
雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

14108-1363-1 1 253 丸宮土井 81.8 宮弘波 丹波市春日町棚原

CCBABA  原 去 25.07.30 ちえみや 黒原1569974  第２鶴雪土井 山本　浩

13748-3205-1 8 251 北谷松 81.7 北宮波 豊岡市但東町河本

BCACCA 　 去 25.08.01 みやもり１ 黒原1313591 高育改 照長土井 森井　正彦

13748-3207-5 2 241 千代藤土井 80.2 宮弘波 豊岡市但東町河本

BACBAA  原 去 25.08.11 まさみや 黒原1528522  照長土井 森井　正彦

14201-1176-5 2 233 芳山土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 去 25.08.19 おおふく８ 黒原1524496  照長土井 中村　文吾

14451-7534-6 3 245 菊西土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA 原 去 25.08.07 みつひめ 黒　2329947  菊俊土井 村尾　賢一

13748-2528-2 5 242 丸富土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 25.08.10 ふくみ 黒原1404941 高育 照長土井 植田　秀作

13748-2529-9 4 241 照忠土井 81.4 福広土井 美方郡新温泉町海上

BABAAA 原 去 25.08.11 ななみや２ 黒原1444374  照長土井 植田　秀作

13708-1709-0 14 309 丸富土井 82.0 照長土井 佐用郡佐用町平谷

CACAAA 　 去 25.06.04 みつふく３の１ 黒原1007197  安谷土井 安岡　林

13708-1715-1 7 275 照忠土井 80.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AABBAA 原 去 25.07.08 ふくみ 黒　2226845  照義土井 横坂共栄農場

13779-1662-8 1 281 千代藤土井 79.3 照一土井 宍粟市山崎町葛根

       　 雌 25.07.02 きらり 黒　2423296  第１満金波 吉岡　慎治

13427-3864-4 1 275 千代藤土井 80.7 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

AACCBA  原 去 25.07.08 よしひめ 黒　2424421  北宮波 有田　覚

13520-2024-1 3 275 千代藤土井 81.2 丸富土井 神戸市北区淡河町神田

       　 雌 25.07.08 みやとみ 黒　2380573  照幸波 奥下　均

13756-0374-2 3 291 丸富土井 81.0 福芳土井 小野市広渡町

AABCBA  原 雌 25.06.22 ちかこ 黒　2369443  光照土井 前田　勇雄

14336-0441-4 7 275 福芳土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

ABACCA 原 雌 25.07.08 としみ 黒　2226842  照長土井 岡田　秀子
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血　　統 損　　徴

14336-0442-1 6 272 千代藤土井 79.4 光照土井 小野市長尾町

BACBAA 原 雌 25.07.11 おかひめ 黒　2269296  菊俊土井 岡田　秀子

14108-1360-0 4 255 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 25.07.28 よしひで８ 黒　2347304  福芳土井 上田　真吾

14108-1288-7 2 253 芳山土井 80.7 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

       　 去 25.07.30 とみてる３ 黒原1524546  照長土井 須原　芳夫

14108-1343-3 5 259 丸富土井 79.2 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

BACBBA  原 去 25.07.24 かおり 黒　2299088  安幸土井 前田　貴雄

13391-7120-1 4 265 福芳土井 80.3 光照土井 丹波市市島町乙河内

ABACCA  原 去 25.07.18 うえと 黒原1467443  谷福土井 荻野　浩

14108-1344-0 9 268 丸宮土井 82.0 照長土井 丹波市氷上町小谷

CCBAAA 　 去 25.07.15 みつてる 黒原1271205  鶴光土井 細見　忠和

14108-1313-6 9 274 丸尚土井 81.5 鶴味土井 丹波市青垣町檜倉

       　 去 25.07.09 はるか 黒原1271210  谷福土井 足立　尚之

14108-1283-2 7 242 芳山土井 80.8 菊俊土井 丹波市春日町野上野

AAACAA 原 去 25.08.10 すみれ２ 黒原1336576  改 幸豊土井 山本　昇治

14108-1279-5 11 246 福芳土井 81.5 照長土井 丹波市春日町鹿場

BCACCB 　 去 25.08.06 てるしげ２ 黒原1209472 第２安鶴土井 井上　良英

13388-5907-0 5 289 丸宮土井 82.0 菊俊土井 篠山市小多田

CBABAA 原 雌 25.06.24 すぎひめ 黒原1409624  菊照土井 松本　登喜雄

14201-1056-0 4 266 丸富土井 80.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区池ケ平

AABCBA  原 去 25.07.17 あやふく 黒原1463994  照長土井 西井　秀一

13748-3543-4 7 273 芳山土井 81.0 照波土井 美方郡香美町村岡区宿

AAACAA 原 去 25.07.10 みゆき 黒原1331236 高育 谷福土井 上田　伸也

13748-3607-3 6 253 丸富土井 82.0 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACCAA 原 去 25.07.30 ふくこ１１ 黒原1368957  菊照土井 森脇　薫明

