
雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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

13748-2531-2 1 247 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 25.09.09 ちはる２の１ 黒原1559136  菊俊土井 植田　秀作

13748-3680-6 5 238 芳山土井 81.8 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 25.09.18 きくとしひめ 黒原1423392  照波土井 井上　哲也

13427-3868-2 9 259 千代藤土井 80.3 照菊波 多可町八千代区中野間

BBCBBA 原 去 25.08.28 てるこ 黒　2166619  第２安鶴土井 有田　覚

11349-6139-7 5 282 丸宮土井 81.2 照長土井 川辺郡猪名川町紫合

AAAAAA  原 雌 25.08.05 はまてる 黒原1409594  谷福土井 森田　和子

13592-3741-3 8 289 芳悠土井 80.1 鶴丸土井 加西市常吉町

ABBCCA 原 雌 25.07.29 かつこ 黒原1257105  谷勝土井 県立農業大学校

13756-0391-9 11 323 丸宮土井 80.6 谷福土井 加西市別府町

BBAAAA 原 雌 25.06.25 はるか２ 黒原1131303  第２安鶴土井 兵庫畜産技術センター

14108-1294-8 5 263 千代藤土井 81.4 照長土井 丹波市市島町下竹田

BACBAA 原 去 25.08.24 てるふくたに 黒原1380296  菊安土井 須原　芳夫

14108-1293-1 5 271 千代藤土井 81.1 福俊土井 丹波市市島町下竹田

AACAAA  原 去 25.08.16 はまとし 黒原1419309  菊照土井 須原　芳夫

14108-1413-3 7 235 芳山土井 83.0 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 去 25.09.21 はるな 黒原1299864  照長土井 上田　真吾

14108-1397-6 12 255 芳山土井 81.7 幸豊土井 丹波市柏原町下小倉

ABACCA 原 去 25.09.01 みやゆき 黒原1147361  茅菊波 上田　真吾

14108-1381-5 3 263 丸宮土井 81.7 福芳土井 丹波市青垣町東芦田

AAAAAA  原 去 25.08.24 こしず 黒原1497785  菊安土井 前田　貴雄

14108-1297-9 5 277 丸富土井 82.0 福広土井 丹波市市島町岩戸

AACCBA  原 去 25.08.10 てるふくの３ 黒原1429660  照長土井 大槻　良

14108-1359-4 7 291 丸宮土井 83.3 福芳土井 丹波市春日町棚原

BCAACA 　 去 25.07.27 くらら 黒原1336580  菊照土井 山本　智

14108-1384-6 9 247 丸富土井 81.5 照長土井 丹波市氷上町小谷

BBCBBA 原 去 25.09.09 ふくむすめ 黒原1271204  安幸土井 細見　忠和

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年5月14日

血　　統 損　　徴
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14108-1350-1 4 290 丸宮土井 81.5 福広土井 丹波市柏原町柏原

BCBABA 原 雌 25.07.28 ゆきひろ 黒原1459827  幸豊土井 下山　一彦

13388-5879-0 4 278 福芳土井 80.2 照長土井 篠山市曽地奥

ABACBA 原 去 25.08.09 はる 黒　2334708  菊俊土井 岡本　栄一

13388-5904-9 1 278 丸宮土井 79.4 福芳土井 篠山市今田町市原

       　 去 25.08.09 てるみや１１ 黒　2410388  菊俊土井 古家後　康夫

13388-5911-7 8 276 丸宮土井 82.0 福芳土井 篠山市小原

ABAAAA  原 雌 25.08.11 たけの８の６の２ 黒　2180450  照長土井 勝木　清市

14451-7625-1 2 267 丸富土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

AACCAA  原 去 25.08.20 ふくぎく 黒原1524459  谷福土井 山本　幸子

13748-2670-8 8 262 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AAABAA 原 去 25.08.25 みゆき 黒原1299725 高 照長土井 高美　萬喜子

14451-7632-9 12 248 芳山土井 80.7 幸豊土井 美方郡新温泉町井土

BBABBA 原 去 25.09.08 さちこ 黒原1170187  菊照土井 岸　俊之

13748-3289-1 3 256 照忠土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区味取

AAAAAA  原 去 25.08.31 ふくよし 黒原1464005  第２照久土井 西山　勝

13748-3291-4 4 246 芳山土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 去 25.09.10 ゆきこ５ 黒原1444296  安幸土井 西山　勝

13748-3609-7 10 264 照也土井 82.0 照長土井 香美町村岡区丸味

BACCAB 　 去 25.08.23 あやひめ 黒原1170109  安重土井 森脇　薫明

13748-3610-3 2 242 丸富土井 79.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABBAA  原 去 25.09.14 みつふく７ 黒　2391458  照長土井 森脇　薫明

13748-2377-6 6 239 照忠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABAAA 原 去 25.09.17 きくつるみ８の１ 黒原1331199 高育 照長土井 対中　広芳

13748-2552-7 3 264 照忠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAAAAA  原 去 25.08.23 よしやま 黒原1482175  鶴山土井 伊沢　正一

13748-2554-1 11 250 福芳土井 81.3 幸豊土井 香美町村岡区神坂

ABABCB 　 去 25.09.06 てるゆき 黒原1206101 改 照長土井 伊沢　正一

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

13748-3274-7 3 273 芳悠土井 79.7 菊俊土井 香美町村岡区和池

ABABBA  原 雌 25.08.14 みゆきひめ５ 黒　2363004  谷福土井 西崎　武志

13748-3261-7 9 284 照忠土井 81.6 谷福土井 香美町村岡区丸味

BAAAAB 原 雌 25.08.03 ふくえ５ 黒原1271082 高 第２安鶴土井 小林　操

14451-7541-4 2 284 丸宮土井 80.5 菊俊土井 香美町香住区丹生地

       　 雌 25.08.03 ゆめきく 黒　2391469  福広土井 淀　貴至

13748-2781-1 7 279 照忠土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 25.08.08 とくよし 黒原1331303  照長土井 田中　稔

