
雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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

13841-0447-6 4 254 千代藤土井 80.7 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

AACCBA 原 去 25.07.01 さよこの２ 黒原1449816  第２鶴雪土井 旗谷　仁志

13841-0446-9 9 264 千代藤土井 81.4 第２鶴雪土井 豊岡市出石町暮坂

BABBAA 原 雌 25.06.21 きよこ 黒原1144373  菊安土井 旗谷　仁志

14451-8174-3 6 232 丸宮土井 81.7 照明土井 豊岡市出石町暮坂

CBAAAA 原 去 25.07.23 わかめの３ 黒原1331068 改 第２安鶴土井 旗谷　仁志

14451-7532-2 8 234 芳悠土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 25.07.21 きくやす２ 黒原1299736 高 菊安土井 村尾　賢一

13748-2526-8 3 263 芳悠土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ACACCA  原 去 25.06.22 ふとまる３の２ 黒原1501800  照菊波 植田　秀作

14201-2308-9 7 290 芳悠土井 82.0 菊俊土井 朝来市和田山町土田

BABBAA 原 去 25.05.26 はるぎく２ 黒原1331290  照長土井 川見　和秀

14201-2293-8 6 272 丸宮土井 80.5 菊俊土井 朝来市神子畑

BAAAAA 原 去 25.06.13 きよとし 黒原1369062  谷福土井 仙賀　隆文

14201-2337-9 12 262 丸富土井 81.2 谷福土井 朝来市山東町西谷

AACBBA 原 去 25.06.23 よしふく 黒原1127078  谷本土井 足立　喜平次

08599-5279-6 4 261 丸福土井 80.0 茂隆波 朝来市和田山町安井

CACCAA 　 去 25.06.24 みよし 黒原1457356  福芳土井 県北部農業技術センタ

08599-5285-7 3 260 茂広波 79.1 照一土井 朝来市和田山町安井

BCCCCB 　 去 25.06.25 ふくこ 黒　2340933  照長土井 県北部農業技術センタ

08599-5282-6 4 260 丸宮土井 79.7 北前宮 朝来市和田山町安井

BCBABA 　 去 25.06.25 みやさくら 黒　2360091  照城波 県北部農業技術センタ

08599-5286-4 1 258 照也土井 80.3 芳山土井 朝来市和田山町安井

BACBAA  原 去 25.06.27 みゆき 黒原1559187  宮奥城 県北部農業技術センタ

13748-3236-5 8 244 千代藤土井 81.6 福芳土井 豊岡市日高町知見

AABCBA 原 雌 25.07.11 てるふく 黒原1299831  照長土井 山崎　豊志

13748-3234-1 7 263 丸福土井 81.7 照長土井 豊岡市日高町知見

CBCAAA 原 雌 25.06.22 さつきてる 黒原1331066  第２安鶴土井 山崎　豊志

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年3月12日

血　　統 損　　徴
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-3202-0 3 264 丸宮土井 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

AAABAA  原 雌 25.06.21 とみふく 黒原1489176  菊安土井 森井　正彦

14201-1773-6 8 232 千代藤土井 82.0 菊俊土井 豊岡市野上

BBCBBA 原 雌 25.07.23 あいとし０４ 黒原1299837 高育 第２安鶴土井 西垣　富夫

13748-3163-4 2 281 芳悠土井 82.6 菊西土井 豊岡市目坂

ABABBA  原 雌 25.06.04 かりゆし３ 黒原1542196  菊安土井 谷口　正徳

13362-8631-1 3 252 照忠土井 81.4 福芳土井 養父市八鹿町大江

AAABAA  原 雌 25.07.03 ふくのり 黒原1489192  第２安鶴土井 田村　光

14201-2088-0 14 284 芳悠土井 80.7 照長土井 養父市大屋町若杉

ABABBA 原 雌 25.06.01 かずてる 黒原1007508  谷福土井 高橋　本明

14201-2100-9 11 267 千代藤土井 81.5 第２鶴雪土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 25.06.18 まりな 黒原1209496  菊照土井 高橋　本明

13708-1700-7 12 262 丸宮土井 82.0 幸豊土井 佐用郡佐用町口長谷

CCBBCA 　 去 25.06.23 たけとよ 黒　2059329  安美土井 竹田　瞳

13708-1707-6 2 245 福芳土井 80.0 菊西土井 右後肢大痣 佐用郡佐用町口金近

       　 雌 25.07.10 たかよし４ 黒　2411872  福芳土井 その他 田辺　裕基

13708-1738-0 2 256 福芳土井 80.2 菊俊土井 神崎郡神河町猪篠

AAACBA  原 雌 25.06.29 はるこ 黒　2396567  照長土井 藤原　幸子

14451-7116-4 3 245 丸宮土井 80.1 福芳土井 宍粟市山崎町与位

ABAAAA  原 雌 25.07.10 きくひめ２ 黒　2369453  菊俊土井 中坪　みどり

11349-6133-5 1 269 丸宮土井 80.2 光照土井 神戸市西区神出町

BAAAAA  原 去 25.06.16 みつはる 黒　2431375  谷福土井 池本　俊彦

14336-0413-1 4 281 千代藤土井 79.6 菊宮土井 小野市長尾町

AABAAA  原 雌 25.06.04 おかたけ２ 黒　2347330  福俊土井 岡田　秀子

14336-0415-5 7 280 丸宮土井 80.0 福俊土井 小野市長尾町

ABAAAA 原 雌 25.06.05 みやよしたけ２３ 黒　2226843  照菊波 岡田　秀子

14108-1356-3 6 238 芳山土井 80.7 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 去 25.07.17 みよ 黒原1331295  菊照土井 上田　真吾
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

14108-1354-9 6 246 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 去 25.07.09 みつふく７ 黒原1370033  照長土井 上田　真吾

14108-1250-4 7 248 福芳土井 80.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

ABACBA 原 去 25.07.07 かねやま 黒原1340999 高 照長土井 須原　芳夫

14108-1318-1 4 248 丸尚土井 79.3 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

去 25.07.07 きくなか１ 黒　2294636  照長土井 前田　貴雄

14108-1203-0 3 282 丸富土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

AABCBA  原 去 25.06.03 まちよし 黒原1497780  菊俊土井 大槻　良

14108-1314-3 9 254 千代藤土井 81.0 菊茂土井 丹波市青垣町檜倉

BACCBB 　 去 25.07.01 しげてる９９ 黒原1116273  茂幸波 足立　尚之

13388-5893-6 1 275 福芳土井 80.7 芳山土井 篠山市曽地奥

AAACBA  原 去 25.06.10 あられ 黒　2420162  鶴長土井 岡本　栄一

13748-3090-3 3 310 照也土井 82.5 福芳土井 香美町村岡区宿

BABAAA  原 去 25.05.06 ひろひめ 黒原1501782  第２安鶴土井 上田　伸也

13748-3100-9 2 288 芳悠土井 82.0 丸福土井 香美町村岡区宿

       　 去 25.05.28 しげふく３ 黒原1524454  福芳土井 上田　伸也

13748-3668-4 14 270 丸富土井 81.7 照長土井 香美町村岡区熊波

CBCBCA 原 去 25.06.15 みぞえ 黒原0970967 高育 菊照土井 井上　哲也

13748-3670-7 13 266 芳山土井 81.5 第２安鶴土井 香美町村岡区熊波

BBABAA 原 去 25.06.19 おおみぞ２の２ 黒原1085217  照長土井 井上　哲也

13748-3645-5 2 284 照也土井 80.0 丸福土井 香美町村岡区味取

       　 去 25.06.01 てるよし１ 黒　2376683  福広土井 西山　勝

13748-2481-0 6 277 丸富土井 81.7 福芳土井 香美町小代区大谷

AABCAA 原 去 25.06.08 つるまさ 黒原1368886  第２安鶴土井 増田　丹

13748-3615-8 4 288 丸富土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町多子

       　 去 25.05.28 えいこ１ 黒原1404915  照長土井 竹下　与輔

13748-3130-6 5 275 丸明波 81.3 茂美波 美方郡新温泉町塩山

       　 去 25.06.10 ひでしげ 黒　2289513 育改 菊安土井 山本　郁夫
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-2768-2 3 240 芳悠土井 82.4 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA  原 去 25.07.15 ふくみ６の５ 黒原1501796  照長土井 寺谷　進