13748-2453-7 12 263 芳山土井 82.0 第２鶴雪土井 美方郡香美町小代区東垣

BABBBA 原 去 25.07.20 みつふくひめ 黒原1170063 高 照長土井 中村　まゆみ
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13748-2845-0 5 255 菊毬土井 81.5 福広土井 美方郡新温泉町丹土

       原 去 25.07.28 みつひめ２の３ 黒原1404919 高育 照長土井 西坂　嘉津美

13748-2798-9 4 303 菊毬土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

       原 去 25.06.10 ふくよしふく 黒原1444362  菊安土井 山本　智明

13748-2953-2 2 266 丸富土井 80.6 福芳土井 美方郡新温泉町海上

       　 雌 25.07.17 みやよし 黒原1524476  福広土井 尾崎　栄太郎

13748-2650-0 7 280 芳山土井 84.0 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 雌 25.07.03 としみ 黒原1299752  鶴丸土井 村尾　千代美

13748-3585-4 12 275 芳山土井 84.2 鶴山土井 美方郡新温泉町春来

AAACBA 原 雌 25.07.08 ふくよ 黒原1170079 高改 谷福土井 田中　房夫

13748-2827-6 1 269 丸富土井 80.7 芳山土井 美方郡香美町村岡区長瀬

AABCAA  原 雌 25.07.14 さだきよ 黒原1559088  第２安鶴土井 谷渕　侑生

13748-3648-6 9 287 芳山土井 81.5 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

AAACAA 原 雌 25.06.26 ひでなが 黒原1271089 高育改 谷福土井 西山　勝

13748-3651-6 6 268 丸富土井 81.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

BACBAA 原 雌 25.07.15 よしはな３ 黒原1368930 改 第２安鶴土井 西山　勝

13748-3567-0 5 269 丸富土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABCAA 原 雌 25.07.14 ２７きくとし 黒原1423389  照長土井 長瀬　五一

13748-3572-4 6 265 丸富土井 80.8 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACBAA 原 雌 25.07.18 １３もりてる４ 黒原1384171  照長土井 長瀬　五一

13748-2548-0 9 274 丸富土井 81.0 照長土井 美方郡香美町村岡区神坂

BACBBA 原 雌 25.07.09 やすこ 黒原1299626  谷福土井 伊沢　正一

14201-1493-3 8 277 芳山土井 80.5 照長土井 美方郡香美町村岡区和池

AAACAA 原 雌 25.07.06 やすふくみ２ 黒原1299634  第２安鶴土井 西崎　武志

13435-6239-2 2 312 千代藤土井 78.0 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

BACAAA  原 雌 25.06.01 かおるこ 黒　2396533  照長土井 小池　一博

14122-0614-1 1 263 丸宮土井 80.5 福広土井 宍粟市波賀町道谷

ABAABA  原 雌 25.07.20 さつき 黒　2423285  光照土井 岸本　章弘
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14122-0623-3 7 229 福芳土井 79.1 鶴丸土井 宍粟市一宮町上岸田

ABACBA 原 去 25.08.23 ゆきまる 黒　2207156  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

13748-3255-6 15 251 北谷松 81.0 谷福土井 豊岡市竹野町三原

BBACBA 原 雌 25.08.01 さくら５ 黒原1045188 高育改 安美土井 加悦　大三郎

14201-1784-2 1 276 照忠土井 79.6 福芳土井 豊岡市出石町上野

AAAAAA  原 雌 25.07.07 みずほ 黒　2410371  菊安土井 山本　憲一

08603-4314-9 6 291 芳山土井 81.6 福芳土井 神戸市産 朝来市和田山町安井

AAACBA 原 雌 25.06.22 たにづる３ 黒　2253555  照長土井 県北部農業技術センタ

14451-8127-9 5 264 宮弘波 80.0 福芳土井 豊岡市宮井

BBBCBA 原 雌 25.07.19 まゆ２ 黒原1368990  鶴丸土井 綿田　謙

13748-3251-8 2 260 福芳土井 80.6 丸富土井 豊岡市辻

ABACBA  原 雌 25.07.23 さと 黒原1528511 改 照長土井 猪師　英三良

13748-3204-4 10 251 芳悠土井 82.2 照菊波 豊岡市但東町河本

ACACCA 原 雌 25.08.01 もりなみ 黒　2093385 改 谷福土井 森井　正彦

14201-1843-6 8 218 丸富土井 82.0 菊俊土井 豊岡市但東町中藤

BBBBBA 原 去 25.09.03 いちこ 黒　2174562  鶴山土井 百合　俊夫

14201-1816-0 4 223 丸富土井 81.7 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

