
雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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

13748-3220-4 2 251 芳山土井 80.3 鶴丸土井 豊岡市但東町河本

AAACAA  原 去 26.01.02 つるまつ 黒原1542203  谷福土井 森井　正彦

13748-3222-8 2 249 千代藤土井 81.3 菊西土井 豊岡市但東町河本

       　 去 26.01.04 きくみや 黒原1542202  北宮波 森井　正彦

14201-2347-8 3 280 芳悠土井 81.1 福広土井 朝来市和田山町土田

AAABAA 原 雌 25.12.04 はなこ５ 黒原1467543  鶴丸土井 川見　和秀

13748-3281-5 6 251 福芳土井 81.5 照長土井 香美町村岡区和池

ACBBCB 　 去 26.01.02 ともみ４ 黒原1347517  菊照土井 西崎　武志

14451-7913-9 3 252 福芳土井 80.3 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 去 26.01.01 たつみ３ 黒原1482276  谷福土井 村尾　賢一

14451-7363-2 2 237 芳悠土井 82.8 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

ABAABA  原 去 26.01.16 みやなお 黒原1559162  菊俊土井 足立　尚之

14336-0425-4 3 258 福芳土井 80.0 福広土井 小野市万勝寺町

ABACBA  原 去 25.12.26 みやしげ３０ 黒　2396523  照長土井 宮下　悦子

14336-0449-0 7 269 丸宮土井 80.3 照俊土井 小野市長尾町

ABABAA 原 去 25.12.15 みやいずみ５ 黒　2252627  菊井土井 岡田　秀子

14451-7390-8 3 234 芳悠土井 82.3 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

AAABAA  原 雌 26.01.19 ちひろ６ 黒原1508330  菊原波 細見　忠和

14451-7435-6 3 219 福芳土井 80.5 菊宮土井 丹波市山南町北和田

ABACBB  原 雌 26.02.03 よしみや 黒　2374407  代幸土井 田中　憲蔵

14108-1448-5 3 302 丸富土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

       　 雌 25.11.12 えびす 黒原1524543  福芳土井 大槻　良

14451-7293-2 2 300 福芳土井 81.4 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

ABACBA  原 雌 25.11.14 はなひめ 黒原1508331  照長土井 前田　貴雄

14451-7324-3 9 301 丸富土井 81.1 照長土井 丹波市山南町北和田

BACAAA 原 雌 25.11.13 ゆみ 黒　2110245  鶴山土井 松浪　一志

14451-7348-9 10 286 丸富土井 80.4 谷美土井 丹波市氷上町氷上

AABCBA 原 雌 25.11.28 まいこ３ 黒　2065580  照長土井 元田　松雄

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年9月10日

血　　統 損　　徴
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14348-6014-7 2 264 芳山土井 79.0 丸富土井 篠山市今田町市原

       　 去 25.12.20 みなみ 黒　2380527  宮照波 古家後　康夫

14451-7642-8 9 231 芳悠土井 82.1 鶴山土井 美方郡新温泉町海上

ABBAAA 原 去 26.01.22 つつじ 黒　2174554 高育改 照長土井 植田　秀作

14451-8008-1 3 262 芳悠土井 82.7 福広土井 美方郡新温泉町飯野

ABBBBA  原 去 25.12.22 あきひろ 黒原1444398  菊照土井 中井　勝

14451-7905-4 2 266 菊毬土井 81.1 丸福土井 美方郡新温泉町切畑

BAABAA  原 去 25.12.18 さかえまる 黒原1559118  福芳土井 倉田　広美

14451-7784-5 3 249 菊毬土井 80.4 福芳土井 美方郡新温泉町古市

AAABAB 　 去 26.01.04 つねなか 黒原1482287  照波土井 石原　寿

13748-3301-0 11 285 照忠土井 80.6 第２鶴雪土井 香美町村岡区味取

CBCAAA 　 去 25.11.29 いちふく２ 黒原1170021  照長土井 西山　康子

14451-7854-5 7 280 照忠土井 81.7 菊俊土井 香美町村岡区味取

CABAAA 　 去 25.12.04 きくみつ 黒　2078762  照長土井 西山　勝

13748-2680-7 8 265 芳山土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区川会

AAACAA 原 去 25.12.19 たにきそひめ３ 黒原1331182  谷福土井 谷　祥一

13748-3319-5 4 277 照忠土井 79.8 福広土井 香美町村岡区丸味

BABAAA  原 去 25.12.07 ３９みつひろ 黒　2347302  照長土井 長瀬　久美子

13748-3320-1 2 270 芳山土井 80.0 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 去 25.12.14 ６６つるもり２ 黒原1542179  第２安鶴土井 長瀬　五一

14451-7683-1 11 274 丸富土井 82.6 照長土井 香美町村岡区熊波

CACBAA 原 去 25.12.10 ふくよ７ 黒原1271080 高育 幸福土井 井上　哲也

14451-7684-8 1 272 芳悠土井 80.0 照一土井 香美町村岡区熊波

BABAAA  原 去 25.12.12 ふくつる５ 黒原1592054  照長土井 井上　哲也

14451-7685-5 3 268 芳山土井 81.5 菊俊土井 異性複数産子 香美町村岡区熊波

AAACAA  原 去 25.12.16 さちふく５ 黒原1542172  幸豊土井 井上　哲也

13748-2558-9 7 281 芳悠土井 81.4 照長土井 香美町村岡区神坂

BCABBA 原 雌 25.12.03 つるゆき 黒原1331142  安幸土井 伊沢　正一
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7904-7 12 267 福芳土井 82.4 照長土井 香美町村岡区丸味

BACBBB 原 雌 25.12.17 まつよ５ 黒原1206138 高 安谷土井 小林　操

14451-7782-1 6 275 菊毬土井 81.0 鶴山土井 香美町村岡区長瀬

BCBABC 　 雌 25.12.09 おじろ 黒原1368891  菊照土井 谷渕　侑生

14451-7833-0 13 274 福芳土井 81.8 菊安土井 香美町小代区神水

AAACCB 原 雌 25.12.10 さつき３ 黒原1127011  照長土井 藤原　敏和

14201-1181-9 3 252 芳悠土井 78.7 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 雌 26.01.01 にしき５の１ 黒　2391487  菊俊土井 中村　文吾

14451-7649-7 5 296 丸富土井 81.3 照俊土井 美方郡新温泉町多子

BACBBA 原 雌 25.11.18 たけこ 黒原1404916  菊照土井 竹下　与輔

13748-2958-7 2 327 照一土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA  原 雌 25.10.18 ふくかね 黒原1501797 越照波 尾崎　広貴

14341-6285-2 7 296 丸宮土井 81.7 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

CBBAAA 原 雌 25.11.18 はる 黒　2252585  安幸土井 小池　一博

14341-6286-9 5 287 照忠土井 82.1 鶴山土井 宍粟市一宮町東河内

CACAAA  原 雌 25.11.27 こはく 黒　2309171  照長土井 小池　一博

13748-3411-6 2 260 芳悠土井 80.7 照一土井 養父市森

ABBAAA  原 雌 25.12.24 まきてる 黒原1561883  鶴山土井 田村　正宏

13748-3454-3 4 269 芳悠土井 81.1 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

ABABBA  原 雌 25.12.15 ともぎく 黒原1489227  照長土井 上垣　勇吾

14451-8410-2 6 274 芳山土井 82.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

AAACAA  原 雌 25.12.10 とのふみ２ 黒原1409480  光照土井 高橋　大樹

14451-8408-9 5 278 丸富土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABCAA 原 雌 25.12.06 てるきち 黒原1409484  照長土井 高橋　大樹