13748-2946-4 2 313 丸富土井 80.0 福広土井 美方郡新温泉町海上

AACCBA  原 雌 25.05.03 はるふく 黒原1482281  谷福土井 尾崎　栄太郎

13748-3638-7 5 280 丸富土井 82.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA  原 雌 25.06.05 たつみ 黒原1444367  安美土井 村尾　賢一

13748-3582-3 12 272 芳悠土井 80.7 照菊波 美方郡新温泉町井土

ACACCA 原 雌 25.06.13 ふくえ 黒原1170082  照長土井 岸　厚子

13748-3622-6 2 250 芳山土井 80.8 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 雌 25.07.05 なかつる 黒　2391490  福芳土井 中村　文吾

14451-7538-4 4 284 照忠土井 82.5 福広土井 香美町香住区丹生地

BABBAA 原 雌 25.06.01 みやひろよし 黒原1444272  照長土井 淀　貴至

13748-2838-2 4 289 照也土井 80.8 福広土井 香美町村岡区味取

CACAAC 　 雌 25.05.27 ふくざくら 黒原1444290  鶴味土井 阿瀬　稔

13748-3028-6 1 309 丸富土井 81.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCAA  原 雌 25.05.07 ３６きくふく３ 黒原1444345  照長土井 長瀬　五一

13748-2567-1 2 310 芳悠土井 80.0 福広土井 香美町村岡区萩山

BBBAAA 原 雌 25.05.06 しげひろ 黒原1444268  鶴丸土井 西村　忠一

14122-0610-3 4 270 丸富土井 80.8 菊千代土井 宍粟市波賀町道谷

AACBBB 原 雌 25.06.15 しげちよ 黒　2329918  安美土井 岸本　章弘

14122-0618-9 4 270 菊西土井 80.0 第１満金波 右後肢鶏卵大白痣 宍粟市一宮町上岸田

       　 雌 25.06.15 みなみつ 黒　2247576  福代土井 その他 大封アグリ　一宮牧場

13748-3345-4 5 300 芳悠土井 81.6 鶴山土井 豊岡市出石町福見

ACAABA 原 雌 25.05.16 よしわか 黒原1409428 菊照土井 国谷　弥一

14451-8126-2 5 258 石義丸 79.5 鶴丸土井 豊岡市宮井

       　 去 25.06.27 ふくみ 黒　2294593  谷福土井 綿田　謙

14451-8125-5 2 261 照忠土井 80.3 丸宮土井 豊岡市宮井

       　 去 25.06.24 ちか 黒原1542193  菊俊土井 綿田　正人
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

14201-1743-9 1 268 照忠土井 81.6 菊西土井 豊岡市但東町佐々木

BABBAA  原 去 25.06.17 きくひさ 黒原1576335  第２照久土井 西　幸信

13748-3245-7 10 259 芳山土井 80.8 照長土井 豊岡市但東町唐川

AAACAA 原 去 25.06.26 けいこ 黒原1144374 育改 谷福土井 中儀　吉郎

14201-1814-6 2 244 芳悠土井 81.3 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

ABABBA  原 去 25.07.11 としたか 黒原1542200  安幸土井 小牧　伸典

14201-2310-2 6 274 芳悠土井 80.1 菊俊土井 朝来市和田山町土田

AAABBA 原 去 25.06.11 たけとし 黒原1391346  第２菊武土井 川見　和秀

14201-2342-3 8 228 菊西土井 81.6 福芳土井 朝来市伊由市場

ABACCA 原 去 25.07.27 さちとみ２ 黒原1299822 改 照菊波 椿野　勝三

13403-2395-8 2 252 芳悠土井 80.4 菊俊土井 朝来市和田山町野村

AAABBA  原 雌 25.07.03 きくふくよ１０ 黒原1528564  福広土井 宮田　貴身仁

14201-2291-4 2 280 丸宮土井 78.7 菊俊土井 朝来市神子畑

BBAAAA  原 雌 25.06.05 ふくとし 黒　2350121  谷福土井 仙賀　隆文

08599-5275-8 2 267 芳悠土井 81.2 丸富土井 朝来市和田山町安井

AABCBA  原 雌 25.06.18 ちえとみ 黒原1524515  照菊波 県北部農業技術センタ

08599-5281-9 2 261 千代藤土井 80.3 丸宮土井 朝来市和田山町安井

       　 雌 25.06.24 ゆうこ 黒原1535106  福芳土井 県北部農業技術センタ

14201-2047-7 4 273 芳山土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA 原 雌 25.06.12 しげてる３の１ 黒原1449838  福芳土井 岩花　玉男

14201-2052-1 9 244 芳山土井 81.0 照長土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA 原 雌 25.07.11 ひろひで 黒原1282634 高 谷福土井 岩花　玉男

13779-1652-9 2 294 丸富土井 82.6 福芳土井 佐用郡佐用町才金

AABBAA  原 雌 25.05.22 ふくひめ 黒　2362275  照長土井 谷口　寿美

13779-1660-4 2 284 丸富土井 80.7 照一土井 宍粟市山崎町葛根

BACBAA  原 雌 25.06.01 さつき 黒　2396546  谷福土井 吉岡　慎治

13489-6821-2 8 242 照長土井 82.1 鶴丸土井 姫路市夢前町新庄

CACAAA 原 雌 25.07.13 ちひろ 黒原1209195  菊安土井 西影　昌久
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13756-0344-5 6 255 丸宮土井 81.0 福芳土井 小野市万勝寺町

BBAAAA 原 去 25.06.30 みやみつふく２ 黒　2207172  照長土井 宮下　俊子

13756-0375-9 2 255 丸富土井 81.0 菊俊土井 小野市広渡町

       　 去 25.06.30 としみ２ 黒　2388892  福俊土井 前田　勇雄

14108-1190-3 2 352 芳山土井 81.8 丸富土井 丹波市山南町北和田

AAACAA  原 去 25.03.25 とみゆう 黒　2391503  安幸土井 田中　憲蔵

14108-1320-4 4 265 丸富土井 81.2 福芳土井 丹波市氷上町犬岡

AABBBA 原 去 25.06.20 ゆきひめ 黒原1459829  鶴山土井 勢志　政和

14108-1342-6 12 245 丸富土井 81.7 照長土井 丹波市青垣町田井縄

AACBBA 原 去 25.07.10 ふくこ 黒原1085300  谷福土井 足立　美佐子

14108-1228-3 2 284 芳悠土井 81.3 菊俊土井 丹波市柏原町石戸

ABACBA  原 去 25.06.01 つるぎく 黒原1488919  鶴丸土井 徳田　順彦

14108-1304-4 12 263 千代藤土井 81.2 第２安鶴土井 丹波市市島町北奥

CACAAA 原 去 25.06.22 みやさつき 黒原1020685  菊照土井 大槻　英樹

14108-1213-9 11 278 丸富土井 80.8 照長土井 丹波市青垣町東芦田

BACCBB 　 去 25.06.07 たづ 黒　2042083  安幸土井 前田　貴雄

13388-5885-1 2 268 丸宮土井 80.3 福芳土井 篠山市郡家

BBAAAA  原 雌 25.06.17 さおり 黒　2402113  菊俊土井 松浦　俊明

13388-5872-1 3 261 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

14201-0975-5 16 257 照也土井 81.3 菊安土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 　 去 25.06.28 ぴあの 黒原0927672  安幸土井 中井　丈文

13748-2800-9 3 267 照也土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BABBAB 去 25.06.18 よしなみ 黒原1482265  菊安土井 山本　斉