AACCBA  原 去 25.08.29 きよみ５ 黒原1449821 改 照長土井 小牧　伸典

14201-2002-6 3 253 丸富土井 81.4 照一土井 養父市大屋町宮本

AACCAA  原 去 25.07.30 もりひめ３ 黒原1467536  北宮波 寺尾　和敏

13815-9875-9 12 279 芳山土井 81.5 谷福土井 養父市大屋町若杉

AAACBA 原 去 25.07.04 とみふく 黒原1129061  菊照土井 大谷　嘉一

13841-0182-6 4 281 芳山土井 82.1 鶴山土井 養父市別宮

AAACAA 原 去 25.07.02 つるふくのり 黒原1449829  谷福土井 西谷　敏秀

14451-8529-1 2 229 芳悠土井 81.0 照也土井 朝来市和田山町野村

AAABAA  原 去 25.08.23 ふじなみ１０ 黒原1553227  菊俊土井 宮田　貴身仁

13708-1714-4 5 280 福芳土井 80.1 茂美波 佐用郡佐用町大畠

ACACCC 　 雌 25.07.03 ふじかず２の２ 黒　2253569  照菊波 野村　克喜
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13779-1670-3 4 266 芳山土井 81.2 照菊波 佐用郡佐用町佐用

AAACBA 原 去 25.07.17 おりひめ 黒　2338232  照長土井 兵庫県立佐用高等学校

13708-1722-9 2 255 福芳土井 82.3 菊俊土井 佐用郡佐用町口長谷

       　 雌 25.07.28 きくよし 黒　2402102  谷美土井 船引　一良

13708-1742-7 4 276 丸宮土井 80.7 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

CBBAAA 原 雌 25.07.07 ふくひめ 黒　2338242  照長土井 藤原　幸子

13427-3865-1 8 268 千代藤土井 79.6 菊俊土井 多可郡多可町八千代区中野間

CACBAA 原 去 25.07.15 もりつる 黒　2185181  照長土井 有田　覚

14336-0460-5 14 295 照忠土井 82.4 第２鶴雪土井 加西市大内町

CBBBBB 　 雌 25.06.18 にしふく３ 黒原1085261  安美土井 藤原　護

13445-3737-5 8 310 丸宮土井 81.0 菊伸土井 加西市常吉町

BBAAAA 原 去 25.06.03 よねのぶ 黒　2226844  菊照土井 県立農業大学校

13445-3736-8 4 310 芳悠土井 78.3 宮照波 加西市常吉町

ABACCA  原 去 25.06.03 みやつるとし 黒　2309233  菊俊土井 県立農業大学校

14108-1287-0 3 254 丸富土井 81.3 福広土井 丹波市市島町下竹田

AABCBA  原 去 25.07.29 ふね 黒原1449576  照長土井 須原　芳夫

14108-1316-7 11 267 芳悠土井 82.0 照長土井 丹波市青垣町檜倉

BBBCCA 原 去 25.07.16 けいこ 黒　2084739  菊照土井 足立　尚之

14108-1298-6 7 249 福芳土井 82.1 菊安土井 丹波市市島町北奥

AAACBC 　 去 25.08.03 きくふくたに 黒原1310050  谷福土井 大槻　英樹

14108-1277-1 6 283 菊俊土井 80.1 福芳土井 丹波市春日町棚原

ACACCB 　 去 25.06.30 みやふく 黒原1368965  北宮波 山本　浩

14108-1278-8 10 260 福芳土井 81.6 照長土井 丹波市春日町鹿場

ABBCCB 　 去 25.07.23 はつよ 黒原1237333 谷福土井 井上　良英

14108-1345-7 9 271 芳悠土井 81.3 北宮波 丹波市氷上町小谷

ABBCCA 原 去 25.07.12 ゆうみや 黒原1247791  鶴丸土井 細見　忠和

14108-1239-9 6 287 芳悠土井 81.5 鶴山土井 丹波市春日町野瀬

ABAABA 原 雌 25.06.26 つるひめ 黒原1369070  菊伸土井 細見　健次
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血　　統 損　　徴

14108-1426-3 6 235 丸富土井 79.1 奥隼 丹波市山南町北和田

CBCCCB 　 雌 25.08.17 おくむすめ 黒　2252610 改 照長土井 田中　憲蔵

14108-1285-6 9 237 福芳土井 81.4 鶴長土井 丹波市春日町野上野

ABACCB 原 雌 25.08.15 こなつ 黒　2078749  谷福土井 山本　昇治

13388-5874-5 2 288 丸宮土井 80.4 福芳土井 篠山市曽地口

       　 雌 25.06.25 ふくえ１ 黒　2402109  照一土井 清水　健司

13748-2669-2 7 245 芳悠土井 81.3 茂美波 美方郡新温泉町中辻

ABACBA 原 去 25.08.07 さゆり３の７ 黒原1331257 改 照菊波 高美　治

13748-2810-8 5 227 丸富土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

CABCAA 　 去 25.08.25 つるちか 黒原1299779  菊安土井 田中　充

13748-2465-0 1 270 芳山土井 81.6 鶴神土井 美方郡香美町小代区貫田

BAACAA  原 去 25.07.13 ごいちよ２ 黒原1559099  菊俊土井 小林　義富

13748-2758-3 7 271 芳山土井 81.3 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 25.07.12 ふくつる 黒原1331280 高育改 菊照土井 森脇　薫明