14451-8170-5 3 305 芳山土井 81.0 丸宮土井 豊岡市宮井

AAACAA  原 雌 25.11.09 みやい 黒原1507991 改 北宮波 綿田　正人

14451-8586-4 3 291 丸宮土井 80.0 菊宮土井 朝来市神子畑

BAAAAA  原 去 25.11.23 きよみや 黒原1449858  谷福土井 仙賀　隆文
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14201-2191-7 10 302 福芳土井 80.8 菊伸土井 養父市建屋

ABACCC 　 去 25.11.12 もりなみ３ 黒原1271498  照菊波 大封　健太

14451-8332-7 3 248 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

BBBAAA  原 去 26.01.05 てるひめ３ 黒原1508013  照長土井 寺尾　稔

14451-8330-3 6 247 芳悠土井 80.5 鶴山土井 養父市大屋町宮本

BCAAAA 原 去 26.01.06 はなき 黒　2269221  安幸土井 寺尾　稔

13748-3488-8 4 247 芳山土井 81.5 照豊土井 養父市養父市場

AAACAA 原 去 26.01.06 おおてる 黒原1419312  谷福土井 吉村　英美

13748-3171-9 4 252 丸富土井 80.8 福広土井 豊岡市目坂

BBCCCA 原 去 26.01.01 ひめこ１ 黒原1449796 改 照俊土井 谷口　正徳

14201-1853-5 8 214 芳山土井 80.6 鶴山土井 豊岡市但東町中藤

AAACAA 原 去 26.02.08 なつこ 黒原1313582  菊照土井 百合　俊夫

14451-7156-0 3 294 丸富土井 81.3 菊俊土井 佐用郡佐用町平谷

AABCBA  原 去 25.11.20 たかてる１の４ 黒　2388882  福芳土井 安岡　林

14451-7147-8 3 279 福広土井 81.2 菊俊土井 佐用郡佐用町才金

ABBCCA  原 雌 25.12.05 みゆき４の２ 黒　2388886  福芳土井 谷口　寿美

14451-7200-0 5 258 照忠土井 82.2 福芳土井 宍粟市山崎町与位

AAABAA 原 雌 25.12.26 まさ 黒原1370038  鶴丸土井 中坪　みどり

13779-1668-0 4 279 照一土井 80.6 光菊波 宍粟市山崎町葛根

CBBAAA 原 雌 25.12.05 おじろ７７ 黒　2329937  照長土井 吉岡　慎治

14628-0469-4 6 248 福芳土井 80.5 幸豊土井 小野市広渡町

BCABCA 　 去 26.01.05 みつとよ 黒　2252621  谷福土井 前田　勇雄

13467-3302-7 1 247 照武土井 80.6 丸富土井 小野市昭和町

       原 去 26.01.06 ふなとみ 黒　2428233  福芳土井 藤本　幹泰

11806-4301-8 2 260 千代藤土井 80.8 菊俊土井 加古川市志方町横大路

AACCBA  原 去 25.12.24 おおみぞ５ 黒　2398396  福芳土井 松岡　功

14451-7362-5 6 243 丸富土井 83.0 福芳土井 丹波市青垣町檜倉

BBBBBA 原 去 26.01.10 ゆき 黒原1370041  安幸土井 足立　尚之

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56



雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7335-9 9 281 照忠土井 81.2 菊安土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAB 　 去 25.12.03 しずよ８ 黒原1237300  安幸土井 上田　真吾

14451-7360-1 10 246 丸宮土井 81.8 菊原波 丹波市氷上町小谷

AAAAAA 原 去 26.01.07 ちひろ 黒原1247790 高 照長土井 細見　忠和

14451-7386-1 3 250 丸宮土井 81.5 福芳土井 丹波市山南町北和田

       　 去 26.01.03 ぎんな 黒原1524529  菊俊土井 松浪　三千美

14451-7309-0 5 269 千代藤土井 82.0 照長土井 丹波市市島町下竹田

BACBAA 原 去 25.12.15 はつろう 黒原1419310  谷福土井 須原　芳夫

13748-2539-8 5 263 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAABBA 原 雌 25.12.21 ふじとし 黒原1444262 改 谷福土井 伊沢　栄一

14451-7888-0 5 275 丸富土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA 原 雌 25.12.09 まさてる４ 黒原1404861  照長土井 森脇　薫明

14451-7891-0 3 257 芳悠土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABACBA  原 雌 25.12.27 としえ 黒原1524401  福芳土井 森脇　薫明

14451-8026-5 1 250 芳山土井 81.0 照忠土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 26.01.03 みつくに 黒原1592074  福芳土井 森脇　雄一

14451-7831-6 2 290 芳山土井 81.2 菊西土井 香美町小代区神水

AAACAA  原 雌 25.11.24 にしおおみぞ 黒原1524434  谷福土井 毛戸　誠

14451-7829-3 3 281 丸富土井 81.0 照一土井 香美町小代区佐坊

BACBAA  原 雌 25.12.03 もといち 黒原1501791  第２安鶴土井 本上　純也

14451-7825-5 3 319 丸富土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町井土

AACBBA  原 雌 25.10.26 みつふく３ 黒原1501801  鶴山土井 岸　厚子

14451-7807-1 10 247 芳山土井 81.2 照長土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 26.01.06 ひでこ 黒原1237391 高 菊安土井 山本　郁夫

13748-2656-2 2 240 福芳土井 83.2 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

       　 雌 26.01.13 ますみや１ 黒原1559064  菊俊土井 村尾　和広

13748-2485-8 1 241 芳山土井 80.0 照一土井 美方郡新温泉町岸田

AAACAA  原 去 26.01.12 てるひさ 黒原1592129  照長土井 山村　かすみ
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

13748-2699-9 4 227 芳山土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 26.01.26 つるあきの１ 黒原1444359  福芳土井 山本　隆章

14451-8119-4 14 275 照忠土井 81.5 第２安鶴土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAA 　 去 25.12.09 あやみ 黒原1045119 高 安谷土井 中井　雄次

14451-8065-4 1 239 丸富土井 82.1 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

BACBAA  原 去 26.01.14 はつね 黒原1592136  福芳土井 大田　好雄

14451-7703-6 4 272 芳山土井 80.8 福広土井 香美町小代区秋岡

AAACAA 原 去 25.12.12 みつよしこ 黒原1482212 改 照長土井 今井　正人

13841-0618-0 7 269 福芳土井 81.2 菊俊土井 香美町村岡区境

ABACCA 原 去 25.12.15 きくしげ 黒原1331198  谷福土井 田中　一馬

13748-3321-8 7 266 芳山土井 80.2 照長土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 25.12.18 ２たかきく 黒原1350007  第２安鶴土井 長瀬　五一

14451-8056-2 8 232 芳山土井 81.4 照長土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 26.01.21 きくふく１１ 黒原1271110  菊照土井 対中　広芳

14451-7731-9 2 306 照也土井 80.1 丸福土井 香美町村岡区宿

       　 去 25.11.08 きたてる１ 黒原1559051  福芳土井 上田　伸也

14451-7749-4 3 269 芳山土井 80.4 照也土井 香美町村岡区宿

       　 去 25.12.15 ひろとみ１ 黒原1524366  福芳土井 上田　伸也

14451-7754-8 7 264 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区宿

BBABBA 原 去 25.12.20 としひめ 黒原1368910  照長土井 上田　伸也

14451-7641-1 1 235 芳山土井 80.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA  原 去 26.01.18 みよ３ 黒原1592119  福芳土井 植田　秀作

14451-7863-7 3 247 福芳土井 79.0 菊俊土井 香美町村岡区和池

ABACCA  原 去 26.01.06 あきほ７ 黒　2391451  照長土井 西崎　武志

13748-3230-3 6 221 丸宮土井 84.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA 原 去 26.02.01 もりとし 黒原1369001  谷福土井 森井　正彦

