
雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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

14451-7918-4 10 249 福芳土井 82.5 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BCBCCB 　 去 26.02.01 たにひめ３ 黒原1271183  安谷土井 村尾　賢一

12083-3634-2 7 242 福芳土井 80.4 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

ABACCA 原 去 26.02.08 ふくはる２ 黒原1368848 高育 照長土井 植田　秀作

13841-0490-2 5 221 芳悠土井 80.7 奥秀 豊岡市但東町河本

ABABBA 原 去 26.03.01 おくあさ 黒　2334676 改 照長土井 森井　正彦

13841-0491-9 5 220 丸宮土井 84.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA  原 去 26.03.02 ふみつる 黒原1409629 高 第２安鶴土井 森井　正彦

13841-0493-3 11 218 福芳土井 82.0 鶴丸土井 豊岡市但東町河本

ABACBA  原 去 26.03.04 もりひろ 黒原1239767 改 照長土井 森井　正彦

14201-2350-8 5 245 丸富土井 81.6 福芳土井 朝来市和田山町土田

AABCBA 原 去 26.02.05 よしつる５ 黒原1396791  照長土井 川見　和秀

14201-2348-5 6 267 丸宮土井 80.3 福芳土井 朝来市和田山町土田

AAAAAA 原 去 26.01.14 なみよし 黒原1340984  照波土井 川見　和秀

14451-7379-3 12 269 芳悠土井 82.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BAABAA 原 去 26.01.12 あさみ 黒原1149994  菊安土井 上田　真吾

14451-7356-4 3 268 丸富土井 80.4 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 26.01.13 しげかつよ 黒原1524486  照一土井 上田　真吾

14451-7366-3 3 240 福芳土井 81.8 丸福土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA  原 去 26.02.10 よしえ 黒原1508335  菊原波 須原　芳夫

14451-7401-1 1 264 芳悠土井 80.6 丸宮土井 丹波市春日町棚原

ABAAAA  原 去 26.01.17 こんと５５ 黒原1592303  谷福土井 山本　智

14451-7376-2 4 285 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

14348-6013-0 3 277 芳山土井 80.0 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACAA  原 雌 26.01.04 あんみつひめ５ 黒　2396557  照菊波 清水　健司

14348-6015-4 1 253 芳山土井 79.7 千代藤土井 篠山市今田町市原

       　 雌 26.01.28 てるみや１２ 黒　2431373  菊俊土井 古家後　康夫

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年10月8日

血　　統 損　　徴
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7943-6 3 274 丸富土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AACCCA  原 去 26.01.07 てるとし 黒原1524381  谷福土井 伊沢　正一

14451-8043-2 7 247 菊毬土井 82.5 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAACBB 　 去 26.02.03 きくつるみ８の１ 黒原1368947  照長土井 小林　操

14451-7859-0 5 277 丸富土井 79.4 菊俊土井 香美町村岡区味取

BABCAA 原 去 26.01.04 ゆきてる１ 黒　2329940  照長土井 西山　勝

14451-7861-3 3 270 菊毬土井 80.6 鶴丸土井 香美町村岡区味取

BAABAA  原 去 26.01.11 なみひで１ 黒原1524420  照波土井 西山　勝

14451-8075-3 4 261 菊毬土井 81.7 福広土井 香美町香住区丹生地

AAACAB 去 26.01.20 しげひろ 黒原1482199  菊安土井 淀　貴至

14451-8099-9 3 251 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町小代区東垣

ABACBA  原 去 26.01.30 おふくひめ３ 黒原1524443  福芳土井 今井　正己

12083-2884-2 2 215 福芳土井 79.1 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 去 26.03.07 ふくの２ 黒　2413835  丸福土井 中村　文吾

14451-8087-6 13 273 福芳土井 81.3 谷福土井 美方郡新温泉町井土

ABABAB 　 去 26.01.08 まつふく２ 黒原1170083 高 菊照土井 岸　俊之

14451-7803-3 6 279 芳山土井 80.7 照長土井 美方郡新温泉町塩山

BAACAA 原 去 26.01.02 たかこ３ 黒原1347519  第２安鶴土井 山本　郁夫

14451-7765-4 10 218 丸富土井 82.8 鶴山土井 美方郡新温泉町岸田

BBCBBA 原 去 26.03.04 かねふく 黒原1271193 高育改 菊照土井 田中　孝広

14451-7818-7 9 260 菊毬土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAB 原 雌 26.01.21 ふくまる 黒原1271174 高育 鶴丸土井 中井　丈文

13748-2657-9 1 268 丸富土井 81.3 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA  原 雌 26.01.13 みやふくの３ 黒原1592138  照長土井 村尾　和広

14451-7793-7 3 271 芳悠土井 80.2 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CABAAA  原 雌 26.01.10 てるみ 黒原1524451  谷福土井 竹下　千江子

14451-8063-0 4 273 芳山土井 81.6 照也土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 26.01.08 さくら 黒原1482290  福芳土井 大田　好雄
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-8723-3 11 249 芳山土井 81.7 照長土井 香美町小代区大谷

