
雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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

13748-2524-4 2 241 芳悠土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ACACCA  原 去 25.06.16 にしふく６ 黒　2391482  第２鶴雪土井 植田　秀作

13748-2525-1 3 239 丸富土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA  原 去 25.06.18 のりふく 黒原1482283  鶴山土井 植田　秀作

13748-3640-0 2 244 福芳土井 80.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

ABACCA  原 去 25.06.13 みやこ 黒原1501794  照長土井 村尾　高司

13841-0445-2 3 250 丸宮土井 80.5 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

BBAAAA  原 去 25.06.07 しずかの２ 黒　2368116  第２鶴雪土井 旗谷　仁志

14451-8173-6 3 229 丸富土井 79.7 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

AAACAA  原 雌 25.06.28 ひさこの４ 黒　2350114  菊道土井 旗谷　仁志

13841-0596-1 5 245 丸富土井 81.4 福芳土井 豊岡市宮井

AABCBA 原 去 25.06.12 はは４ 黒原1409414 改 照長土井 綿田　謙

13841-0593-0 3 255 芳悠土井 80.4 照一土井 豊岡市宮井

AAABAA  原 雌 25.06.02 あかふく 黒原1489162  鶴丸土井 綿田　謙

11427-0940-0 2 292 千代藤土井 79.4 照長土井 宍粟市千種町黒土

BACBAA  原 雌 25.04.26 しずよ 黒　2396540  谷福土井 鳥居　せつ雄

11508-9910-0 7 272 福芳土井 81.3 照長土井 宍粟市波賀町道谷

ABACBA 原 雌 25.05.16 きよみ 黒　2219676  鶴丸土井 岸本　章弘

14201-2075-0 12 273 丸宮土井 80.5 谷美土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 25.05.15 ひさてる 黒原1085289  菊安土井 高橋　副武

14201-2083-5 6 267 丸宮土井 81.7 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 25.05.21 このは 黒原1369049  照長土井 高橋　副武

14201-1995-2 12 266 千代藤土井 81.3 照長土井 養父市大屋町宮本

BACCBA 原 去 25.05.22 てるみ 黒原1172232  谷福土井 寺尾　和敏

14201-2046-0 3 251 芳山土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA  原 去 25.06.06 よしはな２ 黒原1489224  第２照幸土井 岩花　玉男

13748-3517-5 4 255 芳山土井 80.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

AAACBA 原 去 25.06.02 ここみ 黒原1369043  第２安鶴土井 上垣　康成

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年2月12日

血　　統 損　　徴
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-3408-6 7 237 千代藤土井 81.7 福芳土井 養父市森

AABBAA 原 去 25.06.20 なつよし 黒原1331082  照長土井 田村　正宏

13748-3259-4 4 234 芳悠土井 81.5 福広土井 豊岡市但東町西谷

AAABAA 原 去 25.06.23 まさよ 黒原1449827  菊安土井 杉山　牧雄

13748-3199-3 13 240 菊俊土井 82.0 照長土井 豊岡市但東町河本

BCBCCB 　 去 25.06.17 さくら 黒原1129038 育改 菊安土井 森井　正彦

13748-3196-2 6 276 芳山土井 79.1 光照土井 豊岡市但東町河本

AAACBA 原 雌 25.05.12 もりとし 黒　2252630  谷福土井 森井　正彦

13748-3242-6 11 242 丸宮土井 82.1 谷福土井 豊岡市出石町百合

CBCABA 原 雌 25.06.15 なみふく 黒原1172254  菊照土井 松嶋　笑子

14201-1908-2 3 313 芳山土井 82.7 菊俊土井 豊岡市城崎町飯谷

       　 雌 25.04.05 ふくひめ６ 黒原1489165  照長土井 北村　幸弘

14201-1769-9 9 283 丸宮土井 80.8 幸豊土井 豊岡市野上

CCAAAA 原 雌 25.05.05 やすとよ０３ 黒原1271490  谷福土井 西垣　富夫

13403-2389-7 3 277 芳悠土井 79.7 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BABBBA  原 雌 25.05.11 てるふく９ 黒　2368137  照長土井 宮田　貴身仁

14201-2290-7 8 276 丸宮土井 81.4 菊安土井 朝来市神子畑

BBAAAA 原 雌 25.05.12 はな 黒原1282628 改 菊照土井 仙賀　隆文

08599-5240-6 2 327 西清土井 81.1 鶴丸土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 25.03.22 きくみまる 黒　2391496  茂美波 県北部農業技術センタ

08599-5237-6 4 330 西清土井 80.0 丸博土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 25.03.19 ふくまる 黒原1423453  鶴山土井 県北部農業技術センタ