13748-2751-4 14 291 丸富土井 81.7 菊茂土井 美方郡新温泉町丹土

CBCBCB 　 去 25.05.25 はんふく 黒原1085230  第２安鶴土井 中井　雄次

13748-2999-0 1 275 照菊波 79.8 越照波 美方郡新温泉町戸田

       　 去 25.06.10 てるしげ 黒　2413827 改 茂美波 井上　三千男
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-2413-1 13 270 福芳土井 81.8 第２鶴雪土井 香美町小代区秋岡

ACBCCB 　 去 25.06.15 さちふく 黒原1126996 高 安幸土井 今井　正人

13748-2826-9 2 254 照也土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区長瀬

BABBAB 去 25.07.01 たにたて２ 黒原1524421  第２鶴雪土井 谷渕　侑生

13748-3147-4 14 264 芳悠土井 81.4 照長土井 香美町村岡区丸味

ABAAAA 原 去 25.06.21 きくみ 黒原1085166 改 菊安土井 森脇　薫明

13748-3148-1 10 259 芳悠土井 81.7 茅菊波 香美町村岡区丸味

AABAAA 原 去 25.06.26 ふく５ 黒原1206147 改 菊照土井 森脇　薫明

13748-2549-7 1 238 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAAAAA  原 去 25.07.17 さわよし 黒原1573911  鶴山土井 伊沢　正一

14201-1494-0 1 243 丸富土井 80.3 福芳土井 香美町村岡区和池

AABCBA  原 去 25.07.12 ひめやすふく４ 黒原1559042  照長土井 西崎　武志

14201-1091-1 6 274 芳山土井 81.3 福広土井 香美町村岡区口大谷

AAACBA  原 雌 25.06.11 ふくむすめ 黒原1368918  菊照土井 山本　薫

13748-3671-4 12 259 芳山土井 81.5 照長土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 雌 25.06.26 やすふく１４ 黒原1237452 改 谷福土井 井上　哲也

13748-3672-1 1 257 芳悠土井 82.0 照也土井 香美町村岡区熊波

AABAAA  原 雌 25.06.28 やすふく１４の８ 黒原1559085  照長土井 井上　哲也

13748-2391-2 11 274 丸富土井 81.7 幸豊土井 香美町小代区神場

CBCBBA 原 雌 25.06.11 しめこ３ 黒原1206226  照長土井 上治　秀正

13748-2806-1 7 288 菊西土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AABAAA 原 雌 25.05.28 てるもり３の１ 黒原1331301 高育 照長土井 田中　祥子

13748-3123-8 4 288 照也土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町切畑

BACBAA 原 雌 25.05.28 さかえ５の２の７ 黒原1444356  照長土井 倉田　広美

13748-3639-4 4 277 丸富土井 84.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCAA 原 雌 25.06.08 ふくみつふく 黒原1444366  照長土井 村尾　賢一

13748-2522-0 6 283 芳山土井 81.4 照長土井 美方郡新温泉町海上

AAACCA 原 雌 25.06.02 きよちよ３ 黒原1331282  谷福土井 植田　秀作
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13435-6242-2 3 269 丸富土井 80.3 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

BBCCBA  原 雌 25.06.16 あずさ 黒　2362267  谷則土井 小池　一博

14201-2095-8 8 271 千代藤土井 82.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA 原 去 25.06.14 もりあさ 黒原1299818 改 幸豊土井 高橋　副武

14201-2099-6 7 266 福芳土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

AAACBA 原 去 25.06.19 みつたけ 黒原1299814  菊安土井 高橋　副武

13748-3448-2 4 250 照忠土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

CACBAA 原 去 25.07.05 かこ 黒原1409471  鶴丸土井 上垣　勇吾

14201-2330-0 3 232 丸富土井 80.8 福広土井 朝来市山東町西谷

AACCBA 原 去 25.07.23 ひさながひろ 黒原1449570 改 福芳土井 足立　喜平次

14201-2294-5 2 265 千代藤土井 80.8 福芳土井 朝来市神子畑

       　 去 25.06.20 とみてる３の２２ 黒原1542211  鶴丸土井 仙賀　隆文

08599-5283-3 3 260 丸富土井 79.3 北美波 朝来市和田山町安井

       　 去 25.06.25 なつる 黒　2374398  福芳土井 県北部農業技術センタ

08599-5288-8 2 258 芳悠土井 80.0 丸宮土井 朝来市和田山町安井

       　 去 25.06.27 はるな 黒原1535110  千代藤土井 県北部農業技術センタ

08599-5287-1 2 258 照也土井 80.3 福芳土井 朝来市和田山町安井

BACBAA  原 去 25.06.27 よしみ２ 黒原1497623  照長土井 県北部農業技術センタ

13445-3735-1 2 289 丸宮土井 81.1 茂広波 加西市産 朝来市和田山町安井

AAABAA  原 雌 25.05.27 なおこ 黒　2396587  谷福土井 県北部農業技術センタ

14201-2232-7 3 307 丸富土井 81.6 福芳土井 朝来市山東町大月

       　 雌 25.05.09 ゆりみや 黒原1482229  菊俊土井 浅野　登

13841-0443-8 10 307 芳山土井 80.6 谷美土井 豊岡市出石町暮坂

AAACBA 原 雌 25.05.09 いづみ 黒原1045336  菊安土井 旗谷　仁志

14201-1811-5 2 286 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

ABAAAA  原 雌 25.05.30 はるな４ 黒原1528517  菊俊土井 小牧　伸典

14201-1813-9 15 270 石義丸 84.0 照長土井 豊岡市但東町高竜寺

       　 雌 25.06.15 ゆうか７ 黒原1045345 育改 安谷土井 小牧　伸典
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

14201-1742-2 4 269 福芳土井 80.6 菊俊土井 豊岡市但東町佐々木

ABACBA  原 雌 25.06.16 ふくぎく 黒原1467515  谷石土井 西　幸信

13708-1701-4 8 278 菊西土井 80.8 照長土井 佐用郡佐用町横坂

BBCCCB 原 雌 25.06.07 ながふじ 黒原1237336  第２安鶴土井 横坂共栄農場

13779-1661-1 5 275 丸宮土井 80.5 光照土井 宍粟市山崎町葛根

AAAAAA  原 雌 25.06.10 みちてる 黒　2269256  菊安土井 吉岡　慎治

14451-7117-1 13 232 千代藤土井 81.0 谷福土井 宍粟市山崎町与位

BACBAA 原 雌 25.07.23 ふたみ４ 黒　2047771  菊照土井 中坪　みどり

11548-7139-3 11 268 福芳土井 82.7 照長土井 川辺郡猪名川町紫合

ABABBB 　 去 25.06.17 みつふく 黒　2042595  第２安鶴土井 森田　和子

14336-0414-8 7 278 福芳土井 79.5 照長土井 小野市長尾町

ABBCCA  原 雌 25.06.07 かつみてる 黒　2207176  谷福土井 岡田　勇治

14336-0417-9 6 275 丸宮土井 80.1 福芳土井 小野市長尾町

ABAAAA 原 雌 25.06.10 みかん 黒　2252626  幸豊土井 岡田　秀子

14108-1281-8 5 239 福芳土井 79.2 第１満金波 丹波市春日町野上野

ABACBB 　 去 25.07.16 ゆきはる 黒　2294645  谷福土井 山本　昇治

14108-1341-9 7 208 芳山土井 80.4 照菊波 丹波市青垣町檜倉

ABACCA 原 去 25.08.16 たま 黒原1336563 改 菊安土井 足立　尚之

14108-1355-6 1 247 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 25.07.08 おおふく１ 黒　2405253  照長土井 上田　真吾

14108-1246-7 11 254 芳悠土井 82.0 第２安鶴土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA 原 去 25.07.01 きくつる 黒原1126924  菊茂土井 上田　真吾

14108-1390-7 11 201 芳山土井 83.2 照長土井 丹波市柏原町柏原

AAABAA 原 去 25.08.23 しげみ５ 黒原1170173  菊安土井 下山　一彦

13388-5889-9 3 274 宮弘波 80.8 光照土井 篠山市今田町市原

CCCCCA 原 雌 25.06.11 ひなもり 黒　2347282  谷福土井 古家後　康夫

13388-5876-9 11 255 千代藤土井 81.2 第２鶴雪土井 篠山市曽地口

BACBBA 原 雌 25.06.30 みき 黒　2093376  菊照土井 清水　健司
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-3117-7 4 265 丸富土井 82.2 菊俊土井 香美町村岡区宿