13748-3151-1 7 267 丸富土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABBBBA 原 去 25.07.16 たかとよ３ 黒原1331203  第２安鶴土井 森脇　薫明

13748-2542-8 7 246 芳山土井 82.2 照長土井 美方郡香美町村岡区神坂

AAACAA 原 去 25.08.06 てるみ 黒原1331139 高育 安幸土井 小林　寿明

13748-2736-1 8 280 芳悠土井 80.0 第２照久土井 美方郡香美町村岡区中大谷

BABBAA 原 去 25.07.03 ひさこ 黒　2174534 改 第２安鶴土井 藤岡　義久

14201-1054-6 6 281 丸富土井 81.5 照俊土井 美方郡香美町村岡区池ケ平

BBCCCB 原 雌 25.07.02 ふくこ 黒原1331160  谷美土井 西井　秀一

13748-2546-6 8 272 照忠土井 81.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABBAA 原 雌 25.07.11 きくみ 黒原1331141  谷福土井 伊沢　正一

13748-3674-5 11 291 福芳土井 82.4 照長土井 美方郡香美町村岡区熊波

BCBBCB 原 雌 25.06.22 つるはな 黒原1206191 高 安幸土井 井上　哲也

13748-3576-2 5 247 照忠土井 81.3 第２安鶴土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAA 原 雌 25.08.05 ２１ゆきてる３ 黒原1404876  照長土井 長瀬　五一
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

13748-3597-7 7 270 丸富土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

AABCBA 原 雌 25.07.13 ふくみつ 黒原1331185  照長土井 阿瀬　稔

13748-2830-6 5 262 照忠土井 81.1 福広土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BACAAB  原 雌 25.07.21 ひろこ 黒原1404896  安幸土井 谷渕　正恵

13748-3060-6 9 258 芳山土井 81.6 第２照久土井 美方郡香美町小代区神水

BAACAA  原 雌 25.07.25 まつてる 黒原1271128  菊照土井 藤原　吉子

13748-2663-0 10 268 菊西土井 80.2 鶴味土井 美方郡新温泉町丹土

ABBBCB 原 雌 25.07.15 つるみ 黒原1239882  照長土井 県立但馬牧場公園

14451-7530-8 4 280 菊西土井 81.6 福広土井 美方郡新温泉町飯野

ABCBBB  原 雌 25.07.03 みつふく５ 黒原1444368  菊照土井 村尾　賢一

13748-3056-9 3 291 芳山土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 雌 25.06.22 あやこ 黒原1482269  照長土井 中井　のり子

13435-6249-1 13 284 千代藤土井 82.7 照長土井 宍粟市一宮町東河内

CBCAAA 原 雌 25.06.29 やすこ 黒原1099351  第２安鶴土井 小池　悦二

14122-0615-8 3 260 丸富土井 82.3 福広土井 宍粟市波賀町道谷

AACBBA  原 雌 25.07.23 たかこ 黒　2376695  菊高土井 岸本　章弘

14122-0622-6 3 240 丸富土井 80.4 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

BACBAA  原 去 25.08.12 てるたに 黒　2369436  北宮波 大封アグリ　一宮牧場

13748-3254-9 5 251 芳悠土井 81.4 菊俊土井 豊岡市竹野町三原

ABACBA  原 雌 25.08.01 ぼたん２ 黒原1409423  谷福土井 加悦　大三郎

14201-1747-7 6 278 丸富土井 81.8 菊俊土井 豊岡市但東町佐々木

BABCAA 原 雌 25.07.05 としふく 黒原1369006  谷福土井 西　幸信

13748-3246-4 2 277 丸富土井 80.0 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

       　 雌 25.07.06 きくみ 黒原1542201  福芳土井 中儀　吉郎

14201-1844-3 3 246 丸富土井 81.2 福芳土井 豊岡市但東町中藤

       　 雌 25.08.06 まつふく２ 黒原1444273  第２照久土井 百合　俊夫

14201-2300-3 4 266 照忠土井 80.1 福芳土井 朝来市神子畑

       　 雌 25.07.17 とみつるふく 黒原1449859  鶴丸土井 仙賀　隆文
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

14451-8131-6 3 263 芳悠土井 80.2 照一土井 豊岡市宮井

       　 雌 25.07.20 なるみ 黒原1489163 改 奥隼 綿田　謙

14201-1790-3 2 261 福芳土井 80.0 丸宮土井 豊岡市引野

ABABBA  原 去 25.07.22 まるみ 黒原1542191  菊宮土井 竹村　清志

13403-2353-8 4 279 丸宮土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BCAABA  原 去 25.07.04 きくてる 黒原1444247  照長土井 高橋　副武