13841-0488-9 6 217 芳山土井 81.3 奥秀 豊岡市但東町河本

        去 26.02.05 おくなを 黒　2294601 谷石土井 森井　正彦
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-8675-5 5 246 照忠土井 82.0 福芳土井 養父市森

AAACAA 原 雌 26.01.07 めぐはる 黒原1449834  照俊土井 田村　正宏

14451-8587-1 10 273 丸富土井 80.4 北宮波 朝来市神子畑

AABCCA 原 雌 25.12.11 とみみや 黒原1249393 高 菊照土井 仙賀　隆文

14201-2201-3 4 241 丸富土井 81.6 福広土井 朝来市和田山町市場

       原 雌 26.01.12 ふくなが 黒原1467557 照長土井 佐藤　吉夫

14451-8533-8 3 283 芳悠土井 79.4 丸富土井 朝来市和田山町野村

BBBBBA  原 雌 25.12.01 まるみつふく９ 黒　2380543  菊照土井 宮田　貴身仁

14451-8539-0 9 254 芳山土井 82.4 照長土井 朝来市和田山町野村

AAACAA 原 去 25.12.30 きくみ８の１ 黒原1271467  谷福土井 宮田　貴身仁

12083-2504-9 3 233 千代藤土井 82.0 福芳土井 豊岡市清冷寺

AABCBA  原 去 26.01.20 まつよ 黒原1528503 改 照長土井 浅井　光澄

14201-1734-7 7 249 芳悠土井 80.8 光照土井 豊岡市中郷

AAABBA 原 去 26.01.04 ももふく 黒原1368984 高育 第２鶴雪土井 新田　義孝

13748-3459-8 12 248 芳山土井 81.4 光照土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAA 原 去 26.01.05 くらすけ 黒原1209505  谷美土井 上垣　勇吾

14201-2064-4 8 248 福芳土井 81.0 幸豊土井 養父市大屋町大屋市場

BCACCA 去 26.01.05 りつゆき 黒原1313594 改 鶴丸土井 岩花　玉男

14451-8423-2 15 259 芳山土井 81.0 谷福土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 去 25.12.25 ふみ 黒原1007518  菊照土井 高橋　本明

14451-8431-7 1 251 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA  原 去 26.01.02 ふく３ 黒原1587516  照明土井 高橋　大樹

14451-8433-1 2 250 丸宮土井 82.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA  原 去 26.01.03 のりよし 黒原1528559 改 照長土井 高橋　大樹

14451-7144-7 1 297 丸富土井 80.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AABCBA  原 去 25.11.17 こうふくよし３ 黒　2423288  照菊波 横坂共栄農場

14451-7155-3 3 260 福芳土井 82.4 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

ABACCB 去 25.12.24 みやとし 黒　2396531  鶴山土井 吉田　朝雄
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7186-7 7 274 芳山土井 80.0 菊俊土井 赤穂市木津

AAACBA  原 雌 25.12.10 れいこ 黒　2256510  鶴丸土井 溝田　泰司

14451-7183-6 2 290 千代藤土井 79.0 福芳土井 赤穂市木津

AABAAA  原 雌 25.11.24 しげこ２ 黒　2369455  第２安鶴土井 溝田　泰司

14451-7195-9 3 271 千代藤土井 80.3 丸福土井 宍粟市山崎町与位

CACAAA  原 雌 25.12.13 たにつる２ 黒　2376703  鶴山土井 中坪　みどり

13484-2030-7 3 274 丸富土井 81.1 菊西土井 神戸市北区淡河町神田

       　 雌 25.12.10 さちか１ 黒　2393953  福芳土井 奥下　均

13564-8419-3 10 285 丸宮土井 80.4 鶴味土井 兵庫県加西市剣坂町

CCCACB 　 去 25.11.29 もえ 黒　2103979  谷本土井 中村　弘直

14628-0537-0 3 281 照一土井 79.4 福芳土井 加西市大内町

BABAAA  原 去 25.12.03 かすみ 黒　2338245  菊俊土井 藤原　護

14451-7323-6 7 297 福芳土井 81.1 幸豊土井 丹波市山南町北和田

BCABBB 　 去 25.11.17 たにとよ 黒原1278300  照長土井 松浪　一志

14451-7434-9 5 240 丸宮土井 81.0 菊宮土井 丹波市山南町北和田

CBAAAA 　 去 26.01.13 ふうこ 黒原1409599  谷美土井 田中　憲蔵

14451-7312-0 3 296 丸富土井 81.7 福芳土井 丹波市柏原町石戸

AABCBA  原 去 25.11.18 みやいち 黒原1508325  菊俊土井 徳田　順彦

14451-7339-7 9 255 丸富土井 80.2 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

BACCBA 原 去 25.12.29 きくよしつる 黒原1300033  照岸土井 大槻　良

14451-7315-1 4 271 福芳土井 82.5 菊宮土井 丹波市青垣町檜倉

ABACBB 去 25.12.13 ふくみや 黒原1449571  谷福土井 足立　尚之

13388-5936-0 3 263 千代藤土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地口

BACBBA  原 雌 25.12.21 ふくぎく 黒　2396560  照長土井 清水　健司

14451-7695-4 3 277 茂広波 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

ACACCC 去 25.12.07 ふくちよ 黒　2363035  安千代土井 尾崎　栄太郎

14451-8003-6 7 269 菊毬土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABACBB 　 去 25.12.15 ふくはな 黒原1331288  照長土井 中井　のり子
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-8006-7 11 265 芳悠土井 81.2 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 25.12.19 あやみ 黒原1237414 高育 菊安土井 中井　豊枝

14201-1180-2 2 291 芳悠土井 79.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 去 25.11.23 きくにしき２ 黒　2413834  照長土井 中村　文吾

14451-7834-7 4 266 芳悠土井 82.5 菊俊土井 香美町小代区神水

ABABBA 原 去 25.12.18 さかえ５８１ 黒原1482202  福芳土井 藤原　吉子

14451-8108-8 8 222 芳山土井 85.0 福芳土井 香美町小代区東垣

AAACBA 原 去 26.01.31 たかてる 黒原1331222 高改 照長土井 中村　健治

14451-7893-4 7 251 芳山土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 26.01.02 ろくふく 黒原1331205  鶴丸土井 森脇　薫明

14451-7896-5 10 250 芳悠土井 81.8 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AABAAA 原 去 26.01.03 ふく６ 黒原1271105 高育改 菊照土井 森脇　薫明

14451-8027-2 1 247 丸富土井 80.7 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA  原 去 26.01.06 さくら２ 黒原1592077  菊俊土井 森脇　雄一

14451-8033-3 11 233 芳山土井 81.7 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 26.01.20 みゆき３ 黒原1237468 高 谷福土井 森脇　雄一

14451-7942-9 3 255 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

ABABBA  原 去 25.12.29 みわよ 黒原1524382  福芳土井 伊沢　正一

14451-7676-3 8 299 丸富土井 81.5 福芳土井 香美町村岡区熊波

BABAAA 原 雌 25.11.15 ふくみ２ 黒原1331179  安幸土井 井上　哲也

14451-7677-0 3 299 照忠土井 82.0 丸富土井 香美町村岡区熊波

BABAAA  原 雌 25.11.15 ふくまる 黒原1524410  福芳土井 井上　哲也

14451-7680-0 7 285 丸富土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AABCAA 原 雌 25.11.29 よしふくきく 黒原1331178 高育改 照長土井 井上　哲也