13779-1642-0 1 313 丸宮土井 82.8 丸富土井 佐用郡佐用町才金

AAAAAA  原 雌 25.04.05 たかてる１の５ 黒　2411878  福芳土井 谷口　寿美

13708-1695-6 7 307 芳山土井 81.5 照長土井 佐用郡佐用町平谷

BAACAA 原 雌 25.04.11 たえ 黒　2103978  照菊波 安岡　林

13779-1690-1 2 308 千代藤土井 79.8 丸富土井 相生市矢野町真広

BABBAA  原 雌 25.04.10 ときこ 黒　2402146  菊安土井 坂本　修一
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13779-1586-7 11 293 芳山土井 81.0 照長土井 赤穂市木津

BAACBA 原 雌 25.04.25 あい 黒原1149993  第２安鶴土井 溝田　泰司

13520-2023-4 3 295 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

       　 雌 25.04.23 わかこ 黒　2393952  照明土井 その他 奥下　均

14336-0459-9 7 245 丸富土井 79.3 照長土井 加西市大内町

BBCBBA 原 雌 25.06.12 ひめ 黒　2198057  谷福土井 藤原　護

14108-1176-7 8 275 芳悠土井 80.5 第２照久土井 丹波市氷上町小谷

BCBCCA 原 去 25.05.13 しゅうすけ４ 黒　2153122  第２安鶴土井 細見　忠和

14108-1251-1 1 241 芳悠土井 82.0 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

       　 去 25.06.16 まちよしまる 黒原1569965  福芳土井 大槻　良

14108-1220-7 7 278 福芳土井 81.8 菊原波 丹波市氷上町横田

ABACBC 　 去 25.05.10 まつなみ 黒　2123460  谷福土井 足立　和人

14108-1243-6 9 254 丸宮土井 81.5 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 去 25.06.03 さちとし 黒原1271196 高改 照長土井 上田　真吾

14108-1231-3 7 282 芳山土井 81.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 去 25.05.06 こうふく１の３ 黒原1271224  照長土井 上田　真吾

14108-1152-1 9 268 福芳土井 81.5 鶴丸土井 丹波市市島町下竹田

ABABBA 原 去 25.05.20 しげまる 黒原1209431  菊安土井 須原　芳夫

14108-1215-3 5 246 芳悠土井 80.5 第１満金波 丹波市青垣町東芦田

AABBBA 原 去 25.06.11 みつる 黒　2294639  福俊土井 前田　貴雄

14108-1237-5 2 266 芳悠土井 84.1 照長土井 丹波市春日町棚原

ABBBBA  原 去 25.05.22 はるな 黒原1488945  谷福土井 山本　智

13388-5866-0 2 290 丸富土井 80.5 福芳土井 篠山市小多田

AACCBA  原 雌 25.04.28 さかえの２の２ 黒　2387669  幸豊土井 松本　登喜雄

13395-5834-7 1 271 千代藤土井 78.7 丸宮土井 篠山市今田町市原

BABBAA  原 去 25.05.17 ゆききく８の１ 黒　2420161  菊俊土井 古家後　康夫

13388-5887-5 3 301 丸宮土井 79.7 菊俊土井 篠山市郡家

BBAAAA  原 雌 25.04.17 やすえ 黒　2360078  照長土井 松浦　俊明
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-2858-0 2 256 芳悠土井 80.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 去 25.06.01 あやとし 黒原1524495  福芳土井 中村　文吾