14451-7630-5 4 236 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA  原 雌 25.09.20 あやや 黒原1464021 高 第２安鶴土井 中井　尊司

13748-2955-6 3 279 丸富土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町海上

BACBBA  原 雌 25.08.08 あおい 黒原1482280  福代土井 尾崎　栄太郎

13435-6265-1 9 261 丸富土井 80.2 谷美土井 宍粟市一宮町東河内

BACAAA 原 雌 25.08.26 てるこ 黒　2059350  照長土井 小池　一博

13435-6261-3 4 279 丸富土井 81.0 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

AABCBA  原 雌 25.08.08 おおぞら 黒　2362268  照長土井 小池　一博

13748-3487-1 1 267 丸宮土井 82.7 福芳土井 養父市養父市場

ABAABA  原 雌 25.08.20 ふくみ 黒原1576337  照長土井 吉村　英之

14201-2183-2 10 264 芳山土井 79.1 照長土井 養父市建屋

AAACAA  原 雌 25.08.23 あつこ０２ 黒　2112393  菊伸土井 大封　健太

14201-2054-5 8 272 千代藤土井 83.0 照明土井 養父市大屋町大屋市場

CBCAAA 原 雌 25.08.15 あきしろ 黒　2174567 改 鶴山土井 岩花　希

13748-3164-1 16 278 丸宮土井 81.2 菊道土井 尻尾に大輪 豊岡市目坂

CBBBAA 雌 25.08.09 まなみ４ 黒原0974144  谷本土井 その他 谷口　正夫

14451-8128-6 5 306 丸富土井 81.0 福芳土井 豊岡市宮井

AAABAA 原 去 25.07.12 いずみ５ 黒原1409412  安幸土井 綿田　謙

14201-1730-9 3 259 菊郷土井 79.4 丸福土井 豊岡市中郷

       原 去 25.08.28 うめこ 黒　2368114  菊照土井 新田　義孝
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

13748-3209-9 3 236 芳山土井 80.7 福広土井 豊岡市但東町河本

AAACAA  原 去 25.09.20 ふくこ 黒原1517618  鶴山土井 森井　正彦

14201-2303-4 5 286 丸富土井 81.0 福芳土井 朝来市神子畑

AAACBA 原 去 25.08.01 きくみ０７ 黒原1423419 改 菊俊土井 仙賀　隆文

14201-2270-9 21 284 鶴丸土井 81.5 谷福土井 ＥＴ産子 朝来市和田山町野村

CAACAA 原 去 25.08.03 ふくみ１ 黒原1045323  菊安土井 宮田　靖仁

14451-8525-3 9 284 千代藤土井 80.0 照長土井 朝来市和田山町野村

BACCBA 原 去 25.08.03 ふじなみ６ 黒原1239799  安谷土井 宮田　貴身仁

13708-1717-5 4 285 菊西土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AAABBA 原 去 25.08.02 まんてん 黒原1449860  鶴山土井 横坂共栄農場

14451-7123-2 13 281 照忠土井 81.0 第２鶴雪土井 佐用郡佐用町宇根

CBCAAB 　 雌 25.08.06 かつつる 黒　2025736  第２安鶴土井 妹尾　良恵

13708-1718-2 9 289 福芳土井 82.7 福俊土井 佐用郡佐用町福中

ABABCA 原 雌 25.07.29 あさみ 黒原1271453  菊照土井 吉田　朝雄

14105-6826-5 3 246 照一土井 82.0 福芳土井 姫路市夢前町新庄

BABAAA  原 雌 25.09.10 ごいちよ５の８ 黒　2369449  照長土井 西影　昌久

14451-7119-5 5 286 福芳土井 80.3 照長土井 神崎郡神河町猪篠

AAABBA 原 雌 25.08.01 ふくたか 黒　2309213  谷福土井 藤原　孝作

13779-1590-4 3 326 丸富土井 80.2 福広土井 姫路市継

AACCBA  原 雌 25.06.22 あじさい２ 黒　2369462  照長土井 松浦　勝義

13520-2026-5 3 275 芳山土井 79.2 丸福土井 神戸市北区淡河町神田

AAACAA  原 雌 25.08.12 てるまる 黒　2380576  照菊波 奥下　均

13564-8415-5 11 246 照忠土井 82.0 谷福土井 兵庫県加西市剣坂町

CBBBAA 　 去 25.09.10 すぎひめ３ 黒原1126919 安美土井 中村　弘直

14451-7325-0 10 216 福芳土井 80.6 北本土井 丹波市山南町北和田

ACBCCB 　 去 25.10.10 しずか 黒原1271201  照長土井 田中　憲蔵

14108-1432-4 4 233 福芳土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町柏原

ABACBA  原 去 25.09.23 つゆひめ３ 黒原1467446  谷美土井 下山　一彦
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14108-1380-8 3 251 福芳土井 80.6 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

