
雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

13841-0594-7 6 223 丸宮土井 81.4 福芳土井 ＥＴ産子 豊岡市宮井

ABAAAA 原 去 25.05.30 はは４ 黒原1409414 改 照長土井 綿田　謙

13841-0444-5 3 239 芳山土井 81.2 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

AAACAA  原 去 25.05.14 としつき 黒原1489172  第２安鶴土井 旗谷　仁志

13748-3193-1 2 245 丸富土井 80.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AABCBA  原 去 25.05.08 おかひめ２ 黒原1528523  谷美土井 森井　正彦

13748-3197-9 3 230 芳山土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AAACBA  原 去 25.05.23 たけとし 黒原1449824  谷福土井 森井　正彦

14108-1208-5 3 219 芳山土井 80.4 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

AAACBA  原 去 25.06.03 きくはる 黒原1488929  鶴味土井 足立　尚之

13748-2727-9 15 248 芳山土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 25.05.05 ひさなが 黒原1007317 安谷土井 山本　美香恵

13748-2592-3 6 251 芳山土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 去 25.05.02 あやか 黒原1368824  菊安土井 坂本　修治

13748-2855-9 2 238 福芳土井 81.1 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 去 25.05.15 ちはる８の２ 黒原1524492  福芳土井 中村　文吾

14201-1144-4 7 250 照也土井 84.4 福芳土井 香美町小代区久須部

AABBAA  原 去 25.05.03 おふく１３ 黒原1331229 高育 照長土井 福田　富夫

13748-2448-3 3 258 芳悠土井 82.4 菊俊土井 香美町小代区東垣

ABABBA  原 去 25.04.25 ももひめ 黒原1482214  谷福土井 中村　まゆみ

13748-2427-8 8 269 芳悠土井 82.2 鶴山土井 香美町小代区秋岡

ACBACA 原 去 25.04.14 おふく 黒原1299690  谷福土井 今井　正人

13748-2969-3 3 251 芳悠土井 80.8 丸福土井 香美町村岡区味取

BABBAA  原 去 25.05.02 なつこ２の１ 黒原1482185  谷福土井 西山　康子

13748-3072-9 2 265 芳悠土井 80.1 丸福土井 香美町村岡区宿

BAABAA  原 去 25.04.18 かつまる 黒原1524372  福芳土井 上田　伸也

13748-3075-0 5 263 丸富土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区宿

AABCBA  原 去 25.04.20 さだふく 黒原1423384  第２安鶴土井 上田　伸也

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-2535-0 2 235 丸富土井 79.1 丸福土井 香美町村岡区神坂

CACBAA  原 去 25.05.18 きくまる 黒　2391454  照長土井 伊沢　栄一

13748-3157-3 10 235 芳悠土井 81.6 第２照久土井 香美町村岡区熊波

ABACBA 原 去 25.05.18 しげひさ 黒原1237357  菊安土井 井上　哲也

13748-2627-2 8 260 丸富土井 82.6 福芳土井 香美町村岡区熊波

ABBCCA 原 雌 25.04.23 ひろふく 黒原1299651  照長土井 井上　哲也

13748-2941-9 8 268 福芳土井 81.5 照長土井 香美町村岡区丸味

ABACBA 原 雌 25.04.15 まつよ８ 黒原1271112  茂金波 小林　操

13748-3132-0 1 257 丸富土井 80.2 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 25.04.26 たかつるまる２ 黒原1559111  鶴丸土井 森脇　薫明

13748-2716-3 13 273 福芳土井 82.0 照長土井 香美町香住区丹生地

ABABBA 原 雌 25.04.10 いずみ 黒原1129030 高育改 安幸土井 今西　修輔

13748-2410-0 1 247 芳悠土井 83.1 照美土井 香美町小代区秋岡

AAABAA  原 雌 25.05.06 かつみ 黒原1559095  福芳土井 吉岡　芳彦

13748-2871-9 2 281 芳山土井 81.2 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA  原 雌 25.04.02 みやはる 黒原1524501  福芳土井 田中　充

13748-2661-6 7 247 福芳土井 80.2 照波土井 美方郡新温泉町丹土

AAABAB 原 雌 25.05.06 かねふく９ 黒原1340994  菊安土井 県立但馬牧場公園

13748-2642-5 1 258 丸富土井 81.4 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA  原 雌 25.04.25 ちよみ 黒原1559065  福芳土井 村尾　千代美

13435-6218-7 15 309 丸宮土井 81.0 菊安土井 宍粟市一宮町東河内

BAAAAA 原 雌 25.03.05 とき２ 黒原1007265  菊照土井 小池　一博

13748-3346-1 5 252 照忠土井 81.7 福広土井 豊岡市出石町坪口

AABCBA  原 去 25.05.01 さちひろ 黒原1404826 高育 照菊波 坂本　孝行

13403-2384-2 8 271 照忠土井 82.0 福芳土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 25.04.12 ふくよ６ 黒原1299827 改 第２安鶴土井 宮田　貴身仁

13748-3512-0 2 252 芳悠土井 80.1 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

ABACCA  原 去 25.05.01 おたま 黒原1467542  谷福土井 上垣　康成
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

14201-2169-6 13 250 福芳土井 81.8 照長土井 養父市大屋町若杉

BBAABA 原 去 25.05.03 みつひめ 黒原1087326  第２安鶴土井 高橋　副武

14201-2165-8 4 263 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA  原 去 25.04.20 のうみ２ 黒原1449849  照長土井 高橋　副武

14201-2163-4 9 271 福芳土井 81.5 菊道土井 養父市大屋町若杉

ABACCA 原 去 25.04.12 のぞみち 黒原1271516  谷美土井 高橋　副武

13748-3398-0 5 271 照忠土井 80.6 福広土井 養父市森

BAABAA 原 去 25.04.12 まつひろ 黒原1409461  菊道土井 田村　正宏

13748-3435-2 12 273 福芳土井 80.6 鶴丸土井 養父市大屋町蔵垣

BCBCCA 原 雌 25.04.10 かのこ 黒原1223666  谷福土井 上垣　勇吾

14201-2182-5 7 273 芳悠土井 79.0 照明土井 養父市建屋

AAABAA 原 雌 25.04.10 うめこ２ 黒　2174560  菊安土井 大封　健太

08599-5254-3 5 278 千代藤土井 79.6 光菊波 朝来市和田山町安井

BACAAA  原 雌 25.04.05 みつきくこ 黒　2275935  照長土井 県北部農業技術センタ

14201-1721-7 4 280 芳山土井 80.8 福広土井 豊岡市中郷

AAACAA  原 雌 25.04.03 あやめ 黒原1449797  菊安土井 新田　顕雄

13748-3232-7 2 245 丸宮土井 81.6 福芳土井 豊岡市日高町知見

BBAAAA  原 雌 25.05.08 やまふく 黒原1528496  照長土井 山崎　豊志

14201-1781-1 4 258 丸宮土井 81.5 福芳土井 豊岡市出石町上野

ABAAAA  原 雌 25.04.25 さゆり 黒原1449819  照長土井 山本　憲一

13553-1339-5 6 264 菊西土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町佐用

AABCBA 原 雌 25.04.19 ふじふく 黒　2253564  照長土井 兵庫県立佐用高等学校

13779-1639-0 3 281 丸富土井 81.2 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