AAABAA 原 雌 26.02.01 ふくつるなが 黒原1170070  安幸土井 増田　丹

14451-7939-9 5 270 丸富土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

AACCCA  原 雌 26.01.11 ふくよ 黒原1444265  照長土井 森脇　薫明

14451-7899-6 2 269 芳山土井 82.8 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 26.01.12 たかなみ３ 黒原1559106  茂美波 森脇　薫明

14451-7901-6 3 267 丸富土井 81.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCBA 原 雌 26.01.14 あい３ 黒原1482241  照長土井 森脇　薫明

14451-8034-0 7 259 福芳土井 81.0 幸福土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 26.01.22 かねみつ 黒原1368956  照長土井 森脇　薫明

14201-1060-7 12 253 菊毬土井 81.0 鶴山土井 香美町村岡区池ケ平

BCBABC 　 雌 26.01.28 ごいちよ５の１ 黒原1206112  照菊波 西井　秀一

14451-7103-4 4 237 丸富土井 80.4 菊宮土井 宍粟市波賀町道谷

BABAAA 原 雌 26.02.13 ゆきみ 黒　2329917  安幸土井 岸本　章弘

13841-0671-5 3 262 芳山土井 80.2 丸福土井 豊岡市野上

AAACAA  原 雌 26.01.19 ひさまる１０ 黒原1528508  福芳土井 西垣　富夫

14451-8333-4 8 261 福芳土井 81.0 鶴山土井 養父市大屋町宮本

ACBBCB 原 雌 26.01.20 そら 黒　2188811  安幸土井 寺尾　和敏

13748-3491-8 6 240 芳山土井 83.0 照長土井 養父市養父市場

AAACAA 原 雌 26.02.10 つるみ 黒原1369026  第２鶴雪土井 吉村　英之

14451-8589-5 6 268 丸宮土井 79.7 菊宮土井 朝来市神子畑

BAAAAA 原 雌 26.01.13 しげぎく 黒　2294614  照長土井 仙賀　隆文

14451-8679-3 8 258 福芳土井 80.6 菊俊土井 養父市森

ABACCA 原 去 26.01.23 ひめとし 黒原1299794  谷福土井 田村　正宏

13748-3462-8 9 236 福芳土井 83.1 幸豊土井 養父市大屋町蔵垣

ACACCB 　 去 26.02.14 ももゆき 黒原1271541  谷福土井 上垣　勇吾

14451-8443-0 9 248 丸宮土井 81.6 幸豊土井 養父市大屋町若杉

CCBABA 原 去 26.02.02 たみ 黒原1271514  照長土井 高橋　副武
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-8441-6 10 251 丸宮土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

CBBAAA 原 去 26.01.30 まさひめ 黒原1271513  谷福土井 高橋　副武

14201-2066-8 3 254 丸富土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

       　 去 26.01.27 もみじ 黒原1508009  照長土井 岩花　希

14451-8195-8 7 256 福芳土井 79.3 福俊土井 豊岡市中郷

AAACBA 原 去 26.01.25 きくこ２ 黒　2252628  鶴味土井 新田　義孝

14451-7159-1 5 269 芳山土井 81.2 福広土井 佐用郡佐用町横坂

AAACAA  原 雌 26.01.12 ひさよし 黒　2329904  照長土井 横坂共栄農場

13584-3372-4 2 285 丸宮土井 80.1 福芳土井 相生市矢野町真広

BBAAAA  原 雌 25.12.27 かずよし２ 黒　2413848  照長土井 坂本　修一

12539-2341-2 6 279 菊西土井 80.4 福芳土井 たつの市神岡町寄井

AABBBA 原 雌 26.01.02 みやかおり４ 黒　2226839 高 照長土井 三村　公男

11349-6136-6 1 283 芳山土井 80.4 菊西土井 神戸市西区神出町

AAACAA  原 雌 25.12.29 にしよし 黒　2439201  福芳土井 池本　俊彦

14336-0428-5 1 272 丸宮土井 80.1 芳山土井 小野市万勝寺町

BAAAAA  原 去 26.01.09 みやちあき８ 黒　2432155  谷福土井 宮下　俊子

14628-0471-7 11 248 丸宮土井 80.6 谷福土井 小野市広渡町

CCCABA 　 去 26.02.02 ただふく 黒　2063497  第２安鶴土井 前田　勇雄

14451-7341-0 8 269 芳悠土井 81.6 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

ABABBA 原 雌 26.01.12 まちなが２ 黒原1310049  照長土井 大槻　良

14451-7352-6 11 280 福芳土井 81.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BBABBB 原 雌 26.01.01 てるひめ 黒原1209427  安幸土井 上田　真吾

14451-7350-2 3 279 芳山土井 80.8 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

       　 雌 26.01.02 きそひめ６ 黒原1524487  福芳土井 上田　真吾

14451-7338-0 2 260 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABAABA  原 雌 26.01.21 きくなみ 黒原1559171  菊俊土井 須原　芳夫