       　 去 25.06.20 こうふくとし 黒原1444246  福芳土井 上田　伸也

13748-3542-7 10 254 芳山土井 81.7 鶴丸土井 香美町村岡区宿

AAACAA 原 去 25.07.01 きくみさち２ 黒原1237442  幸豊土井 上田　伸也

13748-2841-2 13 260 菊西土井 81.5 谷福土井 香美町村岡区味取

AABCBB 　 去 25.06.25 とくふく 黒原1085150  照長土井 阿瀬　稔

13748-2893-1 4 296 菊西土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区境

AABCAB 　 去 25.05.20 あんこ 黒原1444277  第２安鶴土井 田中　一馬

13748-2718-7 3 293 芳山土井 79.4 菊俊土井 香美町香住区丹生地

AAACBA  原 去 25.05.23 みやもり２ 黒　2363019  北宮波 今西　修輔

13748-2437-7 13 244 福芳土井 82.4 照長土井 香美町小代区東垣

ABACCB 　 去 25.07.11 おじろ３の４ 黒原1045062 改 谷福土井 今井　正己

13748-3652-3 11 284 丸富土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

BBCBBB 　 去 25.06.01 ふくつねの２ 黒原1127031  第２安鶴土井 田中　稔

13748-2753-8 10 270 照也土井 81.6 幸豊土井 美方郡新温泉町丹土

CACBAB 　 去 25.06.15 ふく２ 黒原1170092  第２安鶴土井 中井　雄次

14451-7543-8 5 257 丸富土井 81.4 茂広波 美方郡新温泉町塩山

ABCCCA 原 去 25.06.28 としみ 黒　2289514  第２安鶴土井 山本　郁夫

13748-3055-2 9 267 芳山土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 去 25.06.18 すみれ 黒原1271179  第２鶴雪土井 中井　豊枝

13748-2948-8 1 277 丸福土井 79.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

CABBAA  原 雌 25.06.08 きくつる 黒　2423263  第２照久土井 尾崎　栄太郎

13748-2844-3 8 254 福芳土井 81.3 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

ABABCB 原 雌 25.07.01 たかてる４ 黒原1299724  照長土井 西坂　嘉津美

14451-7536-0 6 258 福芳土井 82.0 鶴山土井 美方郡新温泉町高山

ABAABB 原 雌 25.06.27 つるみ 黒　2252566  菊安土井 西村　英明

13748-2415-5 10 258 芳山土井 81.5 照長土井 香美町小代区秋岡

ABACBA 原 雌 25.06.27 たまひめ 黒原1206234  谷福土井 今井　正人
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-2979-2 10 305 丸富土井 81.6 照長土井 香美町村岡区味取

AABBAA 原 雌 25.05.11 ゆきてる 黒原1237458 高育 安幸土井 西山　勝

13748-3632-5 5 291 丸富土井 81.2 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCBA  原 雌 25.05.25 かりん 黒原1404868  鶴丸土井 小林　操

13748-3140-5 4 302 丸富土井 81.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCAA  原 雌 25.05.14 まるこ４ 黒原1444327  鶴丸土井 森脇　薫明

13748-3142-9 1 292 芳山土井 80.4 丸富土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 25.05.24 おおみぞ２ 黒原1559107  谷福土井 森脇　薫明

14122-0620-2 3 245 丸富土井 80.0 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

AAACBA  原 雌 25.07.10 あつよし 黒　2362264  光照土井 大封アグリ　一宮牧場

14122-0611-0 14 269 丸宮土井 81.3 第２安鶴土井 宍粟市波賀町道谷

CCAABA 原 雌 25.06.16 さかよ３ 黒原0971045  菊照土井 岸本　章弘

13748-3518-2 5 279 丸富土井 79.6 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BACCAA  原 去 25.06.06 ごふく 黒　2294612  照長土井 上垣　康成

14201-2051-4 3 252 福芳土井 81.6 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACCA  原 去 25.07.03 ひろひできく 黒原1489223  照長土井 岩花　玉男

08599-5311-3 3 226 丸富土井 79.0 茂広波 朝来市和田山町安井

AAACCA 原 去 25.07.29 たかふじ 黒　2340923  福朝土井 県北部農業技術センタ

08599-5289-5 3 257 照也土井 80.4 北谷松 朝来市和田山町安井

BABBAB 去 25.06.28 のりこまつ 黒原1497622  鶴味土井 県北部農業技術センタ

08599-5291-8 2 256 照也土井 80.0 丸宮土井 朝来市和田山町安井

BABAAA  原 去 25.06.29 みやかねやま 黒原1524517  福俊土井 県北部農業技術センタ

08599-5305-2 1 235 芳悠土井 80.8 菊西土井 朝来市和田山町安井

AAABBA  原 去 25.07.20 きくゆき 黒原1573990  第２鶴雪土井 県北部農業技術センタ

13403-2397-2 4 239 芳悠土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町野村

ABACCA 原 去 25.07.16 ふじなみ８ 黒原1423571 高 幸豊土井 宮田　貴身仁

14201-2292-1 11 274 芳悠土井 81.0 鶴丸土井 朝来市神子畑

BBBBAA  原 去 25.06.11 とみてる３ 黒原1144380  菊照土井 仙賀　隆文
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

14201-2341-6 5 284 照忠土井 81.0 菊俊土井 朝来市立野

BAAAAB  原 雌 25.06.01 きくひめ 黒原1409489  安幸土井 松尾　悦成

13841-0595-4 4 274 照忠土井 81.2 菊俊土井 豊岡市宮井

BABBAA  原 雌 25.06.11 よよ４ 黒原1467508  谷福土井 綿田　謙

13748-3349-2 2 293 千代藤土井 80.3 丸福土井 豊岡市但東町中藤

CACBAA  原 雌 25.05.23 さくら１ 黒原1528497  菊俊土井 百合　俊夫

13362-8657-1 8 248 芳山土井 81.2 鶴山土井 養父市奥米地

AAACAA 原 雌 25.07.07 みどり 黒原1239790  幸福土井 安達　昌行

13748-3482-6 9 264 芳悠土井 81.7 菊俊土井 養父市養父市場

BBBBBA 原 雌 25.06.21 みかひめ 黒原1271525  谷福土井 吉村　英美

14201-2094-1 3 283 千代藤土井 82.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA  原 雌 25.06.02 ゆりひろ 黒原1489243  照長土井 高橋　副武

14201-1999-0 1 263 丸宮土井 80.4 芳山土井 養父市大屋町宮本

       　 雌 25.06.22 なみひさ２の１ 黒原1576342  幸豊土井 寺尾　智也

13708-1720-5 3 302 福芳土井 79.7 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

ACACCA  原 雌 25.05.14 おかなみ 黒　2362274  照菊波 安岡　林

14105-6823-4 9 228 福芳土井 80.2 照明土井 姫路市夢前町新庄

ACBBCA 原 雌 25.07.27 さつかね 黒　2138797  照長土井 西影　昌久

14451-7118-8 4 248 丸宮土井 81.6 光照土井 宍粟市山崎町葛根

BAAAAA  原 雌 25.07.07 さきこ 黒　2347312  菊道土井 横野　里美

13756-0343-8 2 255 丸宮土井 79.8 菊俊土井 小野市万勝寺町

       　 去 25.06.30 みやみつ３０ 黒　2396524  福広土井 宮下　悦子

14336-0458-2 5 275 照一土井 79.4 鶴山土井 加西市大内町

CBCAAA 　 去 25.06.10 ゆきみ 黒　2207170  安幸土井 藤原　護

14108-1315-0 9 244 芳悠土井 82.2 菊原波 丹波市青垣町檜倉

ABBBCB 原 雌 25.07.11 まみや 黒原1237318  照長土井 足立　尚之

14108-1238-2 11 260 芳山土井 81.6 北宮波 丹波市春日町栢野

AAACBA 原 雌 25.06.25 みやつる 黒原1209436  第２安鶴土井 岩見　年泰
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