AABCAA  原 去 25.04.02 やすみ２ 黒　2347324  谷美土井 横坂共栄農場

13779-1585-0 7 266 福芳土井 82.0 鶴丸土井 神崎郡神河町猪篠

BBBBBB 原 雌 25.04.17 まるふく 黒　2207161  谷福土井 藤原　孝作

13779-1659-8 4 266 丸富土井 80.2 福広土井 宍粟市山崎町葛根

AABBAA 原 雌 25.04.17 よしゆき３ 黒　2329934  菊井土井 吉岡　慎治
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

11548-7137-9 3 281 丸宮土井 80.7 福芳土井 川辺郡猪名川町紫合

AAAAAA  原 雌 25.04.02 みなみ 黒　2374428  菊安土井 森田　和子

14336-0405-6 2 290 芳山土井 78.8 福広土井 小野市長尾町

AAACBA  原 雌 25.03.24 おかとしみ 黒　2319447  菊俊土井 岡田　秀子

14108-1235-1 2 250 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA  原 去 25.05.03 すぎふく 黒原1467448  鶴丸土井 上田　真吾

14108-1142-2 4 271 芳悠土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町下小倉

ABBABA 原 去 25.04.12 きたてる 黒原1449551 高 谷美土井 上田　真吾

14108-1150-7 4 243 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABABAA  原 去 25.05.10 ゆり 黒原1449573  照長土井 須原　芳夫

14108-1167-5 5 258 丸尚土井 79.3 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

       　 去 25.04.25 きくよ 黒　2275894  菊俊土井 前田　貴雄

14108-1218-4 2 249 芳山土井 81.3 照長土井 丹波市氷上町氷上

       　 去 25.05.04 きよてる 黒原1524530  菊俊土井 赤井　万美

13388-5895-0 6 279 菊西土井 80.5 幸豊土井 篠山市曽地奥

BBCBBB 　 去 25.04.04 さざなみ２の９ 黒　2157470  第２安鶴土井 岡本　栄一

13388-5865-3 6 277 千代藤土井 82.0 幸豊土井 篠山市小多田

CBCBBA 原 去 25.04.06 さかえの２ 黒　2157466  照長土井 松本　登喜雄

14201-1051-5 7 255 丸富土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

BACCBA 原 去 25.04.28 つるぎく３ 黒　2209096  照長土井 西井　みゆき

13748-2565-7 6 265 福芳土井 81.5 照波土井 香美町村岡区萩山

AAABAA 原 去 25.04.18 たけひめ 黒原1331146  菊安土井 西村　忠一

13748-2566-4 4 259 芳悠土井 80.8 福広土井 香美町村岡区萩山

AAABAA  原 去 25.04.24 まゆ 黒原1404850  菊安土井 西村　忠一

13748-2823-8 4 258 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

ABACCA  原 去 25.04.25 ゆきひめ６の２ 黒原1444283  照長土井 谷渕　侑生

13748-2389-9 8 268 芳山土井 82.1 第２照久土井 香美町小代区神場

AAACAA 原 去 25.04.15 てるみ 黒原1299687  照長土井 上治　秀正
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-2455-1 2 256 照也土井 81.8 福芳土井 香美町小代区佐坊

AABBAA  原 去 25.04.27 ふくみ１３ 黒原1524445  第２安鶴土井 本上　純也

13748-2489-6 7 276 芳山土井 81.7 照長土井 香美町小代区神水

AAABAA 原 去 25.04.07 みつふく１の３ 黒原1299702  安幸土井 毛戸　誠

13748-2857-3 2 224 丸富土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AABCBA  原 去 25.05.29 みわこ２ 黒原1524494  照長土井 中村　文吾

13748-2594-7 2 252 照忠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BABAAA  原 去 25.05.01 はるきく２ 黒原1524449  谷福土井 中丘　亀雄

13748-2696-8 10 243 芳悠土井 81.7 谷福土井 美方郡新温泉町飯野

AAACCA 原 去 25.05.10 ますたに 黒原1206175  安美土井 中井　太一郎

13748-2947-1 1 240 菊毬土井 80.2 芳山土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 25.05.13 ゆきひめ 黒原1559135  照長土井 尾崎　栄太郎

13748-2515-2 3 245 芳山土井 82.5 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BAACAA  原 雌 25.05.08 ふくはな 黒原1482282  照長土井 植田　秀作

13748-3660-8 2 243 芳山土井 82.0 芳恒土井 美方郡新温泉町熊谷

       　 雌 25.05.10 ひさたに５の２ 黒原1524508  福広土井 山本　賢一

13748-2479-7 10 238 芳山土井 82.0 照長土井 香美町小代区大谷

AAACAA 原 雌 25.05.15 さちふく５ 黒原1206240 高育 菊照土井 増田　丹

13748-2462-9 8 257 福芳土井 82.5 照長土井 香美町小代区貫田

ACACCB 原 雌 25.04.26 ふじみ２ 黒原1271122  谷福土井 小林　義富

13748-2976-1 4 252 丸富土井 81.6 福広土井 香美町村岡区味取

BACBBA  原 雌 25.05.01 やすふくひめ６ 黒原1444297  照長土井 西山　勝

13748-2628-9 1 248 丸富土井 83.0 菊也土井 香美町村岡区熊波

       　 雌 25.05.05 みぞえの１ 黒原1559084  照長土井 井上　哲也

13748-2775-0 4 246 菊西土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

AABCCA 原 雌 25.05.07 きくみ２の１ 黒原1444302 改 谷福土井 井上　哲也

13748-2674-6 7 227 芳悠土井 81.8 照俊土井 香美町村岡区川会

ACBBCA 原 雌 25.05.26 たにとよひめ１ 黒原1299656  菊照土井 谷　俊一
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13435-6222-4 2 287 芳悠土井 79.1 菊西土井 宍粟市一宮町東河内

ABBBBA  原 雌 25.03.27 たまにし 黒　2396534  菊照土井 小池　一博

14201-1806-1 3 268 丸富土井 83.0 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AABCBA  原 去 25.04.15 きよの３ 黒原1449815  菊安土井 小牧　伸典