ABACBA  原 去 25.09.05 ちあき１ 黒原1508332  福芳土井 足立　尚之

14108-1273-3 8 270 照忠土井 81.8 谷美土井 丹波市春日町黒井

BAAAAB 　 去 25.08.17 もも 黒　2162843  鶴長土井 氷上高等学校

14108-1434-8 13 222 芳山土井 80.6 照菊波 丹波市春日町鹿場

AAACAB 　 去 25.10.04 たにてる 黒原1137881  谷福土井 田川　良一

14108-1388-4 4 262 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

ACAABA 原 去 25.08.25 ゆきよし 黒原1419298  鶴山土井 松浪　一志

14108-1428-7 2 266 千代藤土井 82.2 照長土井 丹波市氷上町氷上

BACBAA  原 去 25.08.21 ますなが 黒原1524531  福芳土井 元田　育次

14108-1377-8 7 272 福芳土井 79.3 第１菊武土井 丹波市氷上町犬岡

AAACBA 原 去 25.08.15 きくたけ 黒　2188826  照長土井 勢志　政和

14108-1386-0 3 255 丸宮土井 80.6 宮弘波 丹波市氷上町沼

       　 去 25.09.01 はるなみ 黒原1488928  菊俊土井 芦田　誠治

13388-5920-9 6 269 福芳土井 80.1 菊俊土井 篠山市乾新町

ABACCA  原 雌 25.08.18 つばき 黒　2242578  照長土井 小西　弘

13388-5905-6 3 267 芳悠土井 80.1 丸富土井 篠山市今田町市原

       　 雌 25.08.20 みりや 黒　2380525  菊俊土井 古家後　康夫

13388-5912-4 2 263 福芳土井 80.5 菊宮土井 篠山市曽地奥

ABACBB  原 雌 25.08.24 ちゃき 黒　2387671  鶴丸土井 岡本　栄一

13748-3561-8 7 272 丸富土井 83.0 照長土井 香美町村岡区宿

CACCBA 原 去 25.08.15 ちはる 黒原1271129  谷福土井 上田　伸也

14451-7597-1 3 262 照也土井 81.6 鶴丸土井 香美町村岡区宿

CACBAA 去 25.08.25 第２さちふく 黒原1501786  谷福土井 上田　伸也

13748-2569-5 2 308 照忠土井 80.5 福芳土井 香美町村岡区萩山

AABAAA  原 去 25.07.10 てるよし 黒原1501767  照長土井 西村　忠一

13748-2676-0 1 278 芳山土井 80.7 丸福土井 香美町村岡区川会

BAACAA  原 去 25.08.09 たにきそひめ７７ 黒原1573920  菊照土井 谷　勘蔵

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70



雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

13748-2687-6 3 267 照也土井 81.7 丸福土井 香美町村岡区高津

CACAAA 去 25.08.20 やまふく 黒原1482182  第２安鶴土井 田中　博文

13748-3266-2 2 229 丸富土井 81.6 福広土井 香美町村岡区長瀬

BACBAA  原 去 25.09.27 まふみ 黒原1482192  菊照土井 谷渕　侑生

13748-2821-4 6 233 福芳土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 去 25.09.23 あみい 黒原1368821  谷福土井 小谷　和信

13748-2752-1 9 246 照忠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BABBAA 原 去 25.09.10 てるなお３ 黒　2110260  照長土井 中井　雄次

14451-7629-9 8 236 照忠土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BAACAA 原 去 25.09.20 おふくの８の３ 黒原1299731 改 谷福土井 野田　武夫

13748-2505-3 5 267 福芳土井 81.8 福広土井 美方郡新温泉町前

ABACCA 原 去 25.08.20 ながこ３ 黒原1404940  照長土井 中村　盛兆

13748-2527-5 4 288 丸富土井 84.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA  原 雌 25.07.30 ふじこ 黒原1444375  照長土井 植田　秀作

14451-7624-4 4 275 福芳土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA  原 雌 25.08.12 はなぎく 黒原1444363  照波土井 山本　智明

14451-7546-9 8 284 丸富土井 80.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

BACCCA 原 雌 25.08.03 てるひめ６ 黒原1299713  菊照土井 岸　厚子

13748-3623-3 1 285 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 雌 25.08.02 ふくこ２ 黒原1559147  照俊土井 中村　文吾

14451-7551-3 14 270 照忠土井 82.0 幸豊土井 同性複数産子 香美町小代区神場

CCCCCA 原 雌 25.08.17 ゆきとよ 黒原1126990 高 谷福土井 上治　秀正

13748-3573-1 2 297 福芳土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABACCA  原 雌 25.07.21 ６２ながふく２ 黒原1542176  照長土井 長瀬　五一

13748-3676-9 10 305 丸富土井 81.7 越照波 香美町村岡区熊波

BBCCCA 原 雌 25.07.13 たになみ 黒　2146398 改 菊照土井 井上　哲也

14122-0627-1 2 234 丸宮土井 79.6 菊西土井 宍粟市一宮町上岸田

ABAAAA  原 去 25.09.22 ふじみや１ 黒　2402108  北宮波 大封アグリ　一宮牧場
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14122-0626-4 3 238 芳山土井 79.4 丸福土井 宍粟市一宮町上岸田

BAACAA  原 去 25.09.18 まりも２ 黒　2369434  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

08603-4289-0 6 272 芳山土井 81.5 菊俊土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

AAACAA 原 雌 25.08.15 かみふく３ 黒　2269247  照長土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

14201-1817-7 7 240 千代藤土井 81.2 菊安土井 豊岡市但東町高竜寺

BACAAA 原 雌 25.09.16 きくこ 黒　2209089  安谷土井 小牧　成基

13748-3211-2 5 225 丸富土井 78.7 福芳土井 豊岡市但東町河本

AABCBA  原 雌 25.10.01 みやふく 黒　2294595  第２鶴雪土井 森井　正彦

13748-3166-5 10 236 福芳土井 81.7 谷美土井 豊岡市目坂

AAACBA 原 雌 25.09.20 みつる 黒原1239759 高育 照長土井 谷口　正夫

13748-3355-3 1 236 千代藤土井 81.4 福芳土井 豊岡市辻

AABBAA  原 去 25.09.20 みろ 黒原1576333  照長土井 猪師　英三良

14451-8163-7 2 263 芳山土井 80.4 丸富土井 豊岡市宮井

AAACAA  原 去 25.08.24 さちとら 黒原1542194  照長土井 綿田　正人

13841-0184-0 7 279 丸宮土井 82.4 福芳土井 養父市別宮

BBAAAA 原 去 25.08.08 ごいちよふく 黒原1331117  照朝土井 西谷　敏秀

14201-2004-0 1 280 千代藤土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町宮本

BACAAA  原 去 25.08.07 第２ももふく 黒原1542223  光照土井 寺尾　智也

13748-3486-4 4 285 芳悠土井 81.6 丸博土井 養父市養父市場

BBBCBA  原 去 25.08.02 めぐみ５ 黒原1449831 高 照長土井 吉村　英美

08599-5324-3 3 267 芳山土井 79.5 茂悠波 朝来市和田山町安井

AAACBA  原 去 25.08.20 かねしげひさ 黒　2374397  照道土井 県北部農業技術センタ

13708-1719-9 5 281 千代藤土井 80.8 福俊土井 佐用郡佐用町口長谷

BACAAA 原 雌 25.08.06 たから 黒　2309188  第２鶴雪土井 竹田　瞳

13779-1671-0 7 300 千代藤土井 81.2 福芳土井 乳頭癒着 佐用郡佐用町佐用

       　 雌 25.07.18 みきこ 黒　2207162  照長土井 その他 兵庫県立佐用高等学校

13708-1732-8 7 249 菊西土井 82.0 茂美波 佐用郡佐用町櫛田

AACBAB 　 去 25.09.07 さゆり１ 黒　2207165  照長土井 竹内　隆
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14105-6825-8 1 260 宮弘波 80.5 福芳土井 姫路市夢前町新庄