13748-3158-0 4 282 福芳土井 81.6 鶴丸土井 香美町小代区神水

AAACBA  原 去 25.05.06 おじろ２０ 黒原1444312 高 谷福土井 藤原　吉子

13748-2884-9 1 278 芳悠土井 80.0 菊俊土井 香美町香住区九斗

       　 去 25.05.10 しげひろとし 黒原1559086  福広土井 谷口　義長

13748-2978-5 5 280 丸富土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区味取

BABBBA 原 去 25.05.08 いつひめ２ 黒原1368929 改 第２安鶴土井 西山　勝

13748-2980-8 9 275 菊西土井 81.0 鶴山土井 香美町村岡区味取

AABABB 　 去 25.05.13 ふくこ２ 黒原1237462  谷福土井 西山　勝

13748-2631-9 13 286 丸富土井 81.8 安谷土井 香美町村岡区熊波

BACCBA 原 去 25.05.02 たてふく２ 黒原1127015 高育 安幸土井 井上　哲也

13748-3107-8 2 263 芳悠土井 81.2 照也土井 香美町村岡区宿

       　 去 25.05.25 きよてる 黒　2391452  菊俊土井 上田　伸也

13748-3105-4 1 263 丸富土井 80.3 芳山土井 香美町村岡区宿

AABCBA  原 去 25.05.25 とくいと 黒原1559047  菊俊土井 上田　伸也

13748-2536-7 9 264 丸富土井 81.4 照長土井 香美町村岡区神坂

CACBAA 原 雌 25.05.24 きくてる 黒原1271056  第２安鶴土井 伊沢　栄一

13748-2835-1 15 281 芳悠土井 81.4 照長土井 香美町村岡区味取

CCCBCA 原 雌 25.05.07 くみ 黒原1045373  谷福土井 阿瀬　稔

14451-7537-7 5 263 福芳土井 81.2 菊宮土井 香美町香住区丹生地

AAABAA  原 雌 25.05.25 こうふく０７ 黒原1404825  福芳土井 淀　貴至

13748-2456-8 1 278 照也土井 78.0 丸福土井 香美町小代区佐坊

       　 雌 25.05.10 みすとし１ 黒　2391471  菊俊土井 本上　純也

13748-2488-9 2 312 丸富土井 80.8 菊俊土井 香美町小代区神水

BACCBA  原 雌 25.04.06 きくおおみぞ 黒原1524433  鶴山土井 毛戸　誠

13748-3152-8 5 280 芳山土井 83.2 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 雌 25.05.08 さかえ５の２ 黒原1404910  照長土井 田中　房夫
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-2519-0 2 265 福芳土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ABACCA  原 雌 25.05.23 やすみ３ 黒原1524472  谷福土井 植田　光隆

11427-0952-3 1 256 照忠土井 80.0 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BABAAA  原 去 25.06.01 まりも３ 黒　2413877  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

14201-2344-7 1 293 福芳土井 80.3 福広土井 朝来市和田山町寺内

ABACBA  原 去 25.04.25 ゆりひろ 黒原1561904  照菊波 磯　四郎

14201-2335-5 3 275 芳山土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町岡

AAACBA  原 去 25.05.13 やすなが５ 黒原1489259  第２鶴雪土井 森下　清司

13748-3350-8 5 260 芳悠土井 80.1 菊俊土井 豊岡市目坂

BBABBA 原 去 25.05.28 ひめこ１ 黒　2209088  照長土井 谷口　正徳

14201-1835-1 9 254 芳山土井 81.0 越照波 豊岡市但東町中藤

BBACBA 原 去 25.06.03 つるひめ５ 黒　2082351  菊照土井 百合　俊夫

14201-1723-1 8 312 丸宮土井 81.0 鶴味土井 豊岡市中郷

CCBBBA 原 去 25.04.06 つるこ 黒原1299834  菊照土井 新田　義孝

13748-3479-6 3 262 芳悠土井 83.2 照一土井 養父市養父市場

AAAAAA  原 去 25.05.26 みつふく６の２ 黒　2368130  第２鶴雪土井 吉村　英美

13362-8632-8 3 256 福芳土井 81.6 照一土井 養父市大屋町蔵垣

ACABBA 去 25.06.01 かずゆき 黒　2380541  安幸土井 上垣　利之

14201-1997-6 2 251 菊郷土井 82.4 福芳土井 養父市大屋町宮本

       原 去 25.06.06 ふくみね２ 黒原1508015  照長土井 寺尾　智也

14201-2086-6 6 297 丸宮土井 82.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA 原 雌 25.04.21 かつてる２ 黒原1369044  照長土井 高橋　大樹

14201-2092-7 4 270 丸宮土井 81.7 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CCBABA 原 雌 25.05.18 ごいちよ 黒原1444249  鶴山土井 高橋　副武

14201-2044-6 4 269 芳山土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA  原 雌 25.05.19 たまみ６ 黒原1449839  谷美土井 岩花　希

13362-8656-4 7 286 菊西土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AABCBB 原 雌 25.05.02 ふくこ６の５ 黒原1331111  谷福土井 上垣　勇吾
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-3401-7 9 276 千代藤土井 81.6 鶴山土井 養父市森