08599-5267-3 6 243 芳悠土井 80.2 北丸土井 朝来市和田山町安井

ABACCA 原 去 25.05.10 さかえまる 黒原1391339  北宮波 県北部農業技術センタ

08599-5268-0 1 235 千代藤土井 80.0 鶴神土井 朝来市和田山町安井

CACBAA  原 去 25.05.18 みやつるかみ 黒原1573996  宮照波 県北部農業技術センタ

14201-2328-7 5 263 千代藤土井 80.8 福俊土井 朝来市和田山町岡

BACBBA 原 去 25.04.20 ふくみ 黒原1369066  菊照土井 森下　清司

13403-2383-5 5 275 丸富土井 79.6 照菊波 朝来市和田山町野村

BBACCA 原 去 25.04.08 てるなみ３ 黒　2226832  菊照土井 宮田　貴身仁

13362-8655-7 4 249 福芳土井 81.8 菊俊土井 養父市畑

ABACCA  原 去 25.05.04 かずこ３ 黒原1449963  照長土井 山根　忠行

13362-8652-6 11 262 福芳土井 81.4 幸豊土井 養父市左近山

BCBBCB 　 去 25.04.21 とよの 黒原1172217  菊照土井 田村　数秋

13748-3395-9 3 281 丸宮土井 81.6 菊俊土井 養父市森

       　 雌 25.04.02 めぐたけ 黒原1489215  福俊土井 田村　正宏

14201-2174-0 1 273 丸宮土井 80.7 菊西土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA  原 雌 25.04.10 つばめ 黒原1561897  福芳土井 高橋　副武

14201-2078-1 2 268 丸宮土井 83.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA  原 雌 25.04.15 まるかめ 黒原1528553  鶴丸土井 高橋　副武

14201-2289-1 6 276 照忠土井 81.7 福芳土井 朝来市神子畑

AAABAA 原 雌 25.04.07 ぶんぷく 黒原1369063  菊道土井 仙賀　隆文

14201-2327-0 11 245 菊西土井 82.5 照長土井 朝来市和田山町岡

AACCBA 原 雌 25.05.08 なつてる 黒原1129083  菊道土井 森下　治郎

14201-1653-1 3 279 丸宮土井 80.7 照一土井 豊岡市但東町河本

       　 雌 25.04.04 てるひろ 黒原1467513  鶴丸土井 森井　正彦
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-3334-8 9 271 福芳土井 79.8 照菊波 豊岡市但東町相田

ABACCB 原 雌 25.04.12 みやたかね１の１ 黒　2115459 改 谷福土井 牧井　脩

13708-1693-2 2 283 芳悠土井 81.3 照長土井 異性複数産子 佐用郡佐用町平谷

       　 雌 25.03.31 はやし 黒　2396528  照菊波 その他 安岡　林

13779-1640-6 10 275 菊西土井 80.2 第２鶴雪土井 佐用郡佐用町横坂

CBCBBA 　 去 25.04.08 ひろみ 黒　2093392  菊照土井 横坂共栄農場

13779-1691-8 2 269 丸富土井 79.2 福芳土井 相生市矢野町真広

AABCBA  原 雌 25.04.14 みつふく２ 黒　2376708  照長土井 坂本　修一

13627-0649-4 5 276 芳山土井 78.8 菊宮土井 神崎郡市川町保喜

AAACAA 原 雌 25.04.07 みかこ 黒　2294613  谷福土井 松岡　千津子

13427-3861-3 4 260 菊俊土井 81.3 福芳土井 多可町八千代区中野間

       　 去 25.04.23 よしこ 黒　2334702  鶴丸土井 有田　覚

11548-7107-2 1 262 福芳土井 79.6 菊俊土井 三田市東山

ACACCB 去 25.04.21 としこ 黒　2416038  第２鶴雪土井 岡本　鷹司

14336-0462-9 1 317 照忠土井 78.3 照一土井 加西市大内町

CACAAA  原 雌 25.02.25 きくこ 黒　2354004  第２安鶴土井 藤原　護

14108-1170-5 4 274 丸富土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

AABCBA  原 去 25.04.09 たけの７の５の５ 黒原1449566  福芳土井 細見　忠和

14108-1230-6 4 238 福芳土井 81.0 菊俊土井 丹波市柏原町柏原

ACACCA 　 去 25.05.15 きくなお 黒原1449818  谷福土井 下山　一彦

14108-1327-3 5 241 福芳土井 80.5 福俊土井 丹波市山南町北和田

ABACBA  原 去 25.05.12 しずもち 黒原1409600  照長土井 田中　憲蔵

14108-1184-2 1 248 丸宮土井 80.7 福芳土井 丹波市柏原町石戸

BBAAAA  原 去 25.05.05 なるふく 黒原1536339  照長土井 徳田　順彦

14108-1182-8 1 277 丸富土井 81.0 芳山土井 丹波市山南町谷川

AAACAA  原 去 25.04.06 ひろこ６ 黒原1559152  照長土井 直田　進

13388-5894-3 3 267 丸宮土井 81.6 福芳土井 篠山市佐倉

ABAAAA  原 雌 25.04.16 あまり 黒　2347278  第２安鶴土井 三原　渉
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-2767-5 2 233 福芳土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABACCB 去 25.05.20 ふくかね６ 黒原1524464  谷福土井 寺谷　進

13748-2746-0 12 291 丸富土井 81.8 第２安鶴土井 美方郡新温泉町切畑

CBCABA 　 去 25.03.23 ゆきつる 黒原1085192  菊照土井 倉田　広美

13748-2711-8 2 250 芳山土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAACBA  原 去 25.05.03 てるみ 黒原1524506  照長土井 田中　栄一

13748-2803-0 9 248 福芳土井 80.5 茂美波 美方郡新温泉町諸寄

ABACBB 　 去 25.05.05 やすしげなみ 黒原1271145  照菊波 田中　充

13748-3159-7 11 245 芳悠土井 80.3 鶴丸土井 香美町小代区神水

ABBBBA 原 去 25.05.08 やすふく１３ 黒原1206242 高育 菊照土井 藤原　敏和

13748-2436-0 12 253 福芳土井 82.1 第２鶴雪土井 香美町小代区東垣

ABACCA 原 去 25.04.30 おおみぞ１ 黒原1127002  谷福土井 今井　正己

14201-1044-7 2 273 丸富土井 81.4 福広土井 香美町村岡区長瀬

BACCBA  原 去 25.04.10 おおみぞ５の３ 黒原1482189  照長土井 谷渕　侑生

13748-3086-6 2 243 照也土井 80.7 菊西土井 香美町村岡区宿

AACAAA  原 去 25.05.10 ゆめぎく 黒原1524376  福芳土井 上田　伸也

13748-3083-5 7 243 芳悠土井 80.2 照長土井 香美町村岡区宿

ABABBA 原 去 25.05.10 きよてるなが 黒原1368961 高育 幸豊土井 上田　伸也

13748-3088-0 6 243 照也土井 84.2 福芳土井 香美町村岡区宿

AABAAB 　 去 25.05.10 こうふく３の６ 黒原1368913  安重土井 上田　伸也

14201-1492-6 8 243 芳悠土井 81.5 鶴丸土井 香美町村岡区和池

ABACBA 原 雌 25.05.10 ながふく４ 黒原1237428  照長土井 西崎　武志

13748-3138-2 1 255 芳山土井 80.1 菊西土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 25.04.28 みずき 黒原1559109  福芳土井 森脇　薫明