CCBCCA  原 雌 25.08.27 みつふくよし 黒　2423297  照長土井 西影　昌久

13477-3007-0 2 234 照也土井 77.5 福広土井 姫路市林田町山田

       　 去 25.09.22 きくちよ２ 黒　2413844  菊宮土井 上田　守

14451-7120-1 1 283 丸宮土井 80.0 照長土井 神崎郡神河町猪篠

CBBABA  原 雌 25.08.04 あじさい 黒　2423295  谷福土井 藤原　幸子

13779-1664-2 3 255 福芳土井 79.5 丸福土井 宍粟市山崎町葛根

BBACBA  原 雌 25.09.01 まさとまる 黒　2376705  菊井土井 吉岡　慎治

13427-3869-9 7 258 福芳土井 80.5 菊俊土井 多可町八千代区中野間

ABACBA  原 去 25.08.29 きくのり 黒　2196362  谷福土井 有田　覚

13756-0382-7 4 230 丸宮土井 80.0 福俊土井 小野市広渡町

BBAAAA  原 去 25.09.26 なつみ 黒　2299087  菊照土井 前田　勇雄

13756-0394-0 4 285 丸宮土井 80.8 福広土井 加西市別府町

BBBAAA 原 雌 25.08.02 ともえ 黒原1439280  光安土井 兵庫畜産技術センター

14108-1362-4 10 286 丸宮土井 81.6 照菊波 丹波市春日町棚原

BCBABB 原 雌 25.08.01 みどり２６ 黒原1255113  谷福土井 山本　智

14108-1399-0 8 259 芳山土井 81.3 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 25.08.28 ひかり 黒原1313555  照長土井 上田　真吾

14108-1394-5 1 264 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 25.08.23 ななまる 黒　2426322  福芳土井 上田　真吾

14108-1292-4 7 266 丸富土井 81.0 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AAACBA 原 雌 25.08.21 みつや 黒原1368966  北宮波 須原　芳夫

14108-1291-7 7 273 丸宮土井 81.5 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ACAABA 原 雌 25.08.14 おおたに 黒原1336565  菊照土井 須原　芳夫

14108-1364-8 10 279 菊俊土井 82.8 北本土井 丹波市春日町棚原

BACCBA 原 雌 25.08.08 みやこ 黒原1237334 高改 照長土井 山本　浩

14108-1430-0 5 235 福芳土井 80.7 照一土井 丹波市氷上町井中

ABBBCA 原 雌 25.09.21 つるまさ２ 黒　2294633  鶴山土井 中澤　一夫
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14108-1392-1 10 262 芳山土井 80.8 北宮波 丹波市柏原町柏原

AAACBA 原 雌 25.08.25 さおり 黒原1237322 改 照長土井 下山　一彦

14108-1401-0 9 250 福芳土井 82.4 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

ABACBA 原 雌 25.09.06 たばた 黒原1287193  鶴丸土井 田川　良一

13388-5926-1 5 261 千代藤土井 81.6 菊俊土井 篠山市曽地口

BACBAA 原 去 25.08.26 ゆりの１ 黒原1404945  谷福土井 清水　健司

13388-5916-2 5 246 照忠土井 78.0 福俊土井 篠山市乾新町

BABAAB  原 雌 25.09.10 こつる 黒　2301527  第２安鶴土井 小西　弘

13388-5906-3 14 244 芳悠土井 82.0 照長土井 篠山市今田町市原

BBCCCA 原 去 25.09.12 きよてる 黒原1007339  安谷土井 古家後　康夫

14451-7547-6 17 274 照忠土井 81.7 菊安土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAB 　 去 25.08.13 さゆり 黒原0971019  安美土井 中井　丈文

13748-2671-5 12 248 福芳土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町中辻

AAACBA 原 去 25.09.08 みゆき７の１２ 黒原1170095 高育改 安谷土井 高美　萬喜子

13748-2664-7 10 281 丸福土井 81.4 照波土井 美方郡新温泉町丹土

CACCAA 原 去 25.08.06 ふくひめ 黒原1209557  谷福土井 県立但馬牧場公園

14451-7528-5 1 261 芳山土井 81.1 照忠土井 美方郡新温泉町多子

AAABAA  原 去 25.08.26 ももこ 黒原1573923  菊茂土井 竹下　千江子

08412-4880-7 3 271 芳悠土井 80.0 福広土井 香美町小代区秋岡

ABBBBA  原 去 25.08.16 ふくひめ 黒原1482211  照長土井 今井　正人

14451-7589-6 8 230 芳山土井 80.7 照長土井 香美町村岡区境

AAACAA 原 去 25.09.26 ふるさと２ 黒原1331194 高育 菊俊土井 田中　一馬

13748-3606-6 4 290 丸富土井 80.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA 原 去 25.07.28 みつえ２ 黒原1444330  越照波 森脇　薫明

13748-2532-9 11 287 芳山土井 81.3 鶴山土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 25.07.31 みどり 黒原1206103  照長土井 森脇　薫明

14451-7598-8 3 259 丸富土井 81.1 福広土井 香美町村岡区宿

AACCAA  原 去 25.08.28 ひでなが２ 黒原1501788  照長土井 上田　伸也
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14451-7600-8 7 248 芳悠土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区宿