AACBBA 原 雌 25.05.12 ふさやま 黒原1271499  菊道土井 田村　正宏

13748-3195-5 2 280 芳悠土井 82.0 福芳土井 豊岡市但東町河本

ABACBA  原 雌 25.05.08 ふくひさ 黒原1528518  照長土井 森井　正彦

14201-2306-5 1 314 千代藤土井 79.0 芳山土井 朝来市和田山町土田

AABBAA  原 雌 25.04.04 よしひめ 黒　2402138  鶴山土井 川見　和秀

13708-1699-4 5 256 芳悠土井 80.3 光照土井 佐用郡佐用町仁方

ABBABA 原 去 25.06.01 ひめもと 黒　2269290  安幸土井 孝橋　求

13779-1649-9 12 287 菊西土井 81.1 第２鶴雪土井 佐用郡佐用町横坂

BACCBA 原 去 25.05.01 ゆきつる 黒　2025733  谷本土井 横坂共栄農場

13489-6820-5 1 260 照一土井 82.0 丸宮土井 姫路市夢前町新庄

       　 雌 25.05.28 おおみぞまる 黒　2418428  福芳土井 西影　昌久

13708-1735-9 5 233 丸富土井 81.0 福芳土井 赤穂市木津

AACBBA 原 去 25.06.24 よしえ 黒　2289535  菊照土井 溝田　泰司

13708-1733-5 9 259 福芳土井 79.8 幸豊土井 神崎郡市川町小畑

BCACCB 　 去 25.05.29 なつよ 黒　2078075  第２安鶴土井 森本　慶子

13756-0341-4 5 276 福芳土井 80.5 福広土井 小野市万勝寺町

ABACBA 原 雌 25.05.12 みやいずみ２の４ 黒　2299086  照長土井 宮下　俊子

14336-0411-7 8 266 千代藤土井 79.8 照長土井 小野市長尾町

BACBAA 原 雌 25.05.22 ふくえ 黒　2180464  谷福土井 岡田　勇治

13401-5885-7 5 284 丸宮土井 82.0 菊俊土井 加古川市平岡町新在家

ABACBA 原 去 25.05.04 るいざ 黒　2304016  福芳土井 兵庫県立農業高等学校

14108-1222-1 6 263 芳山土井 82.0 照長土井 丹波市山南町北和田

AAABAA 原 去 25.05.25 きくなが 黒原1336551  菊安土井 松浪　三千美

14108-1227-6 2 263 丸宮土井 80.3 芳恒土井 丹波市山南町長野

CCBAAA  原 去 25.05.25 つねこ 黒原1524527  照長土井 稲場　雅二

14108-1196-5 6 267 千代藤土井 81.3 福芳土井 丹波市春日町棚原

AACAAA 原 去 25.05.21 ゆきよし 黒原1391337 改 菊照土井 山本　浩
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

14108-1197-2 2 287 丸宮土井 82.2 福芳土井 丹波市春日町鹿場

BBAAAA  原 去 25.05.01 よしひめ 黒原1524560  鶴丸土井 田川　良一

14108-1183-5 9 276 芳悠土井 82.3 照長土井 丹波市柏原町石戸

BCBBCA 原 去 25.05.12 ゆきこ 黒原1217898  谷福土井 徳田　順彦

14108-1151-4 8 268 丸富土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AAACAB 　 去 25.05.20 きくふく 黒原1300031  菊安土井 須原　芳夫

14108-1214-6 2 256 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

ABABBA  原 去 25.06.01 きたぎく 黒原1524534  北宮波 前田　貴雄

14108-1210-8 13 269 丸宮土井 81.6 照長土井 丹波市青垣町田井縄

BCBABA 原 去 25.05.19 みつこ 黒原1126898 高 安幸土井 足立　美佐子

13388-5890-5 4 258 福芳土井 81.4 菊俊土井 篠山市今田町市原

ABACCA 原 去 25.05.30 ひさこの３ 黒　2347280  北宮波 古家後　康夫

13388-5875-2 2 253 照忠土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地口

CABBAA  原 雌 25.06.04 ゆきまる 黒　2396559  鶴丸土井 清水　健司

13388-5881-3 3 255 丸富土井 82.5 福芳土井 篠山市小原

AABCBA  原 去 25.06.02 いちふく８の２ 黒　2327005  照長土井 勝木　清市

13748-2744-6 11 303 鶴神土井 81.4 照長土井 香美町村岡区黒田

CCCABA 　 去 25.04.15 ながおか 黒原1169997  菊照土井 長岡　直美

13748-2541-1 4 253 福芳土井 80.8 照一土井 香美町村岡区神坂

ABABBB 　 去 25.06.04 つるこ 黒原1444266  第２安鶴土井 小林　寿明

13748-3665-3 4 254 芳山土井 84.5 福広土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 25.06.03 きくひめふく２ 黒原1444303  第２安鶴土井 井上　哲也

13748-3145-0 4 248 芳悠土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 25.06.09 ひちふく 黒原1444333  照長土井 森脇　薫明

13748-2824-5 11 283 芳悠土井 81.8 照長土井 香美町村岡区長瀬

ABABCA 原 去 25.05.05 よしえ２ 黒原1126963  第２安鶴土井 谷渕　芳市

13748-2449-0 8 277 丸富土井 84.8 鶴山土井 香美町小代区東垣

ABCBBA 原 去 25.05.11 みやなか 黒原1299694  照長土井 中村　まゆみ
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-3154-2 1 290 丸富土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 去 25.04.28 てるひさかず 黒原1559141  福芳土井 鎌田　活美

13748-3129-0 8 263 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BABBAA 原 去 25.05.25 としふく 黒原1271167 高 菊照土井 山本　郁夫

13748-2645-6 1 275 丸富土井 78.7 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA  原 雌 25.05.13 よしみ 黒　2413797  照菊波 村尾　和広

13748-2651-7 11 227 照忠土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA 原 雌 25.06.30 よしひめ１ 黒原1135427  谷福土井 村尾　和広