13748-3409-3 1 250 照忠土井 81.2 芳山土井 養父市森

       　 去 25.08.02 たきよし 黒　2424418  菊俊土井 田村　正宏

14201-2339-3 6 237 丸富土井 81.5 福俊土井 朝来市和田山町岡

AACBBA 原 去 25.08.15 てるみ 黒原1369065 改 照長土井 森下　治郎

14201-2271-6 3 249 千代藤土井 80.7 丸富土井 朝来市和田山町野村

BACBAA  原 去 25.08.03 あさひめまる 黒原1508023  谷福土井 宮田　靖仁

13708-1710-6 5 286 丸宮土井 82.2 菊俊土井 佐用郡佐用町平谷

ABAAAA 原 雌 25.06.27 しげはる 黒　2289503  福芳土井 安岡　林

13708-1716-8 12 269 福広土井 80.6 照菊波 佐用郡佐用町横坂

ACBCCC 　 去 25.07.14 ふじきく 黒原1209562  菊安土井 横坂共栄農場

13478-3356-6 1 283 丸宮土井 80.0 菊西土井 相生市矢野町真広

BBBAAA  原 去 25.06.30 みつふく３５の６ 黒　2402147  照長土井 坂本　修一

13427-3866-8 10 249 照一土井 80.7 鶴山土井 多可郡多可町八千代区中野間

BACAAB 去 25.08.03 やちひめ 黒　2093405  安谷土井 有田　覚

11548-7111-9 5 255 丸宮土井 80.0 照長土井 三田市東山

CCBAAA 去 25.07.28 おりづるらん 黒　2294663  第２鶴雪土井 岡本　鷹司

13756-0377-3 3 247 丸宮土井 78.5 菊俊土井 小野市広渡町

CBAAAA  原 去 25.08.05 みき 黒　2369442  鶴丸土井 前田　勇雄

14336-0443-8 1 261 丸宮土井 80.8 菊西土井 小野市長尾町

AAAAAA  原 去 25.07.22 おかるい４ 黒　2423277  光照土井 岡田　秀子

14336-0444-5 7 260 福芳土井 80.7 照長土井 小野市長尾町

ABBCCA 原 去 25.07.23 あきら 黒　2226840  鶴丸土井 岡田　秀子
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

14108-1317-4 8 286 芳山土井 80.7 谷福土井 丹波市青垣町東芦田

AAACBA 原 雌 25.06.27 そのふく４ 黒　2150898  菊照土井 前田　貴雄

14108-1286-3 9 254 福芳土井 81.2 越照波 丹波市市島町下竹田

ACACCC 　 雌 25.07.29 みなみてる 黒　2099406  安谷土井 須原　芳夫

14108-1357-0 9 249 芳悠土井 80.7 照長土井 丹波市柏原町下小倉

ABCCCA 原 雌 25.08.03 ともこ 黒　2093403  茂光波 上田　真吾

14108-1358-7 6 251 丸宮土井 82.6 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BBBABA 原 雌 25.08.01 きくひめ６ 黒原1370032  谷福土井 上田　真吾

14108-1276-4 2 281 芳悠土井 81.0 照菊波 丹波市春日町棚原

       　 雌 25.07.02 しずか 黒原1524553  照長土井 山本　智

14108-1348-8 5 247 芳山土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町油利

AAACBA  原 雌 25.08.05 たつみふく 黒原1429650  谷福土井 山本　定夫

14108-1347-1 6 270 丸富土井 82.7 照長土井 丹波市氷上町横田

BACBBA  原 雌 25.07.13 かずてる 黒原1300025  谷福土井 足立　和人

14108-1424-9 5 244 芳山土井 81.0 福広土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 雌 25.08.08 もりくに２ 黒　2294632  鶴山土井 田中　憲蔵

13388-5880-6 3 258 福芳土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地奥

       　 雌 25.07.25 なつこ 黒原1419304  谷福土井 岡本　栄一

13748-3272-3 3 258 丸富土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

AAACAA  原 去 25.07.25 さちかね６ 黒原1501760  茂金波 西崎　武志

13748-3545-8 5 268 芳山土井 81.2 照俊土井 美方郡香美町村岡区宿

AAACBA 原 去 25.07.15 つるこ 黒原1368917  照長土井 上田　伸也

13748-3650-9 10 286 照忠土井 80.5 幸豊土井 美方郡香美町村岡区味取

CBCAAB 　 去 25.06.27 かつふく 黒原1170020  照長土井 西山　勝

13748-3283-9 15 256 丸富土井 81.2 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

BACBAA 原 去 25.07.27 てるこ 黒原1085157 高育 谷福土井 西山　勝

13748-2466-7 7 264 福芳土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町小代区貫田

AAACBA 原 去 25.07.19 ごいちよ 黒原1331225 改 照長土井 小林　義富
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

13748-2491-9 5 272 照也土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

CACBAA 　 去 25.07.11 おおみぞの３ 黒原1404907  谷福土井 毛戸　誠

13748-2643-2 2 322 芳悠土井 83.3 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AAAAAA  原 去 25.05.22 たけとみ 黒原1524408  菊安土井 村尾　和広