13748-3133-7 4 255 芳山土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACBA 原 雌 25.04.28 はるか３ 黒原1444328  鶴山土井 森脇　薫明

13748-3635-6 4 237 芳山土井 81.5 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 25.05.16 ふくえ５の１ 黒原1444340 改 谷福土井 小林　操
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-2390-5 15 257 丸富土井 81.5 照長土井 香美町小代区神場

CBCBBA 原 雌 25.04.26 こゆき 黒原1007176  谷脇土井 上治　秀正

13748-2861-0 7 271 福芳土井 81.4 鶴丸土井 香美町小代区久須部

ABACCA 原 雌 25.04.12 よしつね 黒原1299700 高育 照長土井 福田　富夫

13748-3153-5 7 258 丸富土井 84.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AABCBA 原 雌 25.04.25 しょうふく８ 黒原1331240  菊照土井 田中　房夫

13748-2644-9 1 249 福芳土井 79.4 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA  原 雌 25.05.04 にしよしの１１ 黒　2413796  鶴山土井 村尾　和広

13748-3131-3 4 242 福芳土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町岸田

ABACBA 原 雌 25.05.11 さとみ２ 黒原1444378  谷福土井 田中　孝広

13435-6228-6 6 262 北丸土井 80.8 鶴山土井 宍粟市一宮町東河内

BBCCCB  原 雌 25.04.21 つるきく 黒　2129444  菊照土井 小池　一博

14201-1740-8 2 240 照忠土井 81.4 福芳土井 豊岡市但東町佐々木

AAAAAA  原 去 25.05.13 いなふく 黒原1528527  安幸土井 西　幸信

14201-1907-5 4 282 丸宮土井 82.4 福芳土井 豊岡市城崎町飯谷

BBAAAA  原 去 25.04.01 ゆみこ 黒原1449813  安幸土井 北村　幸弘

14201-2343-0 2 268 丸宮土井 81.8 福芳土井 朝来市和田山町寺内

       　 去 25.04.15 てるみやよし 黒原1497784  菊原波 磯　四郎

13403-2385-9 12 265 芳悠土井 82.0 第２鶴雪土井 朝来市和田山町野村

AABBAA 原 去 25.04.18 みどり３ 黒原1127041  照長土井 宮田　貴身仁

13748-3514-4 11 246 福芳土井 80.0 照長土井 養父市大屋町蔵垣

ACABCB 　 去 25.05.07 ちえ 黒原1087337  安美土井 上垣　康成

13748-3442-0 9 239 照忠土井 80.7 北宮波 養父市大屋町蔵垣

BBABBA 原 去 25.05.14 ふみこ 黒原1271506  第２安鶴土井 上垣　勇吾

13748-3402-4 5 229 福芳土井 81.7 第１満金波 養父市森

ABACBB 　 去 25.05.24 めぐかね 黒原1409460  照俊土井 田村　正宏

14201-2042-2 3 258 丸宮土井 80.0 福広土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA  原 雌 25.04.25 はつはな１ 黒原1467533  茂金波 岩花　玉男
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

14201-1994-5 1 252 千代藤土井 80.0 丸宮土井 乳頭異常 養父市大屋町宮本

       　 雌 25.05.01 みやはる２の１ 黒原1561890  福芳土井 その他 寺尾　智也

13841-0179-6 2 278 芳悠土井 81.0 福芳土井 養父市別宮

AAACBA  原 雌 25.04.05 やよい 黒原1528533  菊俊土井 西谷　敏秀

08599-5251-2 4 280 西清土井 80.8 宮照波 朝来市和田山町安井

       原 雌 25.04.03 くにみ 黒原1423439  照道土井 県北部農業技術センタ

14201-1801-6 5 284 芳悠土井 81.8 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

AABBAA 原 雌 25.03.30 よしこ２ 黒原1409431  鶴丸土井 小牧　成基

14201-1803-0 2 277 芳悠土井 81.3 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

       　 雌 25.04.06 たかこ 黒原1528516  福広土井 小牧　成基

13779-1631-4 4 306 丸宮土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町櫛田

ABAAAA  原 雌 25.03.08 おじろ１３ 黒原1449591  照長土井 竹内　隆

13779-1647-5 3 269 福芳土井 81.0 照長土井 佐用郡佐用町横坂

ABACCA  原 去 25.04.14 れんげ 黒　2369439  菊照土井 横坂共栄農場

13779-1594-2 5 274 照忠土井 80.1 福俊土井 神崎郡神河町猪篠

BABAAA  原 雌 25.04.09 やすこ 黒原1409486  菊安土井 藤原　孝作

13627-0650-0 4 282 照忠土井 80.2 福芳土井 神崎郡市川町保喜

AABBAA  原 雌 25.04.01 ふくとし 黒原1449857  菊俊土井 松岡　千津子

13520-2022-7 2 260 芳山土井 81.1 丸宮土井 異性複数産子 神戸市北区淡河町神田

AAABAA  原 去 25.04.23 わかこ 黒　2393952  照明土井 奥下　均

14336-0406-3 8 285 芳山土井 80.1 幸豊土井 小野市長尾町

ABACBA 原 雌 25.03.29 きくとよ 黒　2180463  菊照土井 岡田　勇治

13756-0340-7 1 287 千代藤土井 80.0 丸宮土井 小野市万勝寺町

       　 去 25.03.27 みやよし１ 黒　2418415  福芳土井 宮下　俊子

14108-1168-2 4 259 丸富土井 79.5 菊宮土井 丹波市青垣町東芦田

CACCAA 　 去 25.04.24 そのこ１ 黒　2294637  谷福土井 前田　貴雄

14108-1171-2 7 274 丸宮土井 81.8 照長土井 丹波市氷上町小谷

BBBABA 原 去 25.04.09 ゆきふく８ 黒原1342766  谷福土井 細見　忠和
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

14108-1145-3 5 268 芳山土井 81.6 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 25.04.15 うえだ１９ 黒原1336547  第２安鶴土井 上田　真吾

14108-1143-9 9 270 丸宮土井 82.4 鶴山土井 丹波市柏原町下小倉

BCBABA 原 雌 25.04.13 たにやすひめの１ 黒原1170184  安幸土井 上田　真吾

14108-1154-5 5 246 福芳土井 80.7 幸豊土井 丹波市市島町下竹田

ACACCB  原 雌 25.05.07 ふくこ６の５ 黒原1429665  谷福土井 須原　芳夫

13388-5900-1 3 266 照美土井 80.3 菊俊土井 篠山市曽地奥

BBBCBB  原 雌 25.04.17 ひさご 黒　2360074  幸豊土井 岡本　栄一

13748-2601-2 9 230 芳悠土井 82.0 照菊波 香美町村岡区口大谷

ACACCA 　 去 25.05.23 てるひめ 黒原1206108 改 菊照土井 山本　徳至

13748-2560-2 1 310 芳山土井 77.3 丸福土井 香美町村岡区萩山

BAACAA  原 去 25.03.04 てるまる 黒　2413798  照長土井 西村　忠一

13748-2626-5 4 268 照忠土井 81.7 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BAABAA 原 去 25.04.15 ゆきとし 黒原1444305 改 幸福土井 井上　哲也