13748-2856-6 7 262 丸明波 80.4 茂美波 美方郡新温泉町久斗山

       　 雌 25.05.26 しげなみ 黒原1331296 育改 茂金波 中村　文吾

13748-2407-0 5 265 福芳土井 81.0 菊俊土井 香美町小代区秋岡

ACACCA 原 雌 25.05.23 ゆきふくたに３ 黒原1404901 高 谷福土井 小谷　よしの

13748-2981-5 5 270 丸富土井 80.2 福広土井 香美町村岡区味取

BACBBA 原 雌 25.05.18 よしはな５ 黒原1404883  第２安鶴土井 西山　勝

13748-3033-0 9 266 福芳土井 81.3 照長土井 香美町村岡区丸味

ABABBA 原 雌 25.05.22 １７２てるゆき 黒原1271101 高育 谷福土井 長瀬　五一

14201-1491-9 7 288 丸富土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区和池

AABBAA 原 雌 25.04.30 ふくよ 黒原1331162 高育改 鶴山土井 西崎　武志

14122-0608-0 1 268 丸福土井 80.8 菊俊土井 宍粟市波賀町道谷

       　 去 25.05.20 ゆうこ 黒　2413878  福広土井 岸本　章弘

11427-0951-6 3 255 菊西土井 79.2 福広土井 宍粟市一宮町上岸田

AACBBB 去 25.06.02 ひろつる 黒　2362263  第２安鶴土井 大封アグリ　一宮牧場

14201-2233-4 2 261 芳山土井 79.5 照一土井 朝来市山東町大月

AAACAA  原 去 25.05.27 やえたに 黒　2393919  谷福土井 浅野　登

13403-2393-4 2 245 芳悠土井 81.5 照一土井 朝来市和田山町野村

AABAAA  原 去 25.06.12 よしのてる１０ 黒原1528655  鶴山土井 宮田　貴身仁

14201-1810-8 10 276 芳山土井 84.5 鶴丸土井 豊岡市但東町高竜寺

BAACAA 原 去 25.05.12 ようこ３ 黒原1239766 改 安幸土井 小牧　伸典
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

14201-1832-0 13 276 菊西土井 81.8 照長土井 豊岡市但東町中藤

AABBBA 原 去 25.05.12 よしこ 黒原1045353  照菊波 百合　俊夫

14201-1770-5 5 275 丸宮土井 82.0 福広土井 豊岡市野上

BBBBBA 原 去 25.05.13 やすひろ０７ 黒原1409409  第２照久土井 西垣　富夫

13748-3404-8 2 258 芳山土井 81.2 菊俊土井 養父市森

       　 去 25.05.30 たきやま 黒原1467530  幸豊土井 田村　正宏

14201-2089-7 2 260 丸富土井 83.4 芳悠土井 養父市大屋町若杉

AACBBA  原 去 25.05.28 てるみつ 黒　2368136  照長土井 高橋　副武

14201-2087-3 6 256 芳悠土井 82.1 光照土井 養父市大屋町若杉

ABACBA 原 去 25.06.01 かるまさ 黒原1369048  第２安鶴土井 高橋　副武

14201-2043-9 4 271 芳悠土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

ACACCA 原 雌 25.05.17 やまみや 黒原1467532  北宮波 岩花　希

14201-1998-3 3 250 福芳土井 80.1 菊俊土井 養父市大屋町宮本

ABACCA  原 雌 25.06.07 たまとし 黒原1489232  照長土井 寺尾　和敏

13748-3441-3 12 278 芳悠土井 81.7 鶴山土井 乳頭異常 養父市大屋町蔵垣

       　 雌 25.05.10 あさがお 黒原1188973  照長土井 その他 上垣　勇吾

13748-3516-8 10 268 福芳土井 79.8 照菊波 養父市大屋町蔵垣

ACACCC 　 雌 25.05.20 いちご 黒　2082362  安美土井 上垣　康成

13748-3478-9 3 271 福芳土井 81.1 菊俊土井 養父市養父市場

ABACBB 原 雌 25.05.17 もとぎく 黒　2294607  第２鶴雪土井 吉村　英美

13748-3353-9 6 248 芳悠土井 80.7 照城波 豊岡市日高町石井

BCBBBA 原 雌 25.06.09 ちなつ 黒　2269218  第２安鶴土井 安堵　正男

13748-3352-2 1 265 丸富土井 81.0 菊西土井 豊岡市但東町相田

AACCAA  原 雌 25.05.23 ひろこ 黒原1561871  福広土井 牧井　脩

13748-3198-6 1 265 照忠土井 80.5 宮奥城 豊岡市但東町河本

BACBAA  原 雌 25.05.23 みやてる 黒原1561868  照長土井 森井　正彦

13779-1651-2 5 278 丸富土井 81.0 福芳土井 佐用郡佐用町本郷

AABBAA  原 去 25.05.10 よしひめ 黒　2299095  菊安土井 谷口　茂信
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13708-1697-0 3 297 芳悠土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

AAABBA  原 雌 25.04.21 みつたに 黒　2347327  照長土井 安岡　林

13477-3015-5 3 239 丸宮土井 79.5 菊俊土井 姫路市林田町山田

       　 雌 25.06.18 みかん 黒　2329929  福芳土井 上田　守

13708-1734-2 11 235 丸富土井 82.0 照長土井 赤穂市木津

CACAAA 　 去 25.06.22 ごいちよ２ 黒　2030781  第２安鶴土井 溝田　泰司

13756-0345-2 1 282 丸宮土井 81.0 福芳土井 小野市万勝寺町

AAAAAA  原 雌 25.05.06 あさみや２ 黒　2396525  照長土井 宮下　俊子

14108-1324-2 5 226 丸富土井 80.3 福俊土井 丹波市山南町北和田

BACBBA 原 雌 25.07.01 まさこ 黒原1429647  照長土井 田中　憲蔵

14108-1245-0 5 248 丸宮土井 80.1 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA 原 雌 25.06.09 みつやひめ 黒原1368971  北宮波 上田　真吾