13748-2954-9 3 259 福芳土井 81.0 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

ABACBB  原 雌 25.07.24 ひさはる 黒　2363037  菊安土井 尾崎　栄太郎

13748-2801-6 2 275 芳山土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 雌 25.07.08 ひでやす 黒原1524460  菊道土井 山本　智明

14451-7525-4 6 273 丸富土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BABCBA 原 雌 25.07.10 みずき 黒原1368827  谷福土井 竹下　千江子

13748-2451-3 6 266 丸富土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

AACCBA 原 雌 25.07.17 ひめみつふく 黒原1368883  第２鶴雪土井 中村　まゆみ

13748-3658-5 3 266 芳山土井 81.1 丸福土井 美方郡香美町村岡区境

       　 雌 25.07.17 おふく 黒原1501780  菊俊土井 田中　一馬

13748-2677-7 8 242 芳悠土井 81.6 照長土井 美方郡香美町村岡区川会

ABACBA  原 雌 25.08.10 たにきそひめ 黒原1299655  谷福土井 谷　俊一

13748-3568-7 6 269 丸富土井 81.7 福広土井 異性複数産子 美方郡香美町村岡区丸味

雌 25.07.14 １６きくひろ 黒原1384174  鶴光土井 その他 長瀬　五一

13748-3675-2 6 276 丸富土井 81.5 幸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBCAAA  原 雌 25.07.07 ゆきなみ 黒原1368922  鶴山土井 井上　哲也

13748-2551-0 9 265 福芳土井 81.4 幸豊土井 美方郡香美町村岡区神坂

ACBBCA 原 雌 25.07.18 さわゆき 黒原1271055  照長土井 伊沢　正一

14201-1053-9 8 276 丸富土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区池ケ平

AABBBA 原 雌 25.07.07 やすふく 黒原1331152 高育 安幸土井 西井　秀一

13435-6262-0 4 243 福芳土井 81.5 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

ABACCA 原 去 25.08.09 かなえ２ 黒　2338228  菊道土井 小池　一博

14451-7083-9 7 230 千代藤土井 81.1 光照土井 宍粟市波賀町道谷

BACBAA 原 去 25.08.22 けいこ 黒　2226846  安幸土井 岸本　章弘
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

14122-0612-7 12 272 丸宮土井 80.5 安幸土井 宍粟市波賀町道谷

CCAAAA 　 去 25.07.11 やすこ 黒　2038098  谷福土井 岸本　章弘

13748-3253-2 7 262 北谷松 79.8 照長土井 豊岡市竹野町三原

BAACAA 原 雌 25.07.21 ぼたん４ 黒　2188809 改 谷福土井 加悦　大三郎

13748-3519-9 3 282 丸富土井 80.2 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BACCBA  原 雌 25.07.01 きい 黒原1467541  照長土井 上垣　康成

13403-2352-1 4 286 千代藤土井 80.2 菊宮土井 養父市大屋町若杉

BABBAA 原 雌 25.06.27 このはる 黒原1449848  福芳土井 高橋　副武

14201-2184-9 8 230 丸宮土井 80.2 鶴山土井 養父市建屋

BCBABA 原 雌 25.08.22 よしてつ４ 黒原1299787  菊照土井 大封　香代子

13748-3206-8 3 242 芳悠土井 80.3 照也土井 豊岡市但東町河本

       　 雌 25.08.10 さくら 黒　2380536  福芳土井 森井　正彦

08603-4320-0 6 264 菊西土井 82.3 福芳土井 神戸市産 朝来市和田山町安井

AABCCA 原 雌 25.07.19 ゆきみ２ 黒　2253547  鶴丸土井 県北部農業技術センタ

13748-3247-1 1 269 丸富土井 80.6 福芳土井 豊岡市辻

AABBBA  原 去 25.07.14 まつよ 黒原1576332  照長土井 猪師　英三良

14201-2006-4 2 261 千代藤土井 79.0 福芳土井 養父市大屋町宮本

AABBAA  原 去 25.07.22 みつやすよし 黒　2393916  菊俊土井 寺尾　智也

13362-8634-2 9 278 千代藤土井 82.5 福己土井 朝来市和田山町寺内

CCCCCA 　 去 25.07.05 よしふく 黒原1271197  照長土井 磯　四郎

14451-8526-0 3 246 丸富土井 80.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

       　 去 25.08.06 きくみ９ 黒原1508019  福芳土井 宮田　貴身仁

14451-8527-7 2 238 芳悠土井 80.1 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BBABBA  原 去 25.08.14 とらみ１０ 黒　2410375  安幸土井 宮田　貴身仁

13708-1706-9 1 276 芳山土井 80.8 福広土井 佐用郡佐用町金屋

       　 雌 25.07.07 にしひろ 黒　2423292  菊俊土井 大西　功

14451-7121-8 13 233 福芳土井 80.8 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