14451-7853-8 2 282 芳悠土井 78.0 丸福土井 香美町村岡区味取

       　 雌 25.12.02 やすひで７１１ 黒　2402082  福芳土井 西山　勝

14451-7856-9 7 274 丸富土井 81.5 照長土井 香美町村岡区味取

       　 雌 25.12.10 おおふく 黒原1331191  鶴丸土井 西山　勝
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7923-8 5 325 菊毬土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町熊谷

       原 雌 25.10.20 ひさたに１の１ 黒原1368823  照長土井 山本　賢一

14451-8113-2 12 233 芳悠土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町丹土

AAABAA 原 雌 26.01.20 きくみ２の３ 黒原1206168 高育改 菊照土井 西坂　嘉津美

14451-7878-1 12 265 芳山土井 81.6 鶴山土井 美方郡新温泉町塩山

AAAAAA 原 雌 25.12.19 みちふく 黒原1170099  菊安土井 野田　武夫

11427-0937-0 3 230 芳山土井 82.4 照一土井 宍粟市一宮町能倉

AAACAA  原 去 26.01.23 てるこ 黒　2388897  菊俊土井 森岡　信雄

14451-7098-3 3 301 芳山土井 80.3 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

       　 雌 25.11.13 ふくとし 黒　2347294  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

13748-3216-7 1 302 丸富土井 81.1 照長土井 豊岡市但東町河本

       　 雌 25.11.12 ふくなが 黒原1587510  福広土井 森井　正彦

14451-8169-9 1 304 照忠土井 80.8 丸宮土井 豊岡市宮井

       　 雌 25.11.10 のりたけ 黒原1587509  奥隼 綿田　謙

14451-8172-9 6 276 丸富土井 81.2 福広土井 豊岡市宮井

AABBAA 原 雌 25.12.08 まさ６の２２ 黒原1409415  菊安土井 綿田　謙

13748-3172-6 5 250 丸宮土井 81.8 菊俊土井 豊岡市目坂

ABACBA 原 雌 26.01.03 はるみ 黒原1449811  谷福土井 谷口　正徳

13722-4895-3 5 248 芳山土井 81.6 菊俊土井 養父市建屋

AAACAA  原 雌 26.01.05 ふくはな 黒原1449832  照長土井 野中　稔

14451-8327-3 1 260 菊郷土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町宮本

       原 雌 25.12.24 うたこ 黒原1587514  幸豊土井 寺尾　稔

14451-8588-8 7 268 丸富土井 81.7 菊俊土井 朝来市神子畑

AAACBA 原 去 25.12.16 とみぎく 黒原1331127 改 北宮波 仙賀　隆文

14451-8673-1 3 260 丸宮土井 81.3 福広土井 養父市森

BBBAAA  原 去 25.12.24 ふさひろ 黒原1517627  照長土井 田村　正宏

14451-8677-9 1 237 丸富土井 81.3 照忠土井 養父市森

       　 去 26.01.16 なつただ 黒原1594193  福芳土井 田村　正宏
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14201-2334-8 10 237 丸宮土井 81.6 谷福土井 朝来市和田山町岡

BCBABA 原 去 26.01.16 みずか 黒原1278310  菊照土井 森下　清司

14451-8628-1 6 246 丸富土井 81.0 福広土井 朝来市和田山町野村

BACBAA 原 去 26.01.07 ゆきふく２ 黒原1409491 谷福土井 宮田　靖仁

14451-8630-4 10 221 宮菊城 80.7 照明土井 朝来市和田山町野村

ACAABA 　 去 26.02.01 ふく４ 黒原1299828 安重土井 宮田　靖仁

14451-7162-1 9 249 丸宮土井 82.7 谷福土井 佐用郡佐用町口長谷

BCAABA 原 雌 26.01.04 きくよ 黒　2078072  菊照土井 竹田　瞳

14451-7146-1 7 287 芳山土井 81.8 照長土井 佐用郡佐用町佐用

AAACAA  原 去 25.11.27 まちてる 黒　2180452  谷福土井 盛崎　政寿美

13584-3373-1 4 257 照長土井 80.5 奥隼 相生市矢野町真広

CBBBBB 去 25.12.27 みつよし１２ 黒　2369452  谷福土井 坂本　修一

13708-1745-8 3 234 千代藤土井 80.8 照宮土井 宍粟市山崎町葛根

BACAAA  原 去 26.01.19 みどり 黒　2347306  谷美土井 吉岡　慎治

13672-3875-4 8 241 芳悠土井 79.0 菊俊土井 多可町八千代区中野間

AAABAA 原 去 26.01.12 としよ 黒　2196363  第２安鶴土井 有田　覚

14336-0450-6 1 257 芳山土井 80.3 丸宮土井 小野市長尾町

AAABAA  原 去 25.12.27 おかるい６ 黒　2423279  菊伸土井 岡田　勇治

14336-0427-8 1 247 丸宮土井 80.8 芳山土井 小野市万勝寺町

BAAAAA  原 去 26.01.06 みやみつ２の５ 黒　2432156  谷福土井 宮下　俊子

14451-7310-6 3 260 千代藤土井 80.5 照一土井 丹波市市島町下竹田

AACAAA  原 雌 25.12.24 たにとし 黒原1488936  福芳土井 須原　芳夫

14451-7361-8 7 265 芳山土井 80.7 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

AAACAA 原 雌 25.12.19 あきひめ 黒原1351939  谷福土井 細見　忠和

14451-7318-2 3 297 芳山土井 80.7 菊俊土井 丹波市青垣町大名草

AAACAA  原 雌 25.11.17 きくみつてる 黒原1508333 光照土井 田中　ふみよ

14451-7334-2 3 282 千代藤土井 83.6 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AACBBA  原 雌 25.12.02 ななてる 黒原1449550  照長土井 上田　真吾
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7333-5 5 283 照忠土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAA 原 雌 25.12.01 ふくえ１の２ 黒原1444392  福芳土井 上田　真吾

14348-5985-1 2 260 芳悠土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地奥

       　 雌 25.12.24 てるぎく 黒　2387670  福芳土井 岡本　栄一

14201-1058-4 7 253 芳悠土井 81.5 照長土井 香美町村岡区池ケ平

BBBAAA 原 去 25.12.31 ひでつる４ 黒原1331159  谷福土井 西井　秀一

14451-7990-0 4 252 芳悠土井 81.7 菊俊土井 香美町村岡区宿

       　 去 26.01.01 つねなが１ 黒原1482168  照長土井 上田　伸也

14451-7985-6 6 248 照忠土井 84.6 菊俊土井 香美町村岡区宿

BABBAA 原 去 26.01.05 ひろてる 黒原1404840  照長土井 上田　伸也

14451-8044-9 2 235 芳山土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 26.01.18 みつふく６の１ 黒　2413816  第２鶴雪土井 小林　操

14451-8094-4 5 237 福芳土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区川会

ABACCA  原 去 26.01.16 ときふく８ 黒原1404881  照長土井 谷　俊一

13841-0620-3 3 256 福芳土井 80.8 丸富土井 香美町村岡区境

AAACBA  原 去 25.12.28 ともこ 黒原1524427 改 照長土井 田中　一馬

14451-7706-7 6 253 芳山土井 80.7 照長土井 香美町小代区秋岡

AAACAA 原 去 25.12.31 みやふくてる 黒　2289511  福芳土井 今井　正人

12083-5286-1 4 236 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

ABABAA 原 去 26.01.17 てるもり３の３ 黒原1444387  福芳土井 田中　祥子

14451-7835-4 8 287 菊毬土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町井土

BABCBB 去 25.11.27 てるひめ５ 黒原1237374  谷福土井 岸　厚子

13748-2678-4 8 228 芳山土井 82.7 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 去 26.01.25 きくみや 黒原1299727 高 照長土井 安田　洋一

14451-8011-1 4 252 芳山土井 80.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 26.01.01 あきはる 黒原1482271  菊俊土井 中井　のり子