14108-1248-1 1 252 丸宮土井 81.3 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA  原 雌 25.06.05 きたよし 黒原1569960  照長土井 上田　真吾

14108-1211-5 9 275 福芳土井 81.0 鶴山土井 丹波市青垣町東芦田

ACABBA 原 雌 25.05.13 みわこ 黒原1217892  安幸土井 前田　貴雄

14108-1154-5 5 281 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

14108-1194-1 5 269 丸富土井 82.3 福芳土井 丹波市春日町棚原

AABCBA 原 雌 25.05.19 ちえよし 黒原1370059 高改 第２鶴雪土井 山本　浩

14108-1216-0 12 268 丸宮土井 81.1 谷福土井 乳頭異常 丹波市氷上町沼

CCAAAA 雌 25.05.20 ふくみ 黒原1027081  菊照土井 その他 芦田　誠治

14108-1185-9 2 291 丸富土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町石戸

AABCBA  原 雌 25.04.27 よしぎく 黒原1524525  照長土井 徳田　順彦

13388-5877-6 2 239 千代藤土井 80.8 丸富土井 篠山市曽地口

BACBAA  原 雌 25.06.18 きくまる 黒　2380529  菊安土井 清水　健司

13388-5896-7 2 298 福芳土井 80.0 菊宮土井 篠山市曽地奥

ABABAB  原 雌 25.04.20 あいこ 黒　2380533  第２安鶴土井 岡本　栄一
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-2648-7 4 275 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

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

13748-2726-2 15 271 芳悠土井 81.5 第２安鶴土井 美方郡新温泉町塩山

ABAAAA 原 去 25.05.17 ひさつる 黒原1007316 菊安土井 山本　美香恵

13748-2463-6 11 282 丸富土井 82.0 照長土井 香美町小代区貫田

BBCBBB 　 去 25.05.06 おじろ 黒原1206237  安幸土井 小林　義富

13748-2850-4 8 271 照一土井 81.3 福芳土井 香美町香住区三谷

AAABAA 原 去 25.05.17 さつき 黒原1299685  菊安土井 清水　容和

13748-2836-8 3 278 照也土井 80.5 菊俊土井 香美町村岡区味取

BACBAA  原 去 25.05.10 みつぎく 黒原1482187  照長土井 阿瀬　稔

13748-3633-2 6 261 丸富土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA 原 去 25.05.27 ふくえ１ 黒原1368949 高育 照長土井 小林　操

13748-3110-8 7 256 丸富土井 81.7 照長土井 香美町村岡区宿

BACCBA 原 去 25.06.01 ぬきえ 黒　2209103  第２安鶴土井 上田　伸也

13748-3109-2 9 254 福芳土井 80.8 鶴山土井 香美町村岡区宿

ACACCA 　 去 25.06.03 かずあき 黒原1271067  菊照土井 上田　伸也

13748-2568-8 12 273 芳悠土井 80.8 照長土井 香美町村岡区萩山

AAAAAA 原 雌 25.05.15 てるしげ 黒原1169986 改 第２安鶴土井 西村　忠一

13748-2813-9 2 276 丸富土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区境

       　 雌 25.05.12 きくひろ 黒原1464007  福広土井 田中　一馬

13748-2450-6 4 276 芳山土井 81.7 菊俊土井 香美町小代区東垣

AAACAA 原 雌 25.05.12 みつゆうと 黒原1444319  照長土井 中村　まゆみ

08412-6051-9 5 300 丸富土井 80.3 福芳土井 香美町小代区神水

AACCBA 原 雌 25.04.18 めおおみぞ 黒原1368888  鶴山土井 毛戸　誠

13748-3613-4 2 280 芳悠土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

       　 雌 25.05.08 えいこ１の１ 黒　2391472  福芳土井 竹下　与輔

13748-2611-1 8 273 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBACBA 原 雌 25.05.15 やましげ３ 黒　2174548  菊安土井 村尾　賢一
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-2521-3 2 261 照也土井 79.7 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BACCBB  原 雌 25.05.27 ふとまる３の３ 黒　2402093  照菊波 植田　秀作

14122-0619-6 4 241 芳山土井 79.0 第２鶴雪土井 宍粟市一宮町上岸田

BAACBA  原 去 25.06.16 ゆきふく 黒　2329915  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

13435-6235-4 6 284 千代藤土井 80.8 照長土井 宍粟市一宮町東河内

BACBAA  原 去 25.05.04 みちこ 黒　2215420  谷福土井 小池　一博

13403-2392-7 3 253 照忠土井 80.6 福芳土井 朝来市和田山町野村

ABAAAA 原 去 25.06.04 よしふく８ 黒原1467551  安重土井 宮田　貴身仁

14201-1808-5 3 283 丸宮土井 83.0 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