AAACBB 　 去 25.08.19 たかふく 黒　2022732  菊安土井 藤原　孝作
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

13478-3360-3 3 259 菊西土井 79.0 福芳土井 相生市矢野町真広

AAABAA  原 去 25.07.24 まつふく１ 黒　2376710  第２安鶴土井 坂本　修一

13427-3867-5 3 247 芳山土井 80.5 菊俊土井 多可郡多可町八千代区中野間

AAACAA  原 去 25.08.05 きくひめ 黒　2380580  谷福土井 有田　覚

13520-2025-8 3 250 芳山土井 80.6 菊俊土井 神戸市北区淡河町神田

AAACBA  原 去 25.08.02 みね 黒　2380571  鶴山土井 奥下　均

13445-3738-2 7 308 芳悠土井 80.4 菊俊土井 加西市常吉町

AABCBA 原 去 25.06.05 としみ 黒　2219702  菊道土井 県立農業大学校

13506-2836-4 4 248 千代藤土井 79.3 福芳土井 小野市河合西町

AACCBA 原 去 25.08.04 はるよし 黒　2354002  第２照久土井 堀井　光仁

13756-0347-6 3 257 丸宮土井 81.3 福芳土井 小野市万勝寺町

ABABBA  原 去 25.07.26 よしみ 黒　2362249  照長土井 宮下　俊子

14108-1284-9 13 247 丸宮土井 80.5 第２照久土井 丹波市春日町野上野

CCBBCA 原 雌 25.08.05 るりこの１ 黒原1065338  安美土井 山本　昇治

14108-1325-9 1 303 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

14108-1353-2 3 268 芳悠土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABABBA  原 雌 25.07.15 しげ 黒原1488915  菊俊土井 上田　真吾

14108-1303-7 11 269 芳悠土井 82.0 照長土井 丹波市市島町岩戸

BBCBBA 原 雌 25.07.14 つるこ 黒原1209463 改 第２安鶴土井 大槻　良

14108-1275-7 8 282 芳悠土井 82.6 照長土井 丹波市春日町棚原

BBBBBA 原 雌 25.07.01 ゆきひさ 黒原1300047  第２安鶴土井 山本　智

14108-1346-4 8 262 芳悠土井 81.2 照長土井 丹波市氷上町小谷

BBABBA 原 雌 25.07.21 きそづる 黒原1287188  第２安鶴土井 細見　忠和

14108-1332-7 10 273 芳山土井 82.2 菊原波 丹波市山南町長野

AAABAA 原 雌 25.07.10 きくなみ 黒原1209441  菊照土井 稲場　雅二

14108-1236-8 3 278 芳悠土井 81.1 光照土井 丹波市春日町黒井

ABBBBA  原 雌 25.07.05 ゆめ 黒原1488947  菊俊土井 氷上高等学校
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

14108-1340-2 8 243 芳山土井 82.0 福俊土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA 原 雌 25.08.09 りつこ５の２ 黒原1301478 高 越照波 足立　尚之

13388-5910-0 2 258 照忠土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

CABBAA  原 雌 25.07.25 きょうこ 黒　2396562  第２鶴雪土井 清水　健司

14201-1155-0 4 247 芳悠土井 81.7 福広土井 美方郡新温泉町岸田

ABABBA  原 去 25.08.05 よしみ 黒原1444399  福芳土井 山村　かすみ

13748-2662-3 6 273 芳悠土井 81.5 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

ABBBBA 原 去 25.07.10 ゆき５ 黒原1368828  照長土井 県立但馬牧場公園

14451-7542-1 11 272 芳山土井 82.2 谷福土井 美方郡香美町小代区久須部

AAACAA 原 去 25.07.11 おふくの８ 黒原1170071 高改 照長土井 福田　富夫

13815-9347-1 3 262 芳山土井 82.2 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAACAA  原 去 25.07.21 ひでふく 黒原1444318  菊安土井 今井　正人

13748-3546-5 4 268 丸富土井 80.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区宿

AABCAA 原 去 25.07.15 ながふく 黒原1444240  照長土井 上田　伸也

14451-7540-7 3 249 芳山土井 81.1 照一土井 美方郡香美町香住区丹生地

AAABAA  原 去 25.08.03 つるこ３ 黒原1482200  鶴山土井 淀　貴至

13748-3286-0 5 249 福芳土井 80.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

ABACCA 原 去 25.08.03 きくひめ 黒原1404884  照長土井 西山　勝

13748-3282-2 5 261 丸富土井 79.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

BABCAA 原 雌 25.07.22 ふくまる 黒　2289509  鶴丸土井 西山　勝

13748-3598-4 10 256 福芳土井 81.7 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

ABACCB 原 雌 25.07.27 みつえ 黒原1237456 高 第２安鶴土井 阿瀬　稔

13748-3260-0 10 271 福芳土井 81.8 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABACBA 原 雌 25.07.12 みつふく５ 黒原1237464 高育 谷福土井 小林　操