13748-3156-6 6 238 福芳土井 83.8 菊俊土井 香美町村岡区熊波

ACACCA 　 去 25.05.15 おふく１ 黒原1404877 高育 鶴山土井 井上　哲也

13748-2849-8 5 238 福芳土井 80.3 鶴山土井 香美町香住区三谷

ABABBA 原 去 25.05.15 かつやま 黒原1368941  菊安土井 清水　容和

13748-2425-4 7 274 照忠土井 81.4 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAABAA 原 去 25.04.09 きよひめよし１ 黒原1331221 改 菊照土井 今井　正人

13748-2480-3 12 234 丸富土井 81.7 谷福土井 香美町小代区大谷

BACCCA 原 去 25.05.19 ふくみ８ 黒原1127008 高改 照長土井 増田　丹

13748-2780-4 8 273 福芳土井 81.6 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

ABACBA 原 去 25.04.10 なるひめ 黒原1299781  谷福土井 田中　稔

13748-2593-0 3 236 菊毬土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町多子

去 25.05.17 きよこ 黒原1482249  照長土井 坂本　修治

13748-2797-2 7 251 芳悠土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町塩山

ABBCBA 原 去 25.05.02 ふくひろ 黒原1331259  谷福土井 山本　智明
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-2506-0 8 237 福芳土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町霧滝

ACACCA 　 去 25.05.16 ふじてる 黒原1299740  菊照土井 田村　晴雄

13748-2921-1 1 258 丸富土井 81.8 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA  原 雌 25.04.25 とよやま 黒原1559130  幸豊土井 中井　勝

13748-3654-7 5 226 丸富土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

       　 雌 25.05.27 まさ 黒原1368835  菊俊土井 安田　洋一

14201-1130-7 3 286 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

BABBAA  原 雌 25.03.28 ふく 黒原1482298  福芳土井 中村　文吾

13748-2398-1 1 253 丸富土井 79.5 芳山土井 香美町小代区野間谷

AAACAA  原 雌 25.04.30 ともよし４ 黒　2413814  菊俊土井 朝倉　久子

13748-2822-1 3 262 芳山土井 81.1 照也土井 香美町村岡区長瀬

       　 雌 25.04.21 よしみの５の５ 黒原1482257  福広土井 谷渕　侑生

13748-2970-9 8 278 菊西土井 79.5 鶴山土井 香美町村岡区味取

ABBBBA 原 雌 25.04.05 たにつる 黒　2174540  谷福土井 西山　勝

13748-2973-0 1 277 照武土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区味取

       原 雌 25.04.06 たけよし３ 黒原1559090  照波土井 西山　勝

13748-2372-1 4 282 福芳土井 81.6 第２鶴雪土井 香美町村岡区丸味

ABACBA  原 雌 25.04.01 ふくてる６ 黒原1444337  照長土井 対中　広芳

13435-6227-9 9 265 福芳土井 81.5 照長土井 宍粟市一宮町東河内

AAACAB 原 雌 25.04.18 てるひめ１ 黒原1237342  菊安土井 小池　一博

14201-1651-7 3 290 丸富土井 81.0 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AABCBA  原 去 25.03.24 てるふく 黒原1489174  福芳土井 森井　正彦

13841-0308-0 7 254 芳悠土井 82.0 照長土井 豊岡市日高町知見

ABBBCA 原 去 25.04.29 はる 黒原1331065  谷福土井 山崎　豊志

14201-2234-1 3 225 福芳土井 80.5 菊俊土井 朝来市山東町大月

       　 去 25.05.28 せつきく 黒原1467559  照長土井 浅野　登

13403-2387-3 6 244 丸宮土井 81.2 照明土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 25.05.09 きくみあき 黒原1299826 改 菊俊土井 宮田　貴身仁
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

14201-2077-4 5 232 丸宮土井 82.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

ABAABA 原 去 25.05.21 こじま 黒原1369045  照長土井 高橋　大樹

14201-2085-9 3 233 丸宮土井 81.8 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBABBA  原 去 25.05.20 おじま 黒原1489247  福芳土井 高橋　大樹

14201-2079-8 10 237 福芳土井 83.1 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 25.05.16 まりまる 黒原1239776  菊照土井 高橋　大樹

13748-3396-6 6 279 照忠土井 80.6 福俊土井 養父市森

AACAAB 原 雌 25.04.04 さわとし 黒原1384155  菊照土井 田村　正宏

13748-3439-0 6 251 照忠土井 80.8 光安土井 養父市大屋町蔵垣

CABAAA 原 雌 25.05.02 ななひかり 黒原1369041  第２鶴雪土井 上垣　勇吾

13841-0617-3 2 273 芳山土井 80.5 菊俊土井 豊岡市目坂

AAACBA  原 雌 25.04.10 しずか２ 黒原1528512  照菊波 谷口　正夫

14201-1724-8 3 273 芳悠土井 80.2 丸福土井 豊岡市中郷

BBBBAA  原 雌 25.04.10 あおい 黒　2368113  照長土井 新田　義孝

14201-1883-2 2 258 芳山土井 81.6 丸宮土井 豊岡市清冷寺

AAABAA  原 雌 25.04.25 よしま 黒原1528504  光照土井 浅井　光澄

13748-3335-5 1 259 芳山土井 80.6 福広土井 豊岡市日高町石井

AAACBA  原 雌 25.04.24 ひろこ 黒原1561846  鶴山土井 安堵　正男

14201-1739-2 2 263 福芳土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町佐々木

ABABBA  原 雌 25.04.20 ふくみや 黒原1528526  照菊波 西　幸信

13477-3016-2 1 231 丸宮土井 79.7 福広土井 姫路市林田町山田

ABAAAA  原 去 25.05.22 あおい 黒　2428234  菊安土井 上田　守

13404-6035-6 1 261 福広土井 80.8 菊俊土井 たつの市御津町中島

BBBCCA  原 去 25.04.22 なかとし 黒　2418430 鶴丸土井 吉田　和子

11548-7109-6 5 253 芳山土井 81.8 第１菊武土井 三田市東山

AAACAA 原 去 25.04.30 まさみ 黒原1379118  照長土井 岡本　鷹司

13756-0372-8 2 240 照一土井 80.8 福芳土井 小野市広渡町

       　 去 25.05.13 やすひで１の１ 黒　2388891  丸博土井 前田　勇雄
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13506-2834-0 3 237 芳山土井 80.5 菊俊土井 小野市河合西町