BBABBA  原 去 25.05.05 なをみ２ 黒原1489178  福芳土井 小牧　伸典

14201-1725-5 7 282 芳山土井 81.4 北宮波 豊岡市中郷

AAACCA 原 去 25.05.06 みやさき 黒原1331053 高育改 照長土井 新田　義孝

14201-1772-9 15 256 芳山土井 81.7 菊安土井 豊岡市野上

AAACAB 　 去 25.06.01 ふくつる９ 黒原1045178  第２安鶴土井 西垣　富夫

14201-1783-5 4 252 芳山土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

AAACBA  原 去 25.06.05 このみ 黒原1449820  北宮波 山本　憲一

14201-1996-9 4 256 千代藤土井 79.6 菊俊土井 養父市大屋町宮本

       　 去 25.06.01 なみ 黒　2350119  幸豊土井 寺尾　智也

13748-3515-1 1 273 丸宮土井 79.0 菊西土井 養父市大屋町蔵垣

BBBAAA  原 去 25.05.15 さふう 黒　2416016  照長土井 上垣　康成

13748-3405-5 2 258 丸富土井 82.0 菊西土井 養父市森

AACBAA  原 去 25.05.30 てるにし 黒原1528536  第２鶴雪土井 田村　正宏

13748-3416-1 9 290 丸宮土井 81.8 照長土井 養父市建屋

BAAAAA 原 雌 25.04.28 まさなが 黒原1271500 高 谷福土井 野中　稔

13362-8654-0 11 278 芳悠土井 81.8 幸豊土井 養父市左近山

BCBACA 原 雌 25.05.10 とよか 黒原1172216  第２安鶴土井 田村　数秋

08599-5269-7 1 267 広岩土井 80.4 丸福土井 朝来市和田山町安井

CABAAA  原 雌 25.05.21 としまる 黒原1573995  福芳土井 県北部農業技術センタ
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

08599-5264-2 3 294 西清土井 80.7 菊照土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 25.04.24 ゆきてる 黒　2374396  照道土井 県北部農業技術センタ

14201-2307-2 7 296 福芳土井 79.6 照長土井 朝来市和田山町土田

AAACAA 原 雌 25.04.22 みやな 黒　2209093  谷福土井 川見　和秀

13748-3162-7 2 268 福芳土井 80.2 宮弘波 豊岡市目坂

       　 雌 25.05.20 てるみやひめ 黒原1542195 改 奥隼 谷口　正徳

13748-3192-4 11 287 丸富土井 83.0 谷福土井 豊岡市但東町河本

BACBAA 原 雌 25.05.01 もりとよ 黒原1172281  安幸土井 森井　正彦

13779-1658-1 4 240 丸宮土井 80.2 福芳土井 佐用郡佐用町宇根

BBAAAA  原 雌 25.06.17 せつみ 黒　2253568  菊照土井 妹尾　良恵

13779-1650-5 8 266 芳山土井 80.4 照長土井 佐用郡佐用町横坂

AAACAA 原 雌 25.05.22 はちふく 黒原1299706  谷福土井 横坂共栄農場

13489-6819-9 2 284 丸福土井 80.7 照一土井 姫路市夢前町新庄

       　 去 25.05.04 さかえ５２６の２ 黒　2388910  福芳土井 西影　昌久

13708-1739-7 2 260 丸富土井 79.6 宮弘波 赤穂市鷆和

BACCBA  原 去 25.05.28 さくら 黒　2388908  谷福土井 後藤　清二

13674-4769-9 4 284 芳山土井 80.0 菊俊土井 神戸市西区神出町

AAACAA  原 去 25.05.04 かんな 黒　2338229  第２安鶴土井 池本　俊彦

14336-0412-4 6 265 千代藤土井 79.8 光照土井 小野市長尾町

AACBBA 原 雌 25.05.23 みやふたみ６ 黒　2269298  谷福土井 岡田　秀子

14108-1201-6 2 268 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市市島町下鴨阪

AAAAAA  原 雌 25.05.20 ふくひめ 黒原1536343  鶴丸土井 余田　ツギ子

14108-1219-1 8 263 芳山土井 80.7 北宮波 丹波市氷上町横田

AAACBA 原 雌 25.05.25 とき 黒　2138793 改 菊照土井 足立　和人

14108-1229-0 3 262 丸富土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町石戸

AABCBA  原 雌 25.05.26 まつよ８の１ 黒原1488916  照長土井 徳田　順彦

14108-1242-9 6 279 丸宮土井 80.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA 原 雌 25.05.09 よしなお 黒原1368968 高 照長土井 上田　真吾
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

14108-1153-8 6 273 丸宮土井 82.3 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABABBA 原 去 25.05.15 ならふく 黒原1380297 改 光照土井 須原　芳夫