14108-1423-2 8 227 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

ABBABA 原 雌 25.07.28 きくみつ 黒原1319553  安美土井 田中　憲蔵

14108-1319-8 1 279 芳山土井 81.3 丸宮土井 丹波市氷上町氷上

AAACAA  原 雌 25.06.06 さくらこ 黒原1559156  照長土井 元田　松雄

14108-1352-5 6 240 芳悠土井 81.4 照長土井 丹波市柏原町柏原

ABBCCA 原 雌 25.07.15 たかひめ 黒原1380294  谷福土井 下山　一彦

14108-1175-0 10 299 丸富土井 81.1 福芳土井 丹波市氷上町小谷

AABBAA 原 雌 25.05.17 たけの７の５ 黒原1237308  安重土井 細見　忠和

13388-5884-4 7 265 照一土井 80.7 福芳土井 篠山市郡家

BABAAA 原 雌 25.06.20 こころ 黒　2180449  鶴丸土井 松浦　俊明

13388-5873-8 3 252 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

13748-2653-1 4 241 芳悠土井 83.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA  原 去 25.07.14 かね３ 黒原1444308  第２安鶴土井 村尾　和広

13748-2729-3 9 272 丸富土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AACCAA 原 去 25.06.13 ひさながふく 黒原1271168 高育 照長土井 山本　美香恵

13748-3124-5 11 267 丸富土井 82.8 越照波 美方郡新温泉町切畑

BBBCCA 原 去 25.06.18 ちはる７ 黒　2078776  菊照土井 倉田　慎也

13748-2464-3 6 276 丸富土井 81.5 福広土井 香美町小代区貫田

AACBBA 原 去 25.06.09 ふくひろ２ 黒原1368885  照長土井 小林　義富

13748-2886-3 3 265 丸富土井 79.8 照一土井 香美町香住区九斗

BACBAA  原 去 25.06.20 よしみ 黒　2347301 改 安幸土井 谷口　義長

13748-3656-1 6 260 福芳土井 80.5 照波土井 香美町村岡区境

BCCCCC 　 去 25.06.25 ゆきひめ 黒原1331149 改 照長土井 田中　一馬

13748-3673-8 6 252 照忠土井 81.0 鶴山土井 香美町村岡区熊波

BBBAAA  原 去 25.07.03 ゆきひめ８ 黒原1368923  谷福土井 井上　哲也

13748-3677-6 12 235 芳悠土井 82.1 幸豊土井 香美町村岡区熊波

BCBCCA 　 去 25.07.20 みつゆき 黒原1170078  菊照土井 井上　哲也
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-3273-0 10 224 芳悠土井 81.0 鶴丸土井 香美町村岡区和池

ABABBA 原 去 25.07.31 みつふくなみ２ 黒　2110271 育 越照波 西崎　武志

13748-2537-4 15 289 照忠土井 83.3 照長土井 香美町村岡区神坂

CACAAA 原 雌 25.05.27 かずふく２ 黒原1045000  安幸土井 伊沢　栄一

13748-2839-9 16 278 丸富土井 80.7 菊安土井 香美町村岡区味取

CACCAA 原 雌 25.06.07 きくてる 黒原1007247  菊照土井 阿瀬　稔

13748-2851-1 13 294 芳山土井 81.4 茂金波 香美町香住区三谷

BBACBB 原 雌 25.05.22 ひでかね 黒　2024820  谷福土井 清水　容和

14451-7539-1 7 265 芳悠土井 81.2 照長土井 香美町香住区丹生地

BBCBBA 原 雌 25.06.20 つばき３ 黒　2209104 改 照長土井 淀　貴至

13748-2484-1 3 245 芳悠土井 82.3 丸富土井 香美町小代区大谷

AABBAA  原 雌 25.07.10 まるしげ 黒原1482220  照長土井 増田　丹

13748-3584-7 3 282 福芳土井 83.3 丸福土井 美方郡新温泉町春来

BBACBA  原 雌 25.06.03 おふく 黒原1482236  鶴山土井 田中　房夫

13748-2749-1 3 296 照忠土井 81.7 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAA  原 雌 25.05.20 たけの８の６３ 黒原1482256  照長土井 中井　雄次

13748-2697-5 7 247 芳山土井 82.1 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 雌 25.07.08 としこ 黒原1331264  安幸土井 中井　太一郎

13748-2523-7 6 270 福芳土井 81.2 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAACBA 原 雌 25.06.15 まりな２ 黒原1368847  谷福土井 植田　秀作

13435-6252-1 11 250 福芳土井 81.7 照長土井 宍粟市一宮町東河内

AAABBA 原 去 25.07.05 よしたけ 黒　2030792 谷福土井 小池　一博

13748-3447-5 3 252 菊西土井 81.7 福広土井 養父市大屋町蔵垣

AABBBA 原 去 25.07.03 ふくはな 黒原1409469  照長土井 上垣　勇吾

13748-3203-7 7 243 芳山土井 81.4 照長土井 豊岡市但東町河本

AAACAA 原 去 25.07.12 もりまつ 黒原1331073  菊安土井 森井　正彦

13748-3239-6 10 217 芳悠土井 81.6 照長土井 豊岡市日高町知見

BBBBBA 原 去 25.08.07 よしてる 黒原1209484 改 安美土井 山崎　豊志
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

14451-8129-3 5 238 芳悠土井 81.8 谷石土井 豊岡市宮井

AAACBA 原 去 25.07.17 みや 黒原1409416 育改 北宮波 綿田　謙

14201-1745-3 6 267 芳山土井 82.0 照長土井 豊岡市但東町佐々木

AAACAA 原 去 25.06.18 いなちよ 黒原1347501  第２安鶴土井 西　幸信

14201-1812-2 5 273 福芳土井 81.6 宮弘波 豊岡市但東町高竜寺

ACACCA 　 去 25.06.12 ひろこ 黒原1423408 育改 照明土井 小牧　成基

14201-2309-6 1 287 千代藤土井 80.0 福芳土井 朝来市和田山町土田

BABBAA  原 去 25.05.29 ゆきよし 黒原1561905  幸豊土井 川見　和秀

14201-2295-2 6 258 芳悠土井 80.4 菊俊土井 朝来市神子畑

BBABBA  原 去 25.06.27 おかつ 黒原1331126  鶴丸土井 仙賀　隆文

13403-2394-1 3 261 芳悠土井 80.3 丸富土井 朝来市和田山町野村

AAABAA  原 雌 25.06.24 かねまる９ 黒原1508017  菊俊土井 宮田　貴身仁

14201-2235-8 2 286 芳悠土井 81.0 丸富土井 朝来市山東町大月

ABBBBA  原 雌 25.05.30 さきまる 黒原1542218  幸豊土井 浅野　登

08599-5270-3 1 295 芳山土井 81.0 茂広波 朝来市和田山町安井

AAACBA  原 雌 25.05.21 かずみしげ 黒原1573993  照長土井 県北部農業技術センタ

08599-5266-6 3 315 西清土井 80.1 茂悠波 朝来市和田山町安井

       原 雌 25.05.01 みつしげひさ 黒原1497631  照幸波 県北部農業技術センタ

08599-5273-4 1 292 丸宮土井 81.1 福芳土井 同性複数産子 朝来市和田山町安井

BBAABA  原 雌 25.05.24 きくひめ２の３ 黒原1573991  第２安鶴土井 県北部農業技術センタ

14201-2003-3 1 252 菊郷土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町宮本

       原 雌 25.07.03 ひでくにみや 黒原1576343  福広土井 寺尾　智也

13708-1698-7 5 313 菊西土井 80.4 福広土井 佐用郡佐用町福中

AACBBB  原 雌 25.05.03 まさゆき 黒　2289522  第２鶴雪土井 吉田　朝雄

13779-1692-5 1 277 千代藤土井 77.4 照一土井 相生市矢野町真広

       　 去 25.06.08 さかよ３１０の１ 黒　2426326  福広土井 坂本　修一

13708-1737-3 3 261 菊西土井 80.7 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