14451-7639-8 2 266 丸富土井 82.0 芳恒土井 美方郡新温泉町海上

CACBBA  原 雌 25.12.18 つつじ２ 黒原1524471  鶴山土井 植田　秀作

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168



雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7906-1 1 250 菊毬土井 81.2 照忠土井 美方郡新温泉町切畑

AAAAAA  原 雌 26.01.03 つるひめ３ 黒原1592101  福芳土井 倉田　慎也

14201-1184-0 1 238 菊毬土井 83.1 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA  原 雌 26.01.15 ふくはる３ 黒原1592131  第２照久土井 中村　文吾

14451-7830-9 6 277 照也土井 81.5 福芳土井 香美町小代区佐坊

AABBAB 原 雌 25.12.07 つるよし 黒原1331223  照長土井 本上　純也

14451-7949-8 9 267 丸富土井 82.0 照長土井 香美町小代区神場

CBCCCA 原 雌 25.12.17 はつみ 黒原1271115  谷福土井 上治　秀正

14451-7686-2 2 268 芳山土井 81.5 菊俊土井 異性複数産子 香美町村岡区熊波

       　 雌 25.12.16 さちふく５ 黒原1542172  幸豊土井 その他 井上　哲也

14451-7687-9 3 264 丸富土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区熊波

AABCBA  原 雌 25.12.20 おふく１の２ 黒原1501769  菊俊土井 井上　哲也

14451-7690-9 5 259 芳悠土井 82.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

ABABBA 原 雌 25.12.25 ふくつる３ 黒原1444306  照長土井 井上　哲也

14341-6287-6 3 284 千代藤土井 80.4 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

       　 去 25.11.30 みちよし 黒　2388898  照長土井 小池　一博

14341-6290-6 9 280 千代藤土井 80.5 第１満金波 宍粟市一宮町東河内

CACABB 　 去 25.12.04 みつもり 黒　2132188  奥秀 小池　一博

13841-0682-1 5 241 芳悠土井 81.1 光照土井 豊岡市辻

ABABBA 原 雌 26.01.12 ちひろ 黒原1449809  谷福土井 猪師　英三良

13748-3458-1 5 254 丸宮土井 81.8 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

ABAAAA 原 雌 25.12.30 まんげつふく 黒原1423415 改 照長土井 上垣　勇吾

14201-2061-3 3 264 丸宮土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BCAABA  原 雌 25.12.20 はなよし 黒原1489222  照長土井 岩花　玉男

14451-8404-1 13 276 芳山土井 82.8 照長土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 雌 25.12.08 てるふく３の３ 黒原1085160 高育 第２安鶴土井 高橋　副武

14451-8412-6 4 270 丸富土井 81.5 福俊土井 養父市大屋町若杉

AACBAA 原 雌 25.12.14 ゆりこ 黒原1409481  照長土井 高橋　副武
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-8425-6 9 257 丸宮土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 25.12.27 よしなが 黒原1271517  谷美土井 高橋　大樹

13362-8639-7 4 264 福芳土井 79.3 菊宮土井 養父市八鹿町大江

        去 25.12.20 つるみや 黒　2334677 鶴丸土井 田村　光

13748-3410-9 1 282 照忠土井 80.4 芳山土井 養父市森

BAAAAA  原 去 25.12.02 ゆきやま 黒原1587513  鶴山土井 田村　正宏

13362-8635-9 15 259 丸宮土井 80.7 照長土井 養父市佐近山

CBBBAA 原 去 25.12.25 しかてる 黒原1045285 改 安谷土井 田村　繁子

13748-3221-1 12 249 丸宮土井 82.7 照長土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA 原 去 26.01.04 ほのか 黒原1209481 高育改 安幸土井 森井　正彦

14201-1846-7 7 202 福芳土井 80.0 豊菊波 豊岡市但東町中藤

BBACBB 　 去 26.02.20 とよひろ 黒　2219709  照長土井 百合　俊夫

14451-7149-2 8 275 千代藤土井 81.7 照長土井 佐用郡佐用町豊福

BACAAA 原 雌 25.12.09 まゆこ 黒　2188832  安幸土井 松本　義和

14451-7154-6 1 286 照忠土井 80.1 照一土井 佐用郡佐用町平谷

       　 去 25.11.28 よしいちやす 黒　2423291  福芳土井 安岡　林

14451-7201-7 8 224 丸宮土井 81.8 菊俊土井 宍粟市山崎町与位

CBAAAA 原 去 26.01.29 みちぎく 黒　2188889  照長土井 中坪　みどり

13478-3369-6 3 285 丸富土井 79.5 福広土井 相生市矢野町真広

AACCBA  原 去 25.11.29 さかよ３の１０ 黒　2369461  照長土井 坂本　修一

13564-8418-6 11 304 丸宮土井 82.1 菊原波 兵庫県加西市剣坂町

CCBAAA 原 雌 25.11.10 ふくなみ 黒原1209473  安幸土井 中村　弘直

13015-3623-6 3 343 照長土井 80.2 福広土井 小野市河合西町

CACBBA  原 雌 25.10.02 めふくみつ２ 黒　2353999  菊照土井 堀井　光仁

14451-7316-8 2 284 千代藤土井 82.3 菊西土井 丹波市青垣町檜倉

AACBAA  原 去 25.11.30 みつるの１ 黒原1542197  谷美土井 足立　尚之

14451-7387-8 4 251 丸富土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

AABCBA  原 去 26.01.02 こうふくとし２ 黒原1488924  福芳土井 松浪　三千美
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7321-2 9 284 福芳土井 81.5 鶴山土井 丹波市氷上町横田

ACABCB 原 雌 25.11.30 よしやま 黒原1209445  安谷土井 足立　和人

14451-7307-6 4 269 福芳土井 82.0 福広土井 丹波市春日町松森

ACACCB 原 雌 25.12.15 ふくひろ 黒原1409630  第２安鶴土井 秋末　一男

14451-7308-3 8 274 福芳土井 81.2 北本土井 丹波市春日町野上野

ACACCC 　 去 25.12.10 しょうこ 黒　2110251  安幸土井 山本　昇治

14348-6017-8 7 250 福芳土井 80.8 豊菊波 篠山市倉本

BCBCCC 　 雌 26.01.03 ひなた 黒　2207153  谷美土井 宇杉　弘

14451-7910-8 10 272 福芳土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町霧滝

ABABBA 原 去 25.12.12 しげまさ 黒原1206185  菊安土井 田村　晴雄

14451-7693-0 3 296 福芳土井 81.5 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA  原 去 25.11.18 ふくこ 黒原1501798  照長土井 尾崎　栄太郎

14451-7694-7 1 291 菊毬土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 25.11.23 きみふく 黒原1592125  第２照久土井 尾崎　栄太郎

14451-7651-0 10 251 芳山土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町多子

BAABAA 原 去 26.01.02 ふくひめ６ 黒原1271155 改 茂金波 竹下　与輔

14451-8066-1 7 238 芳山土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACBA 原 去 26.01.15 はるか 黒原1368871  照長土井 大田　好雄

13748-3271-6 13 307 福芳土井 82.0 第２鶴雪土井 香美町村岡区長瀬

ACABCC 　 去 25.11.07 たてふく 黒原1126995  安幸土井 谷渕　侑生

13748-3322-5 2 261 芳山土井 81.0 照一土井 香美町村岡区丸味

       　 去 25.12.23 ６７てるとみ 黒原1542180  丸富土井 長瀬　五一

13748-3328-7 1 243 芳山土井 80.0 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 26.01.10 ７５みつやま 黒原1574001  照一土井 長瀬　久美子