BCBBCA 原 去 25.09.08 ふくなみ２ 黒原1368904  谷福土井 上田　伸也

14201-1057-7 7 254 照忠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

BAAAAB 原 雌 25.09.02 ひめふく 黒原1331153  幸豊土井 西井　秀一

13748-3575-5 2 288 芳山土井 79.3 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 25.07.30 ６０もりつる４ 黒　2402086  第２安鶴土井 長瀬　五一

13748-3284-6 3 286 芳悠土井 80.5 丸福土井 香美町村岡区味取

BABBAA  原 雌 25.08.01 ひでふく９の７ 黒原1482186  谷福土井 西山　勝

13748-3285-3 10 272 芳山土井 81.8 照長土井 香美町村岡区味取

AAABAA 原 雌 25.08.15 みつふく２ 黒　2078760 高育 谷福土井 西山　勝

14451-7658-9 7 296 丸富土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町熊谷

BABBAA 原 雌 25.07.22 みゆき４ 黒原1271153  安幸土井 山本　賢一

14201-1034-8 2 293 丸富土井 79.3 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

AABCBA  原 雌 25.07.25 たつみ 黒　2402089  安美土井 坂本　隆子

13748-2654-8 6 286 丸富土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA  原 雌 25.08.01 いちふく 黒原1368857 高育 照長土井 村尾　千代美

14122-0616-5 12 282 丸宮土井 80.8 第２照久土井 宍粟市波賀町道谷

CCAAAA 　 去 25.08.05 もも 黒　2038101  第２安鶴土井 岸本　章弘

13435-6268-2 1 248 芳悠土井 80.0 鶴神土井 宍粟市一宮町東河内

BBBBBA  原 去 25.09.08 こいちよ 黒　2431379  照菊波 小池　一博

14201-2186-3 10 225 福芳土井 81.2 照長土井 養父市建屋

ABACBB 　 去 25.10.01 あさみ 黒原1221363  菊安土井 大封　健太

13841-0185-7 3 263 丸富土井 80.2 福広土井 養父市別宮

AABCAA  原 雌 25.08.24 さつき 黒原1489207  菊俊土井 西谷　敏秀

14201-2007-1 3 277 福芳土井 79.6 丸福土井 養父市大屋町宮本

BBACBA  原 雌 25.08.10 あかね１ 黒　2368133  谷福土井 寺尾　智也

13748-3483-3 5 327 福芳土井 80.2 菊波土井 養父市養父市場

AAACBA 原 雌 25.06.21 ひできく 黒原1419311  谷福土井 吉村　英美
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14201-1675-3 7 282 芳山土井 81.2 第１菊武土井 豊岡市但東町小谷

AAACAA 原 雌 25.08.05 てるこ 黒原1369010  第２照久土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

14201-1792-7 4 273 丸富土井 80.0 福芳土井 豊岡市引野

AABCBA  原 去 25.08.14 ひまわり 黒原1467506  菊照土井 竹村　清志

13748-3165-8 3 240 芳悠土井 81.7 丸福土井 豊岡市目坂

BBABAA  原 去 25.09.16 かりゆし２ 黒原1507993  菊安土井 谷口　正徳

14201-1938-9 7 275 丸富土井 81.4 福芳土井 養父市八鹿町高柳

AABCBA 原 去 25.08.12 ふくえ３の１ 黒原1331119  照菊波 但馬農高

08599-5318-2 2 279 菊西土井 80.1 宮弘波 朝来市和田山町安井

BBCBBA  原 去 25.08.08 いずみ 黒原1535105  照長土井 県北部農業技術センタ

08599-5319-9 2 278 芳山土井 80.3 鶴神土井 朝来市和田山町安井

       　 去 25.08.09 あつこ 黒原1535107  照菊波 県北部農業技術センタ

13708-1725-0 2 261 福芳土井 81.0 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

ABACBA  原 去 25.08.26 ゆきなが６ 黒　2402106  照長土井 矢内　忠司

14451-7124-9 4 278 芳悠土井 80.0 福広土井 佐用郡佐用町宇根

       　 去 25.08.09 ともえ 黒　2347329  福芳土井 妹尾　良恵

13708-1721-2 2 275 福芳土井 80.7 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

ABACCA  原 雌 25.08.12 あさきく 黒　2402101  福俊土井 吉田　朝雄

14451-7179-9 7 232 福芳土井 81.0 照長土井 宍粟市山崎町与位

ABACCA 原 去 25.09.24 ふみこ 黒原1336561  照菊波 中坪　みどり

13478-3365-8 6 268 福芳土井 79.7 鶴山土井 相生市矢野町真広

ACACCB 　 去 25.08.19 さかもと８４５５ 黒　2247585  菊原波 坂本　修一

14105-6824-1 2 277 芳悠土井 80.4 菊俊土井 姫路市夢前町新庄

AAACBA  原 去 25.08.10 まりな３ 黒　2396542  谷福土井 西影　昌久

11349-6140-3 3 267 千代藤土井 80.4 菊俊土井 川辺郡猪名川町紫合

AABCAA  原 雌 25.08.20 ちあき２ 黒　2380597  福芳土井 森田　和子

13506-2837-1 4 281 千代藤土井 79.5 菊俊土井 小野市河合西町

AABBBA  原 雌 25.08.06 たかよし２ 黒　2354000  福芳土井 堀井　光仁
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14108-1290-0 9 278 福芳土井 81.4 第１満金波 丹波市市島町下竹田

ACACCB 原 雌 25.08.09 なみよ 黒原1271206  照長土井 須原　芳夫

14108-1295-5 9 282 千代藤土井 82.3 照長土井 丹波市市島町下竹田

CACBBA 原 雌 25.08.05 みやとし 黒原1271199  菊照土井 須原　芳夫

14108-1400-3 7 268 丸宮土井 81.5 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA 原 雌 25.08.19 うえだ１２ 黒原1319551 改 菊安土井 上田　真吾