BACBBB 去 25.06.24 ふくひめ２ 黒　2376713  照長土井 藤原　幸子
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

11548-7110-2 10 262 丸宮土井 82.5 照長土井 三田市東山

BABAAA 原 去 25.06.23 のりひめ５ 黒原1209156 高 安幸土井 岡本　鷹司

14336-0419-3 7 271 千代藤土井 80.4 福芳土井 小野市長尾町

AABBAA 原 雌 25.06.14 あいこ 黒　2207177  照長土井 岡田　勇治

14101-3296-1 2 254 千代藤土井 80.1 菊俊土井 小野市昭和町

BACBBA  原 雌 25.07.01 きくひさとら 黒　2402100  照長土井 藤本　幹泰

14108-1321-1 4 243 丸宮土井 81.5 福広土井 丹波市氷上町油利

AABAAA  原 雌 25.07.12 みやふく 黒原1459831 高 照長土井 山本　定夫

14108-1302-0 5 263 芳悠土井 81.0 菊宮土井 丹波市市島町岩戸

BBAAAA 原 雌 25.06.22 まちほ 黒原1429659  照長土井 大槻　良

14108-1249-8 7 260 芳山土井 81.8 照長土井 丹波市柏原町下小倉

ABACBA 原 雌 25.06.25 かれん 黒原1359500  安美土井 上田　真吾

14108-1247-4 6 273 芳山土井 82.0 福俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 25.06.12 ふくやす 黒　2229241  鶴丸土井 上田　真吾

14108-1325-9 1 275 福芳土井 81.2 菊西土井 丹波市山南町北和田

AAACBA  原 雌 25.06.10 もりくに 黒原1569961  福広土井 田中　憲蔵

14108-1282-5 4 240 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市春日町野上野

BBABAA  原 雌 25.07.15 ふくやま 黒原1459838  福芳土井 山本　昇治

13388-5913-1 7 236 照忠土井 81.8 福芳土井 同性複数産子 篠山市佐倉

AAAAAA 原 去 25.07.19 みう 黒　2226815  谷美土井 三原　渉

14201-1052-2 7 275 丸富土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

AACBAA 原 去 25.06.10 さちふく２ 黒原1331154 高育 照長土井 西井　秀一

13748-2544-2 9 273 芳山土井 80.8 幸豊土井 香美町村岡区神坂

ABACBA 原 去 25.06.12 しめこ３ 黒原1271053  第２安鶴土井 伊沢　正一

13748-2685-2 3 282 照忠土井 81.2 福広土井 香美町村岡区高津

BACBAA  原 去 25.06.03 てるみ 黒原1482181  照長土井 田中　博文

13748-3646-2 5 270 丸富土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区味取

BABBAA 原 去 25.06.15 ゆきなが３ 黒原1368931  照長土井 西山　勝
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-3649-3 6 260 福芳土井 80.3 照波土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 去 25.06.25 なみひで 黒原1331188 改 照長土井 西山　勝

13748-3000-2 1 270 丸富土井 81.1 福芳土井 美方郡新温泉町戸田

AACCBA  原 去 25.06.15 しょうこ３の１ 黒原1559139  照長土井 井上　三千男

13748-3616-5 12 282 芳山土井 81.6 幸豊土井 美方郡新温泉町多子

BAABAA 原 去 25.06.03 すみれ 黒原1127044 改 菊安土井 竹下　千江子

13748-2695-1 5 275 福芳土井 81.8 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA 原 去 25.06.10 てるたか 黒原1404925  谷福土井 山本　隆夫

14451-7531-5 5 235 丸富土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA 原 去 25.07.20 みつふく３ 黒原1368843 改 照長土井 村尾　賢一

13748-2951-8 1 270 芳悠土井 80.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

       　 雌 25.06.15 てるちよ 黒原1573927  福芳土井 尾崎　栄太郎

13748-3128-3 4 291 芳悠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BBABAA 原 雌 25.05.25 さゆり 黒原1444358  第２安鶴土井 山本　郁夫

13748-3661-5 10 294 丸富土井 82.3 照菊波 美方郡新温泉町熊谷

BBCCCA 原 雌 25.05.22 ふじかず２ 黒原1206163 改 安重土井 山本　照子

13748-2719-4 4 275 芳悠土井 82.0 福広土井 香美町香住区丹生地

ABBBBA  原 雌 25.06.10 いずみ１ 黒原1444270  照長土井 今西　修輔

13748-2817-7 2 298 芳悠土井 79.6 菊俊土井 香美町村岡区境

BCACCA  原 雌 25.05.18 みちこ 黒　2391466  鶴光土井 田中　一馬

13748-3143-6 9 288 丸富土井 81.6 茂美波 香美町村岡区丸味

BACBAA 原 雌 25.05.28 やすふくひめ 黒　2146402  照長土井 森脇　薫明

13748-3144-3 1 281 福芳土井 80.1 丸富土井 香美町村岡区丸味

AAACBA  原 雌 25.06.04 みつとみ 黒原1559112  福芳土井 森脇　薫明

13748-3146-7 4 273 丸富土井 80.6 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCCA 原 雌 25.06.12 おおみぞ 黒原1444332  谷福土井 森脇　薫明

14122-0621-9 2 233 丸富土井 80.7 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

AABBBA  原 去 25.07.22 よしてつ２ 黒　2396538  鶴山土井 大封アグリ　一宮牧場
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

14122-0599-1 7 253 千代藤土井 82.4 照長土井 宍粟市千種町河内

AACBAA 原 去 25.07.02 みちえ 黒　2188890  菊安土井 林　繁樹

13841-0180-2 2 276 芳悠土井 79.3 菊俊土井 養父市別宮

ABACBA  原 去 25.06.09 かねふくとし 黒　2402126  福芳土井 西谷　敏秀

14201-2045-3 2 280 芳悠土井 79.7 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA  原 去 25.06.05 てるみ２ 黒　2393915  照長土井 岩花　希

14201-2053-8 2 230 福芳土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA  原 去 25.07.25 てるまさ２ 黒原1528538  谷美土井 岩花　玉男

13748-3449-9 10 243 丸宮土井 81.4 北宮波 養父市大屋町蔵垣

ACACCA 原 去 25.07.12 くらこ 黒　2146485 改 光照土井 上垣　勇吾

13748-3252-5 21 234 石義丸 81.7 谷福土井 豊岡市竹野町須野谷

       　 去 25.07.21 ふくむすめ 黒原1017139 高育改 菊茂土井 田中　寛

14201-1727-9 2 302 菊郷土井 81.2 丸宮土井 豊岡市中郷

       原 去 25.05.14 すず 黒原1528501  照長土井 新田　義孝

14201-1771-2 1 296 芳悠土井 81.5 菊西土井 豊岡市野上

ABBBBA  原 去 25.05.20 かずにし２３ 黒原1561851  第２鶴雪土井 西垣　富夫

08599-5308-3 3 227 茂初波 81.2 丸福土井 朝来市和田山町安井

去 25.07.28 ふくまる 黒原1497626  菊安土井 県北部農業技術センタ

08599-5274-1 2 292 丸宮土井 81.1 福芳土井 同性複数産子 朝来市和田山町安井

BBAABA  原 雌 25.05.24 きくひめ２の３ 黒原1573991  第２安鶴土井 県北部農業技術センタ

08599-5276-5 1 267 芳悠土井 79.6 菊西土井 朝来市和田山町安井

ABABBA  原 雌 25.06.18 ふく２６ 黒　2413855  幸豊土井 県北部農業技術センタ

08599-5277-2 2 267 千代藤土井 80.8 芳恒土井 朝来市和田山町安井

CACAAA  原 雌 25.06.18 つねめろん 黒原1535103  菊川土井 県北部農業技術センタ

14201-1744-6 2 259 芳山土井 81.6 照一土井 豊岡市但東町佐々木

AAACAA  原 雌 25.06.26 てるよし 黒原1528525  菊安土井 西　幸信

13748-3235-8 10 282 千代藤土井 82.2 谷福土井 豊岡市日高町知見

BACCBA 原 雌 25.06.03 はなふく 黒原1209485 高 菊照土井 山崎　豊志
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-3201-3 2 254 照也土井 80.6 福広土井 豊岡市但東町河本