14451-7757-9 4 264 丸富土井 80.2 福広土井 香美町村岡区宿

AACCBA  原 去 25.12.20 さちとみ２の４ 黒原1482155  照長土井 上田　伸也

14451-7760-9 6 261 芳悠土井 81.5 菊俊土井 香美町村岡区宿

BBABBA 原 去 25.12.23 みつとし 黒原1404845  第２安鶴土井 上田　伸也
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7761-6 5 259 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区宿

ABAAAA 原 去 25.12.25 ふくつるひめ 黒原1444258  鶴山土井 上田　伸也

13748-3278-5 6 299 芳山土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区和池

AAACAA 原 雌 25.11.15 ゆきとら６ 黒原1404848  谷福土井 西崎　武志

14451-7900-9 10 241 福芳土井 82.0 照長土井 香美町村岡区丸味

ACACCA 原 雌 26.01.12 たかつる３ 黒原1271106 高 菊照土井 森脇　雄一

14451-8025-8 5 241 芳悠土井 81.4 福広土井 香美町村岡区丸味

ABBABA  原 雌 26.01.12 みぞふく５ 黒原1444338  照長土井 森脇　雄一

14451-8029-6 13 235 福芳土井 81.8 照長土井 香美町村岡区丸味

ABACBA 原 雌 26.01.18 ふじひめ６ 黒原1170027  第２安鶴土井 森脇　雄一

13748-3297-6 4 303 照忠土井 80.0 福広土井 香美町村岡区味取

BACBAA  原 雌 25.11.11 てるよし 黒原1444291  茂美波 西山　勝

14451-7783-8 4 261 芳悠土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町古市

BBABBA 原 雌 25.12.23 としゆき 黒　2329949  第２安鶴土井 石原　美恵子

14451-7836-1 13 283 芳山土井 81.2 照長土井 美方郡新温泉町井土

CABCAA 原 雌 25.12.01 てるふく 黒原1127039  菊照土井 岸　俊之

13722-3769-8 8 251 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA 原 雌 26.01.02 ひさとし 黒　2209110  福芳土井 山本　美香恵

14341-6296-8 17 247 福芳土井 80.8 第２安鶴土井 宍粟市一宮町東河内

CCBBCC 　 去 26.01.06 みやつる 黒原0970856 高 菊照土井 小池　一博

14201-2282-2 4 301 丸宮土井 80.6 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BBAAAA  原 雌 25.11.13 かみふくとし 黒原1467555  福広土井 宮田　靖仁

14451-8623-6 6 295 丸富土井 81.4 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BACBBA 原 雌 25.11.19 きくふくとし 黒原1384180  福芳土井 宮田　靖仁

14451-8585-7 6 301 丸宮土井 81.0 菊宮土井 朝来市神子畑

CCAAAA 原 雌 25.11.13 たにみや 黒原1409488  改 幸豊土井 仙賀　隆文

14201-1733-0 4 280 芳悠土井 80.3 宮弘波 豊岡市中郷

ABACBA 原 雌 25.12.04 るな 黒原1489155 改 谷石土井 新田　義孝
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

11349-5679-9 4 268 丸富土井 79.4 幸豊土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

BBBCBA  原 雌 25.12.16 ゆきふくよし 黒　2269242  福芳土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

14201-2062-0 2 261 芳悠土井 78.1 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

       　 去 25.12.23 ふくみや 黒　2402127  菊俊土井 岩花　希

14451-8328-0 9 256 丸宮土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町宮本

CCAAAA 原 去 25.12.28 みつざき２ 黒　2174566  鶴山土井 寺尾　稔

13748-3457-4 4 264 丸宮土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 25.12.20 みなぎく 黒原1467540  照長土井 上垣　勇吾

14201-2194-8 5 273 福芳土井 80.2 北奥照 養父市建屋

ACACCC 　 去 25.12.11 おくさち 黒　2309206 改 第２安鶴土井 大封　香代子

14451-8407-2 1 280 千代藤土井 80.0 芳寛土井 養父市大屋町若杉

AAACAA  原 去 25.12.04 ひろし 黒原1576344  谷福土井 高橋　副武

14451-8409-6 3 273 丸富土井 81.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

AAACBA  原 去 25.12.11 のみち 黒原1489246  菊道土井 高橋　副武

14451-8435-5 6 256 丸富土井 81.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABCBA 原 去 25.12.28 かざま 黒原1299817  照長土井 高橋　副武

14451-7157-7 5 254 千代藤土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

AABBBA  原 去 25.12.30 つるひめ 黒　2338246  照長土井 吉田　朝雄

14451-7145-4 9 281 芳悠土井 80.4 福菊土井 佐用郡佐用町横坂

BBCABA 原 去 25.12.03 ながふく 黒原1237429  照長土井 横坂共栄農場

14451-7140-9 6 300 千代藤土井 81.4 菊俊土井 佐用郡佐用町金屋

BACBAA  原 去 25.11.14 にしふく 黒　2242579  照長土井 大西　功

14451-7184-3 5 285 丸富土井 80.0 福広土井 赤穂市木津

BACBBA  原 雌 25.11.29 つるひめ 黒　2309211  第２安鶴土井 溝田　泰司

14451-7182-9 2 291 丸宮土井 79.5 福広土井 赤穂市木津

CBBAAA  原 去 25.11.23 ふくひで２ 黒　2347339  菊照土井 溝田　泰司

14628-0468-7 1 308 千代藤土井 80.0 福芳土井 小野市広渡町

AABBAA  原 雌 25.11.06 ただふく２の２ 黒　2428230  光照土井 前田　勇雄
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14336-0448-3 1 274 千代藤土井 80.0 丸宮土井 小野市長尾町

BACAAA  原 雌 25.12.10 おかさかえ５ 黒　2423278  福俊土井 岡田　勇治

14451-7306-9 6 286 千代藤土井 81.0 照長土井 丹波市市島町下竹田

CACBAA 原 雌 25.11.28 ながみ 黒原1391336  菊道土井 須原　芳夫

14451-7313-7 3 276 福芳土井 81.6 福広土井 丹波市柏原町石戸

ABACCA  原 雌 25.12.08 みつかね３ 黒　2380703  菊俊土井 徳田　順彦

14451-7336-6 1 260 丸富土井 81.8 芳山土井 丹波市春日町上三井庄

BABCAA  原 去 25.12.24 たもり２ 黒原1592304  菊俊土井 山内　治郎

14451-7359-5 2 261 丸富土井 80.8 福芳土井 丹波市氷上町井中

       　 去 25.12.23 ほたる 黒原1536342  菊俊土井 中澤　一夫

14451-7405-9 11 223 宮菊城 82.2 第２鶴雪土井 丹波市春日町棚原

        去 26.01.30 ちえゆき 黒原1170182 高改 谷福土井 山本　浩

14348-5984-4 5 247 福芳土井 81.4 光照土井 篠山市曽地奥

ACACCB 　 去 26.01.06 ひよこ 黒　2242576  安幸土井 岡本　栄一

13748-2540-4 7 253 芳悠土井 82.0 照長土井 香美町村岡区神坂

CCCABA 原 去 25.12.31 こゆき 黒原1331144  菊照土井 伊沢　栄一

14451-7688-6 1 264 芳悠土井 81.2 照一土井 香美町村岡区熊波

ABAAAA  原 去 25.12.20 ふくゆき１ 黒原1592057  幸豊土井 井上　哲也

14451-7689-3 15 263 福芳土井 82.2 照長土井 香美町村岡区熊波

ACACCA 　 去 25.12.21 みやてる 黒原1085145  安谷土井 井上　哲也

14451-7692-3 9 241 福芳土井 82.2 鶴山土井 香美町村岡区熊波

ACACCA 　 去 26.01.12 おふく 黒原1299653 高育改 谷福土井 井上　哲也

12176-2025-8 9 241 芳山土井 81.6 照長土井 香美町村岡区味取

       原 去 26.01.12 やすみ 黒原1299657 高育 谷福土井 阿瀬　稔

13841-0619-7 5 252 福芳土井 80.0 菊俊土井 香美町村岡区境

ACACCB 　 去 26.01.01 さち 黒原1444276  照長土井 田中　一馬

13748-2421-6 4 286 芳山土井 81.7 菊俊土井 香美町小代区秋岡

AAACAA  原 去 25.11.28 やえうめ 黒原1482210  谷福土井 今井　正人
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