14108-1379-2 13 261 芳山土井 81.4 鶴丸土井 丹波市青垣町檜倉

AAACBA 原 雌 25.08.26 さちひめ５ 黒原1085304  奥谷 足立　尚之

14108-1366-2 1 281 芳悠土井 80.6 丸宮土井 丹波市市島町寺内

       　 雌 25.08.06 てるこ 黒原1579056  福芳土井 須原　喜一郎

13391-7122-5 3 290 丸宮土井 79.4 福広土井 丹波市市島町乙河内

BBAAAA  原 雌 25.07.28 みその 黒　2368097  菊俊土井 荻野　浩

14108-1393-8 3 264 丸富土井 80.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

AABBBA 原 雌 25.08.23 ふくなみ 黒原1467440  越照波 下山　一彦

14108-1272-6 9 291 丸富土井 81.4 菊俊土井 丹波市春日町黒井

CBCCCA 原 雌 25.07.27 ゆき 黒原1271226  照長土井 氷上高等学校

14451-7327-4 13 203 芳山土井 80.8 幸豊土井 丹波市山南町北和田

BAACAA 原 雌 25.10.23 たけこ 黒原1172226 菊照土井 田中　憲蔵

13388-5915-5 11 244 福芳土井 81.0 代幸土井 篠山市乾新町

ACABCC 　 雌 25.09.12 しろゆき 黒原1137878  照菊波 小西　弘

13388-5924-7 4 239 芳山土井 80.2 菊宮土井 篠山市郡家

AAACAA  原 去 25.09.17 みちる 黒　2347276  谷福土井 松浦　俊明

14348-6012-3 5 233 丸福土井 81.3 福芳土井 篠山市泉

CBBBAA 原 雌 25.09.23 およし 黒　2171631  菊俊土井 田村　忠巳

13748-3275-4 10 271 丸富土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区和池

BBCBBA 原 去 25.08.16 ひできく３ 黒原1271061 高育 菊照土井 西崎　武志

13748-2550-3 2 277 福芳土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区神坂

ABACCA  原 去 25.08.10 しめか 黒　2402079  福芳土井 伊沢　正一
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

13748-2571-8 5 264 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町村岡区萩山

BBABBA 原 去 25.08.23 ゆき 黒原1404851  第２安鶴土井 西村　忠一

13748-3681-3 3 234 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

ABACBA  原 去 25.09.22 ゆきひめ５の４ 黒原1482223  照長土井 井上　哲也

13748-2688-3 8 264 芳山土井 81.6 菊安土井 香美町村岡区高津

AAACAA 原 去 25.08.23 きくよ 黒原1271086  谷福土井 田中　博文

13748-2720-0 2 272 照忠土井 79.1 福芳土井 香美町香住区丹生地

AAACAA  原 去 25.08.15 きくひさ１ 黒　2391468  菊俊土井 今西　修輔

14201-1177-2 2 250 芳山土井 80.6 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 去 25.09.06 てるふく 黒原1542186  鶴山土井 中村　文吾

14451-7648-0 4 251 丸富土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BACBAA 原 去 25.09.05 つるひめ３ 黒原1464019  照長土井 竹下　与輔

14451-7626-8 10 241 菊毬土井 82.7 谷福土井 美方郡新温泉町塩山

       　 去 25.09.15 ふくてる 黒原1206173  照長土井 山本　智明

13748-2530-5 11 267 丸富土井 82.8 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AABCAA 原 去 25.08.20 きくよし 黒　2078779 高育 照長土井 植田　秀作

13748-2956-3 2 275 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA  原 雌 25.08.12 ふくつる 黒原1524475  第２照久土井 尾崎　朝子

13748-2698-2 7 260 照忠土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABAAA 原 雌 25.08.27 やすながふく 黒原1331265  照長土井 中井　太一郎

13748-2809-2 7 296 丸富土井 81.0 照波土井 美方郡新温泉町諸寄

BACBAA 原 雌 25.07.22 やすてるなみ 黒原1331300  第２安鶴土井 田中　充

14451-7587-2 3 232 芳悠土井 81.2 菊俊土井 香美町村岡区境

       　 雌 25.09.24 おまつ 黒原1501779  福芳土井 田中　一馬

13748-3577-9 8 282 芳山土井 81.8 鶴山土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 25.08.05 １８４おおふく３ 黒原1317190  照長土井 長瀬　五一

13748-2376-9 6 255 福芳土井 80.1 第２安鶴土井 香美町村岡区丸味

BCABBA 原 雌 25.09.01 てるひめ７の２ 黒原1368946  照長土井 対中　広芳

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182



雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14122-0625-7 8 246 芳山土井 80.6 第２安鶴土井 宍粟市一宮町上岸田

AAACAA 原 去 25.09.10 はなこ３ 黒原1313598  照菊波 大封アグリ　一宮牧場

14122-0624-0 3 254 丸宮土井 81.0 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

ABABBA  原 去 25.09.02 はなこ６ 黒原1489261  照菊波 大封アグリ　一宮牧場

13748-3258-7 14 290 福芳土井 81.5 菊照土井 豊岡市出石町坪口

ABACBA 原 雌 25.07.28 てるたか 黒原1045339 高育改 安幸土井 坂本　孝行

08603-4287-6 2 274 菊西土井 77.4 照俊土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

AABBBA  原 雌 25.08.13 ときふく２ 黒　2405267  谷福土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