BACBAB  原 雌 25.07.01 てるふく 黒原1528524  照長土井 森井　正彦

13708-1704-5 4 254 芳山土井 81.5 福広土井 佐用郡佐用町横坂

AAACBA  原 雌 25.07.01 ちょうちょ 黒　2347323  照菊波 横坂共栄農場

14451-7114-0 15 245 丸富土井 81.4 谷福土井 赤穂市木津

AABBAB 　 去 25.07.10 ふくこ 黒原1052335 高 菊照土井 溝田　泰司

13489-6822-9 3 240 丸福土井 81.7 福芳土井 姫路市夢前町新庄

       　 去 25.07.15 おおみぞ８２４ 黒　2376707  照長土井 西影　昌久

13756-0346-9 6 296 福芳土井 81.0 菊俊土井 小野市万勝寺町

ABACBA 原 雌 25.05.20 みやふみ３ 黒　2256504  鶴山土井 宮下　俊子

14336-0420-9 11 264 芳山土井 80.8 照菊波 小野市長尾町

AAACAA 原 雌 25.06.21 みやいずみ１ 黒　2074980  菊井土井 岡田　勇治

14108-1351-8 3 226 丸宮土井 83.2 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BBAAAA  原 去 25.07.29 すずとみ 黒原1449589  第２安鶴土井 下山　一彦

14108-1322-8 3 250 丸富土井 81.6 福広土井 丹波市青垣町惣持

BACCAA 原 去 25.07.05 ひろみ 黒原1467439  照長土井 田村　充洋

14108-1241-2 3 256 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AAAAAA  原 去 25.06.29 しずみ 黒原1467442  菊安土井 須原　芳夫

14108-1240-5 3 267 丸宮土井 81.8 福芳土井 丹波市市島町寺内

BCAABA  原 去 25.06.18 よしこ 黒原1497779  幸豊土井 須原　喜一郎

14108-1200-9 11 281 芳悠土井 81.5 幸豊土井 丹波市春日町栢野

BCBBCA 原 去 25.06.04 よしゆき 黒原1172256  谷福土井 岩見　年泰

14108-1349-5 2 263 芳山土井 81.0 照一土井 丹波市柏原町石戸

       　 去 25.06.22 ふくいち 黒原1508326  谷福土井 徳田　順彦

13388-5871-4 11 250 芳山土井 81.5 照菊波 篠山市曽地口

AAACCA 原 去 25.07.05 みつひめ５ 黒原1206120 高 谷福土井 清水　健司

13388-5914-8 8 236 照忠土井 81.8 福芳土井 同性複数産子 篠山市佐倉

AAAAAA 原 去 25.07.19 みう 黒　2226815  谷美土井 三原　渉
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-2516-9 1 307 丸富土井 83.0 芳山土井 美方郡新温泉町海上

AABCAA  原 去 25.05.09 ゆきみ 黒原1559137  第２安鶴土井 植田　秀作

13748-3058-3 3 262 菊西土井 80.3 照也土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 25.06.23 さかえやま１ 黒原1501795  芳山土井 中井　のり子

13748-3655-4 13 234 福芳土井 83.7 照長土井 美方郡新温泉町中辻

ABBBBA 原 去 25.07.21 みやゆき２ 黒原1127055 高育 菊照土井 安田　寿光

13748-3583-0 1 269 丸富土井 78.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

AABCBA  原 去 25.06.16 おおふく 黒　2413826  照長土井 岸　厚子

13748-2807-8 1 252 丸富土井 80.3 菊西土井 美方郡新温泉町諸寄

       　 去 25.07.03 てるにし 黒原1542187  福広土井 田中　祥子

13748-2483-4 6 257 芳山土井 80.8 照長土井 香美町小代区大谷

AAACAA 原 去 25.06.28 おおみぞ５ 黒原1331227  第２安鶴土井 増田　丹

13748-2416-2 2 256 照忠土井 80.5 芳山土井 香美町小代区秋岡

BABBAA  原 去 25.06.29 かんな 黒原1524442  第２鶴雪土井 今井　正人

13748-3112-2 8 277 照一土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区宿

BABAAA 原 去 25.06.08 おおみぞ３ 黒　2174536  幸豊土井 上田　伸也

13748-3114-6 1 275 芳悠土井 86.7 照也土井 香美町村岡区宿

AAABAA  原 去 25.06.10 こうふく３６１ 黒原1559062  福芳土井 上田　伸也

13748-3116-0 1 270 照也土井 82.5 福芳土井 香美町村岡区宿

       　 去 25.06.15 こうふくよし 黒　2413794  菊俊土井 上田　伸也

13748-3636-3 3 282 福芳土井 80.4 丸福土井 香美町村岡区丸味

ABACBA  原 雌 25.06.03 ふくえ３の２ 黒原1501770  照長土井 小林　操

13748-3643-1 5 286 芳悠土井 80.3 丸博土井 香美町村岡区味取

BABBAA  原 雌 25.05.30 やすひで１ 黒原1444293  照長土井 西山　勝

13748-3647-9 13 270 菊西土井 81.2 鶴長土井 香美町村岡区味取

BACBAC 　 雌 25.06.15 みやてる 黒原1085152  照長土井 西山　勝

13748-2825-2 5 270 丸富土井 80.7 福広土井 香美町村岡区長瀬

AAACAA 原 雌 25.06.15 のりひろ 黒原1368934 高育 照長土井 谷渕　正恵
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雌： 156 雄： 去： 180 合計 336
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3月12日

血　　統 損　　徴

13748-3621-9 2 270 芳悠土井 81.1 照一土井 美方郡新温泉町古市

       　 雌 25.06.15 きくはな 黒原1524480  菊俊土井 石原　美恵子

13748-2754-5 13 275 芳悠土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町丹土

BBBBBA 原 雌 25.06.10 たにひめ 黒原1045113  谷福土井 中井　雄次

13748-3641-7 8 265 丸富土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBCCCB 原 雌 25.06.20 ふくこひめ 黒原1299735  菊照土井 村尾　賢一

13748-2511-4 5 259 丸富土井 83.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AACCBA  原 雌 25.06.26 さかえ５の２の６ 黒原1404937  照長土井 安田　義幸

08410-0475-5 2 271 福広土井 82.1 菊俊土井 宍粟市千種町黒土

BBCCCA  原 去 25.06.14 きくつる 黒　2369433 谷福土井 鳥居　せつ雄

13362-8633-5 6 235 丸宮土井 82.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

CCBABA 　 去 25.07.20 ゆきみつ 黒原1384156  安幸土井 上垣　利之

13748-3375-1 3 242 芳悠土井 82.0 丸富土井 養父市大屋町大屋市場

ABBCBA  原 去 25.07.13 みやまる 黒原1489217  北宮波 岩花　希

14201-2049-1 6 260 芳悠土井 81.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA 原 去 25.06.25 つねきく 黒原1369036  鶴丸土井 岩花　希

13748-3446-8 9 260 菊郷土井 81.6 菊伸土井 養父市大屋町蔵垣

       原 去 25.06.25 ゆうがお 黒原1271540  鶴山土井 上垣　勇吾

12538-8434-8 8 290 福芳土井 82.2 幸豊土井 養父市八鹿町舞狂

ACACCB 　 去 25.05.26 きくとよ 黒　2146418  安美土井 泉山　正幸

08599-5307-6 3 227 宮菊城 81.1 宮照波 朝来市和田山町安井

ABACBA 原 去 25.07.28 ななみ２ 黒原1423451  菊俊土井 県北部農業技術センタ

08599-5310-6 5 226 丸宮土井 79.8 谷石土井 朝来市和田山町安井

CCAAAA 　 去 25.07.29 いしひめ 黒　2309220  奥秀 県北部農業技術センタ

14201-2297-6 2 254 丸富土井 80.2 福芳土井 朝来市神子畑

AAACAA  原 去 25.07.01 はなふく 黒原1528561  菊安土井 仙賀　隆文

14201-2336-2 6 259 丸富土井 82.0 福芳土井 朝来市山東町森

AABCAA 原 雌 25.06.26 よしたまみ 黒原1331135  照長土井 衣川　一郎
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血　　統 損　　徴