AAACBA  原 去 25.05.16 ゆき 黒　2369445  谷福土井 堀井　光仁

14108-1174-3 1 244 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

ABAAAA  原 雌 25.05.09 たけの７の５の７ 黒原1569964  福芳土井 細見　忠和

14108-1334-1 6 207 丸富土井 81.1 照長土井 丹波市柏原町柏原

BACBAA 原 雌 25.06.15 さちよ 黒原1331105  安幸土井 下山　一彦

14108-1118-7 9 271 芳悠土井 80.8 照長土井 丹波市市島町下竹田

BBBCCA 原 雌 25.04.12 ふくよ 黒原1209467  谷福土井 須原　芳夫

14108-1166-8 2 249 芳悠土井 80.1 照一土井 丹波市青垣町檜倉

BBBAAA  原 雌 25.05.04 てる 黒　2391504  第２安鶴土井 足立　尚之

14108-1323-5 5 221 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市山南町北和田

ABABAA 原 去 25.06.01 やすみ 黒原1419297  安幸土井 田中　憲蔵

13388-5870-7 3 249 照忠土井 80.4 宮弘波 篠山市曽地口

BABBAA  原 去 25.05.04 りょう 黒　2380521  第２鶴雪土井 清水　健司

13388-5882-0 1 245 芳山土井 82.1 菊西土井 篠山市小原

AAACAA  原 雌 25.05.08 まさみ 黒　2402114  鶴山土井 勝木　清市

13748-2647-0 3 240 照忠土井 78.5 丸福土井 同性複数産子 美方郡新温泉町飯野

CACAAA  原 去 25.05.13 ゆきまる 黒　2363028  鶴山土井 村尾　和広

13748-2598-5 6 263 芳山土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AAACBA 原 去 25.04.20 たかえの２ 黒原1368836  菊安土井 西　逸子

13748-2991-4 3 257 丸富土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AABBAA  原 去 25.04.26 まつはな 黒原1444348  菊道土井 竹下　与輔

13748-3618-9 6 226 丸富土井 84.0 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AABCBA 原 去 25.05.27 よしつね 黒原1368822  鶴山土井 田中　房夫

13748-2805-4 5 244 芳悠土井 80.0 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABBA  原 去 25.05.09 てるとし 黒原1404952  福芳土井 田中　祥子

14201-0929-8 1 287 芳悠土井 82.8 丸富土井 香美町小代区貫田

AABBBA  原 去 25.03.27 ふじみ３ 黒原1524447  照長土井 小林　義富
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-2388-2 14 273 芳山土井 82.3 照長土井 香美町小代区神場

AAACAA 原 去 25.04.10 てるひめ 黒原1085194 高 菊安土井 上治　秀正

13748-3141-2 12 244 芳山土井 81.1 照長土井 香美町村岡区丸味

BABCBA 原 去 25.05.09 ひでくに 黒原1206149  第２鶴雪土井 森脇　薫明

13748-3139-9 11 242 芳山土井 81.3 鶴山土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 25.05.11 しげくに 黒原1206145 高育 谷福土井 森脇　千絵

14201-1050-8 2 256 丸富土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

AABCBA  原 去 25.04.27 よしふく 黒原1524380  照波土井 西井　秀一

13748-2561-9 3 278 福芳土井 80.0 照一土井 香美町村岡区萩山

ABACBA  原 雌 25.04.05 つるてる 黒原1482179  照菊波 西村　忠一

13748-2620-3 1 276 丸富土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

       　 雌 25.04.07 まるふくよし 黒原1559083  丸福土井 井上　哲也

13748-2622-7 9 275 丸明波 83.7 茂美波 香美町村岡区熊波

       　 雌 25.04.08 ふくなみ 黒原1271078 高育 照長土井 井上　哲也

13748-2717-0 5 263 石義丸 81.4 福芳土井 香美町香住区丹生地

       原 雌 25.04.20 としふく０７ 黒原1404823  菊俊土井 今西　修輔

13748-2403-2 7 251 丸富土井 81.8 福芳土井 香美町小代区実山

AABCBA 原 雌 25.05.02 おじろ１の１０ 黒原1331218 高育 照長土井 門垣　敦子

14201-1133-8 2 275 丸富土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

BABBAA  原 雌 25.04.08 ふじひめ 黒原1524490  第２安鶴土井 中村　文吾

14201-1157-4 11 245 福芳土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町多子

ACCCCB 原 雌 25.05.08 さえか 黒原1206166  菊照土井 中西　亨

13748-2490-2 6 248 丸富土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA 原 雌 25.05.05 よしみやひさ 黒原1368862  第２安鶴土井 坂本　忠美

13748-2993-8 4 258 丸富土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

AABCBA  原 雌 25.04.25 おおみぞ８の５ 黒原1444380 高育 谷福土井 田中　孝広

13435-6225-5 3 265 丸宮土井 82.2 福広土井 宍粟市一宮町東河内

BBBAAA  原 雌 25.04.18 まちふく 黒　2338225  鶴山土井 小池　一博
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

14201-1807-8 6 267 丸宮土井 81.7 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

ABAAAA 原 去 25.04.16 もりまつ 黒原1368997 高育 照長土井 小牧　伸典

08599-5271-0 1 230 丸富土井 81.2 照也土井 朝来市和田山町安井

BABBAA  原 去 25.05.23 みやなり 黒原1573994  芳寛土井 県北部農業技術センタ

08599-5272-7 1 230 丸富土井 79.7 照也土井 朝来市和田山町安井

       　 去 25.05.23 なりてる 黒　2423269  福芳土井 県北部農業技術センタ

13403-2382-8 3 278 芳悠土井 81.0 照長土井 朝来市和田山町野村

ABACCA  原 去 25.04.05 なみひめ８ 黒原1423570  照菊波 宮田　貴身仁

14201-2329-4 7 243 丸富土井 83.5 福芳土井 朝来市伊由市場

AABBAA 原 去 25.05.10 てるこ 黒原1331128 改 照長土井 椿野　勝三

14201-1991-4 5 275 丸富土井 81.1 福広土井 養父市大屋町宮本

AABCAA  原 去 25.04.08 みつひめ 黒原1409479  菊安土井 寺尾　智也

13748-3403-1 11 228 福芳土井 81.3 照長土井 養父市森

ABACBA 原 去 25.05.25 めぐなが 黒原1209523  第２安鶴土井 田村　正宏

13748-3440-6 1 245 千代藤土井 80.2 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BACAAA  原 雌 25.05.08 おきな２ 黒原1528545  谷福土井 上垣　耕作

14201-2090-3 10 257 芳悠土井 81.4 照長土井 養父市大屋町若杉

AAABBA 原 雌 25.04.26 みつてる 黒原1099338  菊安土井 高橋　副武

14201-2082-8 1 263 丸富土井 80.6 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABCAA  原 雌 25.04.20 たけみつ 黒原1561896  照長土井 高橋　副武