14451-8175-0 11 272 丸富土井 82.0 谷美土井 豊岡市出石町暮坂

AACCBB 原 雌 25.08.15 もとこ 黒原1129032  安美土井 旗谷　仁志

14201-1940-2 3 261 照也土井 80.7 福芳土井 養父市八鹿町高柳

BABBAB  原 雌 25.08.26 すずふく 黒原1489189  鶴丸土井 但馬農高

14201-1839-9 7 240 福芳土井 80.7 第２安鶴土井 豊岡市但東町中藤

ABABBB 　 去 25.09.16 きくつる 黒　2221247  照波土井 百合　俊夫

14201-1793-4 4 262 千代藤土井 80.3 福広土井 豊岡市引野

BACBBA  原 去 25.08.25 きくこ 黒原1449799  第２安鶴土井 竹村　清志

14201-2008-8 3 276 菊郷土井 80.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

       原 去 25.08.11 しげふく 黒原1489225  菊安土井 寺尾　稔

14201-2304-1 4 282 丸宮土井 79.7 福広土井 朝来市神子畑

BBBAAA  原 去 25.08.05 かつふく 黒　2334682  鶴丸土井 仙賀　隆文

14201-2340-9 11 257 芳山土井 82.0 照菊波 朝来市山東町迫間

AAACBA 原 去 25.08.30 しずこ４ 黒原1209487  菊安土井 浦野　武由

14201-2276-1 4 239 照忠土井 81.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

CABAAA 去 25.09.17 としむすめ 黒原1467556  照長土井 宮田　靖仁

13708-1727-4 4 238 芳山土井 79.6 光照土井 佐用郡佐用町口金近

AAACAA 原 雌 25.09.18 おりひめ 黒　2299090  菊道土井 田辺　裕基

13708-1723-6 7 263 千代藤土井 82.0 照長土井 佐用郡佐用町林崎

CACBBA 原 雌 25.08.24 てるみ２ 黒　2084740  谷本土井 舟引　忠一
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

13708-1724-3 3 241 丸宮土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

BBAAAA  原 雌 25.09.15 とよた 黒　2388884  照長土井 吉田　朝雄

13478-3364-1 4 271 丸宮土井 80.1 照長土井 相生市矢野町真広

BBAAAA  原 去 25.08.16 さかもと３９９０ 黒　2354008  菊安土井 坂本　修一

14451-7115-7 5 290 丸富土井 80.0 光照土井 姫路市継

AACCCB 　 去 25.07.28 てるこ 黒　2323891  谷福土井 松浦　勝義

14451-7178-2 8 238 福広土井 81.5 照長土井 宍粟市山崎町与位

BBCCCA 原 去 25.09.18 つるこ 黒原1299689  第２鶴雪土井 中坪　みどり

13779-1663-5 3 257 丸富土井 81.0 福広土井 宍粟市山崎町葛根

BACBAA  原 去 25.08.30 ひろはな 黒　2347309  第２安鶴土井 吉岡　慎治

13427-3870-5 7 239 福芳土井 80.1 菊俊土井 多可町八千代区中野間

ABACBA 原 去 25.09.17 ふく 黒　2231009  谷福土井 有田　覚

13520-2027-2 3 263 芳山土井 80.8 丸福土井 神戸市北区淡河町神田

BAACAA  原 去 25.08.24 ふくまさ 黒　2380577  照長土井 奥下　均

14336-0445-2 4 272 丸宮土井 79.0 福俊土井 小野市長尾町

BBBAAA  原 去 25.08.15 おかてる 黒　2347331  照俊土井 岡田　秀子

13756-0380-3 3 236 丸富土井 80.6 菊俊土井 小野市広渡町

BACCBA  原 去 25.09.20 てるもり３の２ 黒　2369444  照長土井 前田　勇雄

14108-1383-9 3 255 丸宮土井 81.0 菊宮土井 丹波市青垣町東芦田

BAAAAA 原 去 25.09.01 みさと 黒原1419303  谷美土井 前田　貴雄

14108-1289-4 9 278 福芳土井 81.6 菊原波 丹波市市島町下竹田

ABABBB 　 去 25.08.09 とみなみ 黒原1247798  菊照土井 須原　芳夫

14108-1396-9 8 267 芳山土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 去 25.08.20 きくよし 黒原1310041  谷福土井 上田　真吾

14108-1385-3 10 248 丸宮土井 81.3 第２鶴雪土井 丹波市氷上町小谷

CBBAAA 原 去 25.09.08 ちずる 黒原1115431  菊安土井 細見　忠和

14108-1429-4 4 250 丸宮土井 80.8 福芳土井 丹波市氷上町井中

BBAAAA 原 去 25.09.06 みやよし 黒原1449560  照長土井 中澤　一夫
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雌： 112 雄： 去： 146 合計 258
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5月14日

血　　統 損　　徴

14108-1418-8 4 264 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBABBA 原 去 25.08.23 まつたに 黒原1459830  照俊土井 松浪　一志

13391-7124-9 2 279 照忠土井 78.1 福芳土井 丹波市市島町乙河内

AAABAA  原 去 25.08.08 あまね 黒　2368096  菊俊土井 荻野　浩

14108-1301-3 2 280 芳山土井 80.7 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

AAACAA  原 雌 25.08.07 ふじなみ４の１ 黒原1546253  鶴丸土井 足立　尚之

14108-1391-4 3 267 芳山土井 82.6 菊俊土井 丹波市柏原町柏原

AAACBA  原 雌 25.08.20 こいちよ３ 黒原1488942  照長土井 下山　一彦

13388-5923-0 6 232 丸宮土井 81.0 第１菊武土井 篠山市郡家

BABAAA 原 去 25.09.24 はなはな 黒　2269226  照長土井 松浦　俊明

13388-5927-8 6 201 芳悠土井 80.8 光安土井 篠山市曽地口

AAABAA 原 雌 25.10.25 ひずみ 黒　2229220  鶴丸土井 清水　健司

13388-5918-6 3 198 丸宮土井 80.4 福芳土井 篠山市黒田

BBAAAA  原 雌 25.10.28 きさら 黒　2360077  菊道土井 北山　清志

13748-2769-9 11 277 照忠土井 81.7 谷福土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAB 　 去 25.08.10 かねふく 黒原1170104  安幸土井 寺谷　進

13748-2668-5 8 287 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAB 　 去 25.07.31 ごいちよ 黒原1299726  第２照久土井 高美　治