13748-3347-8 1 310 丸宮土井 81.0 芳山土井 豊岡市城崎町飯谷

AAAAAA  原 雌 25.05.06 てるこ３ 黒原1561855  照長土井 北村　幸弘

14201-1726-2 2 306 丸宮土井 81.3 福芳土井 豊岡市中郷

ABAAAA  原 雌 25.05.10 ぼたん５の１ 黒原1528498  照長土井 新田　義孝

13748-3338-6 3 306 芳山土井 81.3 菊俊土井 豊岡市竹野町三原

AAACBA  原 雌 25.05.10 さおり６ 黒原1489167  谷福土井 加悦　大三郎

14201-2096-5 3 277 千代藤土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA  原 雌 25.06.08 よしなり 黒原1489263  照長土井 高橋　大樹

13815-9957-2 4 257 芳山土井 80.1 菊宮土井 養父市大屋町宮本

AAACAA  原 雌 25.06.28 きくつる 黒　2350118  鶴丸土井 寺尾　和敏

13362-8658-8 5 239 照忠土井 81.4 福芳土井 養父市奥米地

AAACAA 原 雌 25.07.16 あきみ 黒原1409458  鶴丸土井 安達　昌行

13708-1705-2 4 260 丸宮土井 80.5 福広土井 佐用郡佐用町櫛田

CCBABA 去 25.06.25 たにふく 黒原1449828  第２鶴雪土井 竹内　隆

13478-3355-9 1 262 芳悠土井 80.0 菊西土井 相生市矢野町真広

       　 去 25.06.23 きくまる２ 黒　2426327  福広土井 坂本　修一

13708-1736-6 13 251 芳山土井 82.2 菊原波 赤穂市木津

AAACAB 　 去 25.07.04 むつみ 黒原1099328  菊茂土井 溝田　泰司

11349-6138-0 1 259 千代藤土井 81.0 芳山土井 川辺郡猪名川町紫合

AABBAA  原 雌 25.06.26 わかみや５ 黒　2421227  第２照久土井 森田　和子

13756-0376-6 6 248 宮弘波 79.6 菊俊土井 小野市広渡町

CCCCCA 原 去 25.07.07 そのきく 黒　2277774  谷福土井 前田　勇雄

14108-1333-4 2 270 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市山南町谷川

AAACAA  原 雌 25.06.15 るるや 黒原1524526  鶴丸土井 直田　進

14108-1244-3 3 291 芳悠土井 80.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 25.05.25 きくひめたに 黒原1488912  谷福土井 上田　真吾

14108-1226-9 8 275 福芳土井 79.5 菊宮土井 丹波市山南町長野

ABABBA 原 雌 25.06.10 みやしげ 黒　2167989  照長土井 稲場　雅二
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14108-1425-6 7 193 福芳土井 81.7 照長土井 丹波市山南町北和田

ABACCA 原 去 25.08.31 ふくよし 黒原1247795  谷福土井 田中　憲蔵

14108-1221-4 7 290 芳山土井 80.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 去 25.05.26 きくはな 黒原1336552  鶴山土井 堂本　義隆

14201-1884-9 3 230 丸宮土井 81.3 福芳土井 豊岡市産 丹波市柏原町柏原

BBAAAA  原 去 25.07.25 ひめよし３ 黒原1489168  照長土井 下山　一彦

13388-5909-4 6 232 丸宮土井 82.2 福芳土井 篠山市曽地口

BAAAAA 原 去 25.07.23 ゆきみ 黒原1349931 高 照長土井 清水　健司

13388-5903-2 2 231 福芳土井 78.6 菊俊土井 篠山市今田町今田新田

ABACCA  原 雌 25.07.24 はる 黒　2410381  第２照久土井 波多野　省三

13748-2675-3 2 250 芳山土井 82.2 菊俊土井 香美町村岡区川会

       　 去 25.07.05 きく 黒原1524416  照長土井 谷　俊一

13748-2743-9 2 296 丸富土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区黒田

BACCBA  原 去 25.05.20 としながひめ 黒原1501762  照長土井 長岡　直美

13748-3596-0 9 256 福芳土井 81.2 菊安土井 香美町村岡区味取

ABACBA 原 去 25.06.29 ふたこ１ 黒原1271087  谷福土井 阿瀬　稔

13748-2887-0 4 257 丸富土井 80.8 鶴山土井 香美町香住区九斗

BBCABA 原 去 25.06.28 きそつる４ 黒原1444269  谷福土井 谷口　義長

14201-1109-3 3 279 丸富土井 81.8 福芳土井 香美町小代区大谷

AABCBA  原 去 25.06.06 はる 黒　2363022  安幸土井 宮本　尚美

13748-3001-9 9 255 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町戸田

AABBAA 原 去 25.06.30 てるゆり 黒　2110256  谷福土井 井上　三千男

13748-2600-5 4 239 芳悠土井 81.3 福広土井 美方郡新温泉町中辻

AAABBA 原 去 25.07.16 ふくよしひろ 黒原1404933  照長土井 西　幸正

13748-2700-2 9 252 芳悠土井 82.4 鶴丸土井 美方郡新温泉町塩山

BACCBA 原 去 25.07.03 まりな 黒原1237389 高 照長土井 野田　栄一

13748-3587-8 5 245 芳山土井 82.0 菊千代土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 25.07.10 としなが１ 黒　2289518  菊俊土井 中井　豊枝
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13748-2507-7 4 260 芳山土井 81.6 福広土井 美方郡新温泉町霧滝

AAACAA  原 雌 25.06.25 ふくはる５ 黒原1464018  菊安土井 田村　晴雄

13748-2799-6 9 270 芳悠土井 82.5 幸豊土井 美方郡新温泉町塩山

ACBBCA 原 雌 25.06.15 かねえ５ 黒原1271170  第２安鶴土井 山本　智明

13748-3125-2 9 259 芳悠土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

ACABCA 原 雌 25.06.26 ひさつる２ 黒原1271159  谷福土井 倉田　慎也

13748-3619-6 8 265 照也土井 84.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AABCAA 原 雌 25.06.20 こすぎ３ 黒原1299709 高育改 菊照土井 田中　房夫

13748-2452-0 11 236 福芳土井 83.7 照長土井 香美町小代区東垣

ABBBCB 原 雌 25.07.19 てるみや 黒原1206225 高育 谷福土井 中村　健治

13748-3657-8 7 260 丸富土井 80.0 照波土井 香美町村岡区境

AACCBA 原 雌 25.06.25 てるふく 黒原1331193  谷福土井 田中　一馬

14451-7583-4 6 259 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町村岡区境

BBABBA 原 雌 25.06.26 はるか 黒原1331196  照長土井 田中　一馬

13748-2686-9 7 262 芳山土井 81.6 照長土井 香美町村岡区高津

AAACAA 原 雌 25.06.23 こゆき 黒原1331184  谷福土井 田中　博文

13748-3666-0 3 276 福芳土井 80.6 丸福土井 香美町村岡区熊波

BAACBA  原 雌 25.06.09 おおみぞ８の１ 黒原1482226  谷福土井 井上　哲也

13435-6244-6 1 265 芳山土井 79.0 照長土井 宍粟市一宮町東河内

       　 去 25.06.20 ひろこ 黒　2418424  福芳土井 小池　一博

14201-2092-7 4 298 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

14201-2233-4 2 289 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

13748-2645-6 1 303 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

13748-2649-4 6 267 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 照長土井 村尾　千代美
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