14451-7839-2 7 309 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町熊谷

BBCABA 原 去 25.11.05 ふくなみ１ 黒原1331243  谷福土井 山本　賢一

14451-8120-0 4 272 照忠土井 81.3 福広土井 美方郡新温泉町丹土

BACBBA 原 去 25.12.12 いちふく８の２ 黒原1404917  照長土井 中井　亮太

14451-7879-8 10 232 芳山土井 82.3 照長土井 美方郡新温泉町塩山

BAACAA 原 去 26.01.21 うめか 黒原1271173 改 第２安鶴土井 野田　道江

14451-7698-5 12 247 照長土井 80.6 安美土井 ＥＴ産子 美方郡新温泉町海上

CCCBCC 　 去 26.01.06 たかひめ３ 黒原0649724  茂金波 尾崎　栄太郎

14451-7914-6 9 251 福芳土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町飯野

ACACCB 原 雌 26.01.02 さとみ 黒原1299734  鶴山土井 村尾　賢一

14451-7952-8 12 256 芳山土井 81.7 谷福土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 25.12.28 まりな 黒原1170097 高育 菊安土井 山本　隆夫

14451-7838-5 9 252 福芳土井 82.0 菊安土井 美方郡新温泉町熊谷

ACACCC 　 雌 26.01.01 ふくひめ２ 黒　2146409  安谷土井 左右田　哲夫

14451-7935-1 4 263 芳山土井 82.0 福広土井 香美町小代区神水

AAACAA  原 雌 25.12.21 ゆうき 黒原1482201  照長土井 藤原　敏和

14451-8074-6 7 264 丸富土井 81.5 福芳土井 香美町香住区丹生地

BBCBBA 原 雌 25.12.20 ゆりひめ３ 黒原1368940  照長土井 淀　貴至

14451-7924-5 12 260 芳山土井 81.3 照長土井 香美町村岡区川会

AAACAA 原 雌 25.12.24 たにきそひめ６ 黒原1206135 高育 谷福土井 谷　俊一

13748-2378-3 3 249 福芳土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 26.01.04 ふくてるひめ１ 黒　2391456  照広土井 対中　広芳

14451-7944-3 6 258 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町村岡区神坂

BAAAAA 原 雌 25.12.26 つるよし 黒原1404852  照長土井 伊沢　正一

14341-6294-4 2 251 千代藤土井 80.8 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

AABCBA  原 去 26.01.02 こふく 黒　2362269  菊道土井 小池　一博

14201-2192-4 7 298 芳山土井 79.7 菊安土井 養父市建屋

AAACAB  原 雌 25.11.16 やすもり 黒　2209091  照菊波 大封　健太
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

12083-2260-4 10 238 福芳土井 82.0 照長土井 豊岡市清冷寺

ACBCCB 原 雌 26.01.15 しげな 黒　2146479 改 安幸土井 浅井　一二

13748-3356-0 8 294 千代藤土井 81.4 菊伸土井 豊岡市城崎町飯谷

BABAAA 原 雌 25.11.20 のぶひめ 黒原1271488 高育改 照長土井 北村　幸弘

14201-1683-8 5 286 丸宮土井 81.0 照美土井 豊岡市但東町小谷

CBBAAA 原 雌 25.11.28 てるひで２ 黒原1409441  福芳土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

14451-8674-8 8 259 芳山土井 81.0 照俊土井 養父市森

AAACAA 原 雌 25.12.25 めぐこ 黒原1331085  菊道土井 田村　正宏

14451-8678-6 6 234 芳悠土井 81.5 菊俊土井 養父市森

ABABBA 原 去 26.01.19 えりとし 黒原1384181 改 谷美土井 田村　正宏

13748-3225-9 11 243 千代藤土井 83.0 谷美土井 豊岡市但東町河本

BACAAA 原 去 26.01.10 もりやす 黒原1188987 改 奥秀 森井　正彦

13722-4896-0 12 240 丸富土井 82.0 幸豊土井 養父市建屋

CBCBBA 　 去 26.01.13 とよこ 黒原1209522  菊安土井 野中　稔

13748-3357-7 5 251 丸宮土井 80.8 菊俊土井 豊岡市日高町知見

CBBBAA 原 去 26.01.02 つるこ 黒原1449794 高育 照長土井 青山　喜春

13841-0683-8 8 241 福芳土井 81.1 照長土井 豊岡市辻

ABACCA 原 去 26.01.12 ひろみ 黒原1313583 育改 谷福土井 猪師　英三良

14201-2239-6 5 227 丸宮土井 81.2 福広土井 朝来市山東町大月

BBBAAA  原 去 26.01.26 かみふく２ 黒原1409497  照長土井 浅野　登

14451-8538-3 8 266 芳悠土井 82.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

AAABAA 原 去 25.12.18 ふくよ７ 黒原1347511  第２安鶴土井 宮田　貴身仁

14451-7142-3 7 292 丸宮土井 83.6 鶴山土井 佐用郡佐用町櫛田

BCBABA 原 雌 25.11.22 れい 黒原1300042  菊俊土井 竹内　隆

14451-7161-4 8 244 福広土井 81.8 茂美波 佐用郡佐用町口長谷

BBCBCC 　 去 26.01.09 みやふく 黒　2207164  照長土井 竹田　瞳

14451-7198-0 3 272 福芳土井 80.2 菊俊土井 神崎郡神河町猪篠

       　 去 25.12.12 あすか３ 黒　2388905  照菊波 藤原　孝作
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雌： 130 雄： 去： 200 合計 330
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9月10日

血　　統 損　　徴

13584-3374-8 2 257 丸富土井 80.4 菊西土井 相生市矢野町真広

AABBAA  原 去 25.12.27 たかふく６ 黒　2413847  福芳土井 坂本　修一

11548-7113-3 4 256 照一土井 80.4 菊俊土井 三田市東山

BABBAA  原 去 25.12.28 たかきくひめ 黒　2347321  谷福土井 岡本　鷹司

13467-3301-0 5 284 丸宮土井 81.0 福芳土井 小野市昭和町

BBBAAA 原 去 25.11.30 ふなてる 黒　2256508  鶴山土井 藤本　幹泰

14451-7385-4 6 252 福芳土井 83.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

AAACBA  原 去 26.01.01 ぎんほ 黒原1409604 高 谷美土井 松浪　三千美

14451-7322-9 5 281 丸富土井 81.2 福芳土井 丹波市氷上町油利

AABBAA 原 去 25.12.03 ちひろ４ 黒原1429651  菊原波 山本　定夫

14451-7376-2 4 257 丸富土井 81.6 福芳土井 丹波市氷上町横田

       　 去 25.12.27 みやこ 黒原1449562  照菊波 足立　和人

14451-7365-6 2 250 丸富土井 81.4 福芳土井 丹波市市島町寺内

AABCBA  原 去 26.01.03 ふくよ 黒　2391505  菊俊土井 須原　喜一郎

13656-7138-6 1 245 芳悠土井 79.6 丸宮土井 丹波市市島町乙河内

       　 去 26.01.08 みぞえ３の２ 黒　2433973  福芳土井 荻野　浩

14451-7314-4 11 281 福芳土井 80.8 北宮波 丹波市柏原町柏原

ACACCA 　 去 25.12.03 あきえ 黒　2103980  菊照土井 下山　一彦

13388-5935-3 13 260 千代藤土井 81.0 谷福土井 篠山市曽地口

AACBBA 原 去 25.12.24 ひさと 黒原1137879  安美土井 清水　健司

14451-8014-2 3 246 芳悠土井 84.6 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA  原 去 26.01.07 ますよし 黒原1524466  照長土井 中井　のり子