14451-7545-2 3 276 照忠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

BABBAA  原 去 25.08.11 ちはる２ 黒原1482254  照長土井 倉田　慎也

14451-7645-9 9 307 照也土井 80.8 鶴山土井 香美町小代区神水

CBCAAA 　 去 25.07.11 おおみぞ 黒原1271126 高育 菊照土井 毛戸　誠

13748-3287-7 12 258 芳山土井 82.2 照長土井 香美町村岡区味取

AAACBA 原 去 25.08.29 てるみつ 黒原1126962  鶴光土井 西山　勝

13748-2553-4 2 269 芳山土井 80.0 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAACBA  原 去 25.08.18 ゆきとし 黒原1542169  幸豊土井 伊沢　正一

13748-3550-2 7 300 芳山土井 80.3 照波土井 香美町村岡区宿

AAACAA 原 去 25.07.18 ごいちよなみ 黒原1368960  谷福土井 上田　伸也
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13748-3554-0 3 279 照也土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区宿

CACBAB 去 25.08.08 はつきく 黒原1482174  照長土井 上田　伸也

13748-3277-8 3 237 芳悠土井 80.1 菊俊土井 香美町村岡区和池

ABABBA  原 去 25.09.19 てるひで４ 黒原1501761  福芳土井 西崎　武志

13748-3683-7 10 231 芳山土井 82.6 照長土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 雌 25.09.25 よしふく 黒原1271079 高育 谷福土井 井上　哲也

13748-3684-4 4 228 芳悠土井 82.3 福芳土井 香美町村岡区熊波

ABABBA 原 雌 25.09.28 よしふく３ 黒原1444304  谷福土井 井上　哲也

13748-2759-0 5 293 照忠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 25.07.25 ふくこ 黒原1404936  照長土井 森脇　薫明

14451-7552-0 13 270 照忠土井 82.0 幸豊土井 同性複数産子 香美町小代区神場

CCCCCA 原 雌 25.08.17 ゆきとよ 黒原1126990 高 谷福土井 上治　秀正

14451-7631-2 2 260 照忠土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町井土

BAABAA  原 雌 25.08.27 みやふく 黒原1542221  福芳土井 岸　厚子

13748-2665-4 7 275 丸富土井 79.4 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

BBCABA 原 雌 25.08.12 ふく７ 黒　2188824  菊照土井 県立但馬牧場公園

14451-7533-9 7 296 芳悠土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 雌 25.07.22 わかば 黒原1331267  谷福土井 村尾　賢一

13435-6267-5 15 250 千代藤土井 80.0 第２照久土井 宍粟市一宮町東河内

CBCBBA 　 去 25.09.06 あけみ 黒原1064099  第２安鶴土井 小池　一博

13748-3208-2 8 262 芳山土井 81.7 菊原波 豊岡市但東町河本

AAACBB 原 雌 25.08.25 もりたけ 黒原1271471  照菊波 森井　正彦

14201-2302-7 2 291 丸富土井 81.2 菊俊土井 朝来市神子畑

AABCBA  原 雌 25.07.27 第２とみぎく 黒原1542212  北宮波 仙賀　隆文

13748-3484-0 4 309 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市養父市場

ABAAAA 原 雌 25.07.09 しげふく 黒原1409454 改 茂美波 吉村　英美

14201-2185-6 6 259 芳悠土井 79.5 菊俊土井 養父市建屋

ABABBA 原 雌 25.08.28 こちよ 黒　2294608  安幸土井 大封　健太
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14201-2055-2 8 255 芳山土井 80.8 北宮波 養父市大屋町大屋市場

AAACBA 原 雌 25.09.01 やまはな 黒原1249390  第２安鶴土井 岩花　希

14451-8325-9 6 246 丸富土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町宮本

AACBBA 原 去 25.09.10 ちひろ 黒原1409477  鶴山土井 寺尾　稔

13841-0183-3 8 285 丸宮土井 82.8 照明土井 養父市別宮

BBAAAA 原 去 25.08.02 あきふく 黒原1299800 改 照長土井 西谷　敏秀

14201-2275-4 11 242 丸宮土井 81.1 照菊波 ＥＴ産子 朝来市和田山町野村

BCABBA 原 去 25.09.14 はる７ 黒原1209475 育 菊安土井 宮田　靖仁

14451-8531-4 3 258 照忠土井 81.0 福芳土井 朝来市和田山町野村

AAABAA  原 去 25.08.29 きくふく９ 黒原1489257  菊俊土井 宮田　貴身仁

08599-5327-4 5 263 宮奥城 80.2 谷石土井 朝来市和田山町安井

CACBAB 　 去 25.08.24 いずし 黒原1368974  谷福土井 県北部農業技術センタ

13708-1731-1 3 241 照忠土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BAAAAA 原 去 25.09.15 きくふく 黒　2338241  谷福土井 横坂共栄農場

13478-3358-0 11 298 丸富土井 82.1 菊井土井 相生市矢野町真広

AABAAA 原 去 25.07.20 よしたけ２ 黒原1129024  谷福土井 坂本　修一

11349-6135-9 16 325 照忠土井 81.4 谷福土井 神戸市産 姫路市白鳥台

BABBAA 原 雌 25.06.23 はるふく 黒原0970865  安谷土井 石原　寛大

13455-5360-2 7 276 芳山土井 83.3 菊俊土井 赤穂郡上郡町大持

AAACAA 原 去 25.08.11 きくさち 黒原1299922 高 谷福土井 上郡高校

13779-1665-9 4 248 丸富土井 80.6 福広土井 宍粟市山崎町葛根

BACCBA 原 去 25.09.08 たにつるこ 黒　2329936  菊道土井 吉岡　慎治

13404-6039-4 7 261 芳山土井 80.0 照菊波 たつの市御津町中島

AAACBA 原 去 25.08.26 のりこ２ 黒　2219681 菊茂土井 吉田　和子

13719-0660-1 3 285 丸宮土井 81.0 福芳土井 神崎郡市川町保喜

BCAAAA  原 雌 25.08.02 きくとよ 黒　2354006  幸豊土井 松岡　千津子

13748-2810-8 5 262 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
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13748-3576-2 5 282 照忠土井 81.3 第２安鶴土井 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

14451-7083-9 7 265 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

13748-3255-6 15 286 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

13748-3256-3 4 274 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 4 265 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

14201-1843-6 8 253 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
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