

■出品頭数：４２頭（黒毛和種　２１頭、交雑種２１頭）

■黒毛和種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

■交雑種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

第１３回チバザビーフ枝肉研究会（R1.11.27）

■場所：東京都中央卸売市場食肉市場（審査講評・褒賞授与式は東京食肉市場センタービル８階会議室）

■出品頭数：４４頭（黒毛和種　１６頭、交雑種２８頭）

■黒毛和種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

■交雑種の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 (農)宮澤農産 2,870 1,753,570 アンデス食品㈱ 千葉県畜産協会 会長賞 

優秀賞 ㈱髙梨牧場 2,712 1,586,520 宮畜産㈱ 東京食肉市場株式会社 社長賞 

優良賞 ㈱大川畜産 2,795 1,746,875 ㈱ふじなわ 全国畜産農業協同組合連合会 会長賞 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 土屋 孝亮 1,934 1,117,852 原田畜産食品㈱ 千葉県畜産協会 会長賞 

優秀賞 ㈱モーレツファーム 1,853 1,056,210 ㈱ミートナイトウ 東京食肉市場株式会社 社長賞 

優良賞 ㈱宇井畜産 1,800 914,400 高野畜産㈱ 全国農業協同組合連合会 千葉県本部長賞 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 (農)宮澤農産 2,912 1,665,664 アンデス食品㈱ 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈱髙梨牧場 2,871 1,558,953 ㈱ミートナイトウ 千葉県畜産協会 会長賞 

優良賞 ㈱大川畜産 2,795 1,746,875 アンデス食品㈱ 全国畜産農業協同組合連合会 会長賞 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 糸賀 光男 1,817 1,112,004 ㈱ミートナイトウ 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈱宇井畜産 1,714 886,138 ㈱オーエムアイ 東京食肉市場株式会社 社長賞 

優良賞 土屋 孝亮 1,720 983,840 ㈱ミートナイトウ 全国農業協同組合連合会 千葉県本部長賞 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 ㈱髙梨牧場 3,024 1,753,920 アンデス食品㈱ 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈱大川畜産 2,909 1,646,494 アンデス食品㈱ 千葉県畜産協会 会長賞 

優良賞 (合同)諸川牧場 2,601 1,336,914 マルイミート㈱ 全国畜産農業協同組合連合会 会長賞 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 ㈱熱田牧場 1,903 1,212,211 ㈱マルフジ 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈲関口牧場 1,702 1,130,128 小川畜産興業㈱ 東京食肉市場株式会社 社長賞 

優良賞 鈴木敏夫 1,730 922,090 小川畜産興業㈱ 全国農業協同組合連合会 千葉県本部長賞 