14451-8015-9 4 246 芳山土井 83.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 去 26.01.07 ゆきひめ７ 黒原1482266  菊俊土井 中井　のり子

14451-7804-0 7 250 芳山土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 26.01.03 としふく２ 黒原1331260  福芳土井 山本　玉枝

12083-2828-6 3 242 芳山土井 80.3 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 去 26.01.11 さちこ 黒原1524484  照長土井 中村　文吾
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14201-1183-3 1 238 菊毬土井 82.4 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 去 26.01.15 まさよし 黒原1592133  照長土井 中村　文吾

14451-7950-4 2 255 丸富土井 81.7 菊西土井 香美町小代区神場

BACBBA  原 去 25.12.29 ゆうな 黒原1559094  幸豊土井 上治　秀正

14451-7855-2 2 280 照忠土井 79.5 福芳土井 香美町村岡区味取

AAAAAA  原 去 25.12.04 ゆきこ６ 黒　2376684  安幸土井 西山　勝

14451-7858-3 14 262 照忠土井 80.7 第２安鶴土井 香美町村岡区味取

CABAAA 　 去 25.12.22 やすひめ 黒原1045378  照長土井 西山　勝

14451-7890-3 6 260 丸富土井 81.6 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCBA 原 去 25.12.24 はるか２ 黒原1404862 高育 鶴山土井 森脇　薫明

14451-7894-1 5 259 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BBBBBA 原 去 25.12.25 そめいよしの４ 黒原1444329  谷福土井 森脇　薫明

14451-7895-8 10 252 福芳土井 81.1 照長土井 香美町村岡区丸味

ACACCA 　 去 26.01.01 ふくよ 黒　2110263  谷福土井 森脇　薫明

14451-7940-5 10 247 福芳土井 82.0 照長土井 香美町村岡区神坂

ABACCA 原 去 26.01.06 てるこ 黒原1237416  安幸土井 小林　寿明

14201-1059-1 9 252 芳山土井 80.8 照長土井 香美町村岡区池ケ平

BAABAA 原 雌 26.01.01 いちふく２ 黒原1299631  菊照土井 西井　秀一

14451-7903-0 8 252 福芳土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABACBA 原 雌 26.01.01 ゆきひめ６ 黒原1331200 高育 照長土井 小林　操

14451-7722-7 11 267 福芳土井 80.7 幸豊土井 香美町村岡区境

BCABCA 原 雌 25.12.17 てるとよ 黒原1206206 高育 照長土井 田中　一馬

13748-2420-9 2 310 菊毬土井 81.4 菊俊土井 香美町小代区秋岡

ABACBB  原 雌 25.11.04 みかみ 黒原1542171  谷福土井 今井　正人

14451-7951-1 10 265 福芳土井 82.5 照長土井 美方郡新温泉町井土

BABBAA 原 雌 25.12.19 としかつ 黒原1271151 高改 谷福土井 岸　厚子

14451-7650-3 2 286 芳山土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA  原 雌 25.11.28 ふくとし 黒原1542181  照長土井 竹下　与輔
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14451-8114-9 3 232 菊毬土井 82.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

AABBAA  原 雌 26.01.21 たかてる５ 黒原1524455 改 照長土井 西坂　嘉津美

14451-7640-4 9 238 福芳土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町海上

AAACBA 原 雌 26.01.15 つねふじ８ 黒原1299759  菊安土井 植田　秀作

14341-6295-1 2 243 丸宮土井 80.8 芳山土井 宍粟市一宮町東河内

       　 去 26.01.10 かりん 黒　2413876  鶴山土井 小池　一博

14451-7088-4 11 252 芳山土井 80.8 第２照久土井 宍粟市波賀町道谷

BAACBA 原 去 26.01.01 ふくに 黒　2038097  菊安土井 岸本　章弘

14451-8155-2 6 229 芳悠土井 79.6 菊俊土井 豊岡市宮井

ABABAA 原 雌 26.01.24 みつ２ 黒　2294592  照明土井 綿田　謙

13748-3173-3 2 241 丸宮土井 83.4 宮奥城 豊岡市目坂

BBBAAA  原 雌 26.01.12 ふくみや 黒原1561852  福俊土井 谷口　正徳

14201-1842-9 8 239 芳悠土井 80.8 照長土井 豊岡市但東町中藤

BBCBBA  原 雌 26.01.14 むろなが 黒原1271477  谷福土井 百合　俊夫

14451-8584-0 8 306 丸富土井 81.5 照長土井 朝来市神子畑

BACCAA 原 雌 25.11.08 もえ 黒原1282627  谷福土井 仙賀　隆文

14201-2189-4 7 320 照忠土井 80.1 福芳土井 養父市建屋

BBBAAB 原 雌 25.10.25 みよこ４ 黒原1331080  安美土井 大封　健太

08599-5339-7 1 292 宮喜 80.7 石義丸 朝来市和田山町安井

       　 去 25.11.22 なをいし 黒原1573997  宮照波 県北部農業技術センタ

14451-8194-1 4 232 芳悠土井 81.0 照一土井 豊岡市中郷

BABAAA 原 去 26.01.21 ぴんこ２ 黒原1489154  谷美土井 新田　義孝

14451-8329-7 5 252 丸宮土井 80.2 菊俊土井 養父市大屋町宮本

BBABAA 原 去 26.01.01 ひみこ 黒原1467535  谷福土井 寺尾　稔

13748-3455-0 1 267 芳悠土井 83.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA  原 去 25.12.17 みなまる 黒原1587515  菊俊土井 上垣　勇吾

14451-8403-4 12 283 芳悠土井 81.3 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 去 25.12.01 ひめてる 黒原1129062  照長土井 大谷　嘉一
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14451-8415-7 10 273 千代藤土井 81.2 谷福土井 養父市大屋町若杉

CACCBA 　 去 25.12.11 そのふく２ 黒原1209497  菊照土井 高橋　本明

14451-8501-7 2 279 丸富土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABCBA  原 去 25.12.05 のりと 黒原1528549  幸豊土井 高橋　大樹

14451-7148-5 1 283 菊西土井 79.1 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

AAACBA  原 雌 25.12.01 なおこ３ 黒　2432160  菊俊土井 田辺　裕基

14451-7158-4 6 253 芳悠土井 81.6 菊俊土井 佐用郡佐用町豊福

ABABBA 原 去 25.12.31 むらさめ 黒　2253566  谷福土井 松本　義和

14451-7185-0 14 280 丸宮土井 82.4 安幸土井 赤穂市木津

CAAAAA 原 去 25.12.04 かつしげ２の１ 黒原1084989  照長土井 溝田　泰司

14451-7197-3 4 270 菊俊土井 80.1 福芳土井 赤穂市木津

BBACBB 去 25.12.14 ももこ 黒　2362279  照長土井 溝田　泰司

14451-8053-1 1 239 丸富土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA  原 去 26.01.14 ふじひめ５ 黒原1592068 照長土井 対中　広芳

11549-3951-2 11 331 丸富土井 82.7 照長土井 兵庫県篠山市福井

BACBAA 原 雌 25.10.14 ひさ５ 黒原1209483 第２安鶴土井 橋本　唯雄
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