14201-1895-5 1 319 丸宮土井 80.7 芳山土井 豊岡市城崎町飯谷

AAAAAA  原 雌 25.02.23 のぶよし 黒原1561858  菊伸土井 北村　幸弘

14201-1722-4 3 279 芳山土井 81.5 菊宮土井 豊岡市中郷

AAACAA  原 雌 25.04.04 みやこ 黒原1449962  北宮波 新田　義孝

13748-3333-1 5 277 芳山土井 81.5 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AAACBA 原 雌 25.04.06 さおり５ 黒原1409424  谷福土井 森井　正彦

13708-1694-9 9 282 芳山土井 80.2 谷美土井 佐用郡佐用町平谷

BABCBB 原 雌 25.04.01 おかやす 黒　2059335  菊照土井 安岡　林
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父
摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13779-1669-7 11 259 芳悠土井 81.1 鶴光土井 佐用郡佐用町佐用

BBBBBA 原 雌 25.04.24 のじぎく 黒　2047778  照長土井 兵庫県立佐用高等学校

13779-1587-4 10 253 福芳土井 81.1 照長土井 神崎郡神河町猪篠

AAACBA 原 去 25.04.30 きなこ 黒　2108436  谷福土井 藤原　幸子

13779-1584-3 9 259 芳山土井 83.0 第２鶴雪土井 姫路市継

AAACAA 原 去 25.04.24 きよこ 黒原1209235  安幸土井 松浦　勝義

13674-4768-2 12 253 福芳土井 81.1 幸豊土井 神戸市西区神出町

ACACCB 　 去 25.04.30 せつふく９９ 黒原1127073  菊照土井 池本　俊彦

14336-0408-7 6 269 福芳土井 79.6 光照土井 小野市長尾町

AAACAA 原 雌 25.04.14 おかるい 黒　2269295  菊伸土井 岡田　秀子

12100-1459-7 2 256 千代藤土井 81.2 福芳土井 加古川市志方町横大路

BACBAA  原 去 25.04.27 ふくみつ２２ 黒　2398426  菊照土井 松岡　功

14108-1217-7 9 252 福芳土井 82.4 照長土井 丹波市氷上町氷上

AAACBB 原 雌 25.05.01 あゆみ 黒原1300027  菊道土井 元田　松雄

14108-1119-4 4 275 芳山土井 81.5 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

AAACBA  原 雌 25.04.08 かね 黒原1449574  谷福土井 須原　芳夫

14108-1173-6 5 248 千代藤土井 81.0 幸豊土井 丹波市氷上町小谷

CACCBA 原 雌 25.05.05 きよゆき 黒原1391319  谷福土井 細見　忠和

14108-1135-4 10 274 丸富土井 80.8 谷福土井 丹波市青垣町東芦田

AACCBA 原 雌 25.04.09 みな 黒　2038671  第２安鶴土井 前田　貴雄

14108-1148-4 7 262 芳悠土井 82.0 照長土井 丹波市市島町北奥

ABABBA 原 雌 25.04.21 みやふく 黒原1271218  第２安鶴土井 大槻　英樹

13388-5891-2 6 244 芳悠土井 81.0 福俊土井 篠山市佐倉

ABBABA 原 雌 25.05.09 とこ 黒　2242575  谷本土井 三原　渉

13748-3079-8 5 250 芳悠土井 81.2 菊俊土井 香美町村岡区宿

AAABAA 原 去 25.05.03 のりきく 黒原1444233 改 照長土井 上田　伸也

13748-3080-4 1 250 芳山土井 81.8 菊西土井 香美町村岡区宿

AAACAA  原 去 25.05.03 ゆきふく 黒原1559058  福芳土井 上田　伸也
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年1月8日

血　　統 損　　徴

13748-3084-2 9 245 照也土井 81.7 鶴丸土井 香美町村岡区宿

CACBAA 　 去 25.05.08 ひめふく４ 黒原1237438 改 照長土井 上田　伸也

13748-2371-4 3 288 芳山土井 81.5 照広土井 香美町村岡区丸味

       　 去 25.03.26 てるひめ７２の１ 黒　2329943  第２安鶴土井 対中　広芳

13748-2374-5 4 263 芳悠土井 81.1 照広土井 香美町村岡区丸味

AABAAA  原 去 25.04.20 きくふくひろ１ 黒　2329942  福芳土井 対中　広芳

13748-2977-8 11 248 福芳土井 81.4 鶴山土井 香美町村岡区味取

ACABCA 　 去 25.05.05 つるこ 黒原1170022 改 照長土井 西山　勝

13748-2411-7 3 248 丸富土井 82.4 菊俊土井 香美町小代区秋岡

BACCBA  原 去 25.05.05 よしみ 黒原1482208  照長土井 吉岡　芳彦

13748-2804-7 7 247 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

ABABBA 原 去 25.05.06 ふくとく 黒原1331299  谷福土井 田中　充

13748-2774-3 4 278 照忠土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町熊谷

AAABAA 原 去 25.04.05 きくひめ 黒原1404913  菊安土井 左右田　哲夫

13748-2843-6 14 230 芳悠土井 82.3 第２照久土井 美方郡新温泉町丹土

BAAAAA 原 去 25.05.23 ふくみ７ 黒原1085232  安美土井 西坂　嘉津美

13748-2514-5 2 246 芳悠土井 78.7 照一土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 25.05.07 きくつる７ 黒　2391481  福芳土井 植田　秀作

13748-2776-7 5 271 芳山土井 80.8 茂美波 美方郡新温泉町海上

AAACBA  原 雌 25.04.12 ひめ２ 黒原1368845 育 谷福土井 池成　肇

13748-2641-8 10 267 丸富土井 83.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BABCAA 原 雌 25.04.16 ともよし 黒原1237407 高育 安幸土井 村尾　千代美

13748-2492-6 11 259 芳山土井 80.8 幸豊土井 香美町小代区神水

BBACCA 原 雌 25.04.24 つるあき 黒原1175759  第２安鶴土井 藤原　敏和

13748-2426-1 6 269 芳悠土井 81.3 菊俊土井 香美町小代区秋岡

AAACBA 原 雌 25.04.14 こうふく 黒　2252572  鶴丸土井 今井　正人

14201-1041-6 1 275 照忠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区長瀬

BAAAAA  原 雌 25.04.08 よしづる 黒原1482194  安幸土井 谷渕　侑生
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雌： 134 雄： 去： 156 合計 290
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血　　統 損　　徴