14108-1280-1 2 239 丸宮土井 78.3 福広土井 丹波市春日町野上野

       　 去 25.06.18 ふくてるひろ 黒　2398405  照長土井 山本　昇治

14108-1198-9 2 273 芳山土井 82.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

AAACAA  原 去 25.05.15 ふくとし 黒原1524558  照長土井 田川　良一

14108-1195-8 6 278 芳悠土井 81.2 菊俊土井 丹波市春日町棚原

BCBBBA 原 去 25.05.10 きくひめ 黒原1370057  照菊波 山本　浩

13388-5872-1 3 233 菊西土井 81.0 照一土井 篠山市曽地口

AACBAA  原 去 25.06.24 ひより 黒　2380523  光安土井 清水　健司

13388-5897-4 13 290 福芳土井 81.3 第２安鶴土井 篠山市曽地奥

ACABBB 原 雌 25.04.28 やすふく 黒原1126943 高 菊照土井 岡本　栄一

13388-5873-8 3 224 福芳土井 81.1 菊俊土井 篠山市曽地口

ACACCA 去 25.07.03 きくみはる 黒　2380522  幸豊土井 清水　健司

13748-2742-2 1 295 丸富土井 80.0 照也土井 香美町村岡区黒田

BACBAA  原 去 25.04.23 てるながひめ 黒原1524345  菊照土井 長岡　直美

13748-3664-6 5 264 芳山土井 82.5 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 25.05.24 ゆきひめ９ 黒原1404880  谷福土井 井上　哲也

13748-3667-7 16 243 芳悠土井 82.5 第２安鶴土井 香美町村岡区熊波

ABBABA 原 去 25.06.14 きくひめ２ 黒原1007242  安幸土井 井上　哲也

13748-3642-4 3 266 芳山土井 79.6 丸福土井 香美町村岡区味取

BAACAA  原 去 25.05.22 やすひで２ 黒　2363014  照長土井 西山　勝

13748-3644-8 5 264 丸富土井 80.8 福広土井 香美町村岡区味取

BACBAA 原 去 25.05.24 たけふく 黒原1404888  菊俊土井 西山　勝

13748-2461-2 12 300 丸富土井 81.5 第２安鶴土井 香美町小代区貫田

CACAAA 　 去 25.04.18 ふくつる 黒原1085205  菊照土井 小林　義富

13748-2820-7 1 265 丸福土井 80.6 照也土井 美方郡新温泉町春来

CACAAA  原 去 25.05.23 ひとみい 黒原1559102  菊俊土井 小谷　和信
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

13748-2649-4 6 239 丸富土井 80.0 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA 原 去 25.06.18 てるよ 黒原1299745 育改 照長土井 村尾　千代美

13748-3614-1 4 280 丸富土井 81.1 照一土井 美方郡新温泉町多子

BACBAA  原 雌 25.05.08 みやてる 黒原1444349  菊俊土井 竹下　千江子

13748-3617-2 1 270 丸富土井 83.8 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AACCBA  原 雌 25.05.18 さちひめ 黒原1559104  照長土井 田中　房夫

13748-2859-7 1 250 芳悠土井 83.5 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

ABABBA  原 雌 25.06.07 てるよしの２ 黒原1559146  照長土井 中村　文吾

13748-3155-9 3 260 福芳土井 79.3 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

ABACCB  原 雌 25.05.28 きくたに 黒　2363046  照長土井 鎌田　活美

13748-2435-3 3 290 芳山土井 81.8 菊俊土井 香美町小代区東垣

AAACBA  原 雌 25.04.28 おふくひめ２ 黒原1482215  福芳土井 今井　正己

13748-2837-5 5 268 芳山土井 80.4 福広土井 香美町村岡区味取

AAACAA  原 雌 25.05.20 よしえ 黒原1404889  谷福土井 阿瀬　稔

13748-2564-0 10 310 丸富土井 81.0 照長土井 香美町村岡区萩山

BACBAA 原 雌 25.04.08 てるみ 黒原1206104 改 谷福土井 西村　忠一

14108-1326-6 9 237 芳山土井 81.5 照長土井 丹波市山南町北和田

AAACBA 原 去 25.06.20 ひめこ 黒原1271219  菊安土井 田中　憲蔵

13756-0342-1 12 279 丸宮土井 81.3 谷福土井 小野市万勝寺町

BABAAA 原 去 25.05.09 みやちあき１ 黒　2056775  照長土井 宮下　俊子

14336-0418-6 7 242 福芳土井 80.0 菊俊土井 小野市長尾町

ABACBA 原 去 25.06.15 いってつ 黒　2188887  第２鶴雪土井 岡田　秀子

13756-0373-5 2 240 福芳土井 77.8 菊俊土井 小野市広渡町

ABACCA  原 去 25.06.17 ふくみ４ 黒　2384193  谷福土井 前田　勇雄

08599-5268-0 1 270 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

08599-5272-7 1 265 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
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雌： 98 雄： 去： 118 合計 216
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2月12日

血　　統 損　　徴

08599-5271-0 1 265 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

13748-3086-6 2 278 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

13748-2425-4 7 309 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

13748-2426-1 6 304 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

13748-3132-0 1 292 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

13748-2641-8 10 302 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

213

214

215

216

211

212