13748-3149-8 9 280 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACBBA 原 雌 25.07.03 ふくこ９ 黒原1237475  菊照土井 森脇　薫明

13748-3659-2 3 258 丸富土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区境

AABBAA  原 雌 25.07.25 ひろこ５ 黒原1501781  照長土井 田中　一馬

181

182

175

176

177

178

179

180

169

170

171

172

173

174



雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

13748-3264-8 13 254 福芳土井 81.0 第２安鶴土井 美方郡香美町村岡区長瀬

ACACCB 原 雌 25.07.29 さだこ３ 黒原1085123  菊照土井 谷渕　侑生

13748-2808-5 2 273 丸富土井 80.5 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AABBAA  原 雌 25.07.10 しずもり 黒原1524502  照長土井 田中　祥子

13748-2667-8 1 258 芳山土井 80.8 丸富土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA  原 雌 25.07.25 みゆき５ 黒原1559120 改 照長土井 高美　萬喜子

14451-7623-7 1 266 照也土井 79.7 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AABCAB  原 雌 25.07.17 さち 黒　2413819  照菊波 山本　智明

13748-2652-4 1 278 福芳土井 78.7 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BAACAA  原 雌 25.07.05 きくまる 黒　2363027  菊安土井 村尾　和広

14122-0617-2 12 243 照忠土井 81.5 第２照久土井 宍粟市波賀町道谷

CACAAA 　 去 25.08.09 みなよ 黒　2038102  第２安鶴土井 岸本　章弘

14201-2301-0 3 258 丸宮土井 81.7 福広土井 朝来市神子畑

BBAAAA  原 雌 25.07.25 とみてるふく 黒原1467547  照長土井 仙賀　隆文

13748-3250-1 4 270 千代藤土井 80.3 福広土井 豊岡市但東町相田

BACBAA 原 雌 25.07.13 よしふくひろ 黒原1409435  照長土井 牧井　脩

14201-1748-4 6 277 芳山土井 81.0 照長土井 豊岡市但東町佐々木

AAABAA 原 雌 25.07.06 いなてる 黒原1369005  安幸土井 西　幸信

13748-3249-5 12 271 福芳土井 81.6 照長土井 豊岡市城崎町飯谷

ABACBB  原 雌 25.07.12 きくひめ４ 黒原1172273 高育改 安谷土井 北村　幸弘

13748-3256-3 4 239 芳悠土井 80.1 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA 原 雌 25.08.13 ぼたん８ 黒原1467503  谷福土井 加悦　大三郎

14201-1815-3 4 230 千代藤土井 79.7 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AABBAA  原 去 25.08.22 はるな２ 黒　2294597  菊俊土井 小牧　成基

14201-2312-6 8 276 丸富土井 81.0 福芳土井 朝来市和田山町土田

AAACAA 原 去 25.07.07 はるよ 黒原1282623  菊安土井 川見　和秀

13748-3407-9 3 294 丸富土井 81.1 福広土井 養父市森

AACCBA  原 去 25.06.19 えりひろ 黒原1467529  菊俊土井 田村　正宏
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

13748-3485-7 3 252 福芳土井 82.3 福広土井 養父市養父市場

       　 去 25.07.31 ひろふく 黒原1489208  照長土井 吉村　英之

14201-2171-9 5 287 丸富土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA 原 去 25.06.26 みつまめ 黒原1331097  照長土井 高橋　副武

14201-2005-7 4 267 丸富土井 80.5 照一土井 養父市大屋町宮本

BABBAA 原 去 25.07.16 たけみ 黒原1449843  菊安土井 寺尾　和敏

13748-3342-3 1 258 丸宮土井 79.6 福芳土井 豊岡市竹野町三原

ABAAAA  原 去 25.07.25 ぼたん８の１ 黒　2424416  菊宮土井 加悦　大三郎

14451-8164-4 7 228 芳山土井 81.0 北宮波 豊岡市宮井

AAACBA 原 雌 25.08.24 もりみや２ 黒原1331057 育改 照長土井 綿田　謙

08603-4317-0 6 271 芳山土井 81.4 照長土井 神戸市産 朝来市和田山町安井

AAACAA 原 雌 25.07.12 あやみ 黒　2253557  谷福土井 県北部農業技術センタ

14201-2298-3 4 279 芳山土井 80.7 鶴山土井 朝来市神子畑

AAACBA  原 雌 25.07.04 さかえつる 黒原1467546  照長土井 仙賀　隆文

14122-0620-2 3 273 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

14201-1052-2 7 303 丸富土井 81.3 福芳土井 美方郡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

13748-3672-1 1 285 芳悠土井 82.0 照也土井 美方郡香美町村岡区熊波

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

13748-3582-3 12 300 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

14201-2047-7 4 301 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

08599-5283-3 3 288 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

08599-5308-3 3 255 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
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雌： 109 雄： 去： 103 合計 212
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 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4月9日

血　　統 損　　徴

08599-5311-3 3 254 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

08599-5310-6 5 254 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
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