13748-2834-4 6 264 福芳土井 81.0 鶴味土井 香美町村岡区味取

ACACCC 　 雌 25.04.19 ふくこ 黒　2252579  安幸土井 阿瀬　稔

13748-2563-3 6 275 芳山土井 80.6 照長土井 香美町村岡区萩山

AAACAA 原 雌 25.04.08 かずなが 黒原1331147  第２安鶴土井 西村　忠一

13748-2562-6 3 273 福芳土井 80.1 菊俊土井 香美町村岡区萩山

       　 雌 25.04.10 たけとし 黒原1482178  福広土井 西村　忠一

13748-2737-8 9 243 福芳土井 80.0 鶴丸土井 香美町村岡区中大谷

BBACBA 原 雌 25.05.10 つるひめ 黒原1237422  照長土井 藤岡　義久

11508-9909-4 6 249 千代藤土井 82.0 照長土井 宍粟市波賀町道谷

CACBBA  原 雌 25.05.04 てるひめ 黒　2219677  第２安鶴土井 岸本　章弘

13841-0616-6 1 273 千代藤土井 80.0 芳山土井 豊岡市目坂

AABBAA  原 去 25.04.10 きんぼたん 黒原1561853 改 照明土井 谷口　正徳

14201-1741-5 7 231 丸富土井 82.0 照菊波 豊岡市但東町佐々木

AABCBB 　 去 25.05.22 きくふく 黒　2174572  谷福土井 西　幸信

14201-1782-8 3 248 芳山土井 82.5 菊俊土井 豊岡市出石町上野

AAACAA  原 去 25.05.05 あい 黒原1489173  照長土井 山本　憲一

14201-1789-7 4 247 芳山土井 81.1 菊俊土井 豊岡市引野

AAACBA 原 去 25.05.06 としこ 黒原1423404  谷福土井 竹村　清志

13403-2386-6 5 250 照忠土井 81.2 福広土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 25.05.03 ふくよ８ 黒原1409494  第２安鶴土井 宮田　貴身仁

13748-3513-7 5 250 芳山土井 79.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 去 25.05.03 いちふく 黒　2294611  谷脇土井 上垣　康成

13748-3443-7 10 238 丸富土井 81.7 照長土井 養父市大屋町蔵垣

AACAAA 原 去 25.05.15 おみな 黒原1209504 改 安美土井 上垣　勇吾

14201-2173-3 5 240 丸宮土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA 原 去 25.05.13 たみこ 黒原1331091  幸豊土井 高橋　副武

14201-2084-2 15 266 芳山土井 81.8 鶴光土井 同性複数産子 養父市大屋町若杉

ABACBA 原 雌 25.04.17 かなゆき 黒原1045319  谷美土井 高橋　副武
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血　　統 損　　徴

14201-2076-7 2 267 芳悠土井 81.8 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA  原 雌 25.04.16 あかのり 黒原1528551  第２鶴雪土井 高橋　大樹

08599-5244-4 3 287 鶴神土井 80.0 菊千代土井 朝来市和田山町安井

CBCAAA  原 雌 25.03.27 ななこ 黒原1477852  菊俊土井 県北部農業技術センタ

08599-5215-4 8 336 宮奥城 81.4 谷石土井 朝来市和田山町安井

BACCBB 原 雌 25.02.06 おくひめ 黒原1391349  谷福土井 県北部農業技術センタ

14201-2229-7 2 288 照忠土井 80.4 丸福土井 朝来市山東町大月

       　 雌 25.03.26 まるみ 黒原1508026  谷脇土井 浅野　登

14201-1654-8 2 270 照一土井 81.5 福芳土井 豊岡市但東町河本

AABAAA  原 雌 25.04.13 ふくさくら 黒原1528519  照長土井 森井　正彦

13779-1637-6 6 280 芳悠土井 81.5 鶴山土井 佐用郡佐用町櫛田

ACBABA  原 去 25.04.03 きみとよ３ 黒原1368982  幸豊土井 竹内　隆

13779-1648-2 1 262 丸富土井 80.6 芳山土井 佐用郡佐用町横坂

AAACAA  原 去 25.04.21 きよやま 黒　2418420  菊俊土井 矢内　忠司

13477-3017-9 2 248 丸宮土井 80.3 照一土井 姫路市林田町山田

BBBAAA  原 去 25.05.05 みやこ 黒　2376712  福俊土井 上田　守

13779-1583-6 1 274 芳山土井 79.4 福広土井 姫路市継

       　 去 25.04.09 きくこまる 黒　2423299  菊俊土井 松浦　勝義

11548-7138-6 2 246 芳山土井 81.0 丸宮土井 川辺郡猪名川町紫合

AAACAA  原 去 25.05.07 くっきい 黒　2398416  谷福土井 森田　和子

13445-3734-4 4 257 丸宮土井 80.2 菊晴土井 加西市常吉町

BBAAAA  原 去 25.04.26 はつはる 黒原1457351  福芳土井 県立農業大学校

14108-1158-3 1 273 芳悠土井 81.2 丸宮土井 丹波市市島町与戸

       　 雌 25.04.10 みやひかり 黒原1559172  菊俊土井 森本　康典

14108-1172-9 2 258 千代藤土井 80.8 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

BACAAA  原 雌 25.04.25 ふくむすめ６ 黒原1524533  照長土井 細見　忠和

13748-3348-5 5 243 丸宮土井 81.0 福芳土井 豊岡市産 丹波市柏原町柏原

CCAABA 原 雌 25.05.10 えりか１０ 黒原1409425  第２安鶴土井 下山　一彦
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血　　統 損　　徴

14108-1144-6 9 259 芳山土井 81.8 谷福土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA  原 雌 25.04.24 まご 黒原1237297 改 照長土井 上田　真吾

13388-5878-3 11 219 丸富土井 81.4 谷福土井 篠山市曽地口

BACBAA 原 去 25.06.03 ふじひめ 黒原1170075  安幸土井 清水　健司

11427-0942-4 3 258 千代藤土井 81.2 福広土井 宍粟市千種町河内

BACBAA  原 去 25.04.25 ひろまさ 黒　2347297  菊俊土井 林　繁樹

13435-6232-3 11 258 芳悠土井 81.2 照長土井 宍粟市一宮町東河内

ABBAAA 原 去 25.04.25 かおり 黒　2063496 高 安美土井 小池　節子

13435-6229-3 13 261 千代藤土井 81.5 第２鶴雪土井 宍粟市一宮町東河内

BACBBA 原 去 25.04.22 きよみ 黒　2022202  照長土井 小池　一博

13748-2513-8 5 255 丸富土井 85.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABCAA  原 去 25.04.28 つねふく 黒原1404939  照長土井 植田　秀作

13748-2405-6 2 263 芳山土井 81.7 菊西土井 香美町小代区新屋

AAACBA  原 去 25.04.20 おじろ１０ 黒原1524438  谷福土井 中村　芳老

13748-3023-1 11 284 福芳土井 80.8 照長土井 同性複数産子 香美町村岡区丸味

ABACBA 原 雌 25.03.30 １５４みつふく２ 黒　2110276  谷福土井 長瀬　久美子

13748-2533-6 1 290 照也土井 80.3 茂康波 香美町村岡区神坂

CACAAA  原 雌 25.03.24 とよしげ 黒原1559066  幸豊土井 伊沢　栄一

13748-2965-5 4 299 丸明波 81.1 菊俊土井 香美町村岡区味取

       原 雌 25.03.15 みのり 黒原1444292  福広土井 西山　勝
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