14451-7389-2 1 271 丸富土井 79.2 芳山土井 丹波市氷上町井中

       　 雌 26.01.10 たによし 黒　2426323  照長土井 中澤　一夫
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14348-5991-2 1 252 丸富土井 80.3 丸富土井 篠山市曽地奥

BACCAA  原 去 26.01.29 ゆいふく 黒　2420163  菊俊土井 岡本　栄一

13388-5919-3 1 243 丸富土井 80.0 照一土井 篠山市曽地口

       　 去 26.02.07 いくよ 黒　2431367  菊俊土井 清水　健司

14451-7917-7 7 255 丸明波 81.2 茂美波 美方郡新温泉町飯野

       　 去 26.01.26 しげふく 黒　2252569 育改 菊俊土井 村尾　賢一

13841-0472-8 8 271 芳悠土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

CBCAAA 原 去 26.01.10 ともはる 黒原1271172  照長土井 山本　智明

13722-3865-7 3 249 菊毬土井 81.6 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

BAABAA  原 去 26.02.01 みつひめ２の６ 黒原1501792  照長土井 西坂　嘉津美

13722-3803-9 12 256 丸富土井 81.4 谷福土井 美方郡新温泉町戸田

BACCCA 原 去 26.01.25 てるみ 黒原1170135 高育 照菊波 井上　三千男

14451-7936-8 2 271 芳悠土井 79.5 丸福土井 香美町小代区神水

BAABAA  原 去 26.01.10 さちひさまる 黒　2413813  福芳土井 藤原　敏和

14451-8097-5 1 266 福芳土井 81.0 照一土井 香美町小代区神場

ABABBA  原 去 26.01.15 いちふく 黒原1592089  谷福土井 上治　秀正

13841-0623-4 8 250 丸富土井 81.0 福芳土井 ＥＴ産子 香美町村岡区境

BBBCBA 原 去 26.01.31 てるこ３ 黒原1368935  幸豊土井 田中　一馬

14451-7993-1 1 271 芳悠土井 82.0 照一土井 香美町村岡区宿

       　 去 26.01.10 ますみやの１ 黒原1592051  菊俊土井 上田　伸也

14451-7994-8 6 266 丸富土井 81.5 福芳土井 香美町村岡区宿

BABCBA 原 去 26.01.15 まるふく 黒原1368903  鶴丸土井 上田　伸也

14451-8002-9 5 261 丸富土井 80.8 福広土井 香美町村岡区宿

AABBAA 原 去 26.01.20 たにたかひろ 黒原1444248 高育改 谷福土井 上田　伸也

14451-7955-9 4 261 芳山土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACAA  原 雌 26.01.20 おふく２ 黒原1482222 高育 鶴山土井 井上　哲也

14451-7857-6 9 289 芳山土井 81.3 照長土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 雌 25.12.23 てるひめ 黒原1271090 育改 谷美土井 西山　勝
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7860-6 4 274 菊毬土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区味取

AAABAB 原 雌 26.01.07 てるゆき２の１ 黒原1423393  照長土井 西山　勝

14451-7778-4 2 278 丸富土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BACCBA  原 雌 26.01.03 みやひめ 黒原1501778  福芳土井 谷渕　侑生

14451-7704-3 1 290 丸富土井 80.1 芳山土井 香美町小代区秋岡

AAACAA  原 雌 25.12.22 みやふく 黒原1592091  鶴丸土井 今井　正人

13748-2811-5 3 264 丸富土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

BACCBA  原 雌 26.01.17 てるもり１の２ 黒原1524500  第２照久土井 田中　充

14451-8121-7 2 257 芳山土井 80.1 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

AAABAA  原 雌 26.01.24 ふく７の２ 黒原1542182  鶴山土井 県立但馬牧場公園

13722-3771-1 5 242 菊毬土井 81.0 照一土井 美方郡新温泉町塩山

AAAAAA 原 雌 26.02.08 ひさいち 黒原1444361  鶴山土井 山本　美香恵

12083-3014-2 11 269 福芳土井 83.0 照長土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 26.01.12 てるながふく 黒原1237401 高育 菊安土井 池成　肇

14451-7087-7 3 304 菊郷土井 82.6 光照土井 宍粟市波賀町道谷

       原 雌 25.12.08 めぐみ 黒　2376694  幸豊土井 岸本　章弘

08600-5347-5 5 288 芳悠土井 81.2 福俊土井 朝来市和田山町安井

ABBAAA 原 雌 25.12.24 みつる２ 黒原1340997  鶴丸土井 県北部農業技術センタ

14451-8153-8 5 294 丸富土井 82.0 福芳土井 豊岡市宮井

AABBAA 原 雌 25.12.18 まさ７ 黒原1449807  菊安土井 綿田　正人

13748-3223-5 8 275 芳悠土井 80.4 光照土井 豊岡市但東町河本

ABABBA 原 雌 26.01.06 ひめてる 黒原1331074  菊俊土井 森井　正彦

14201-1820-7 6 248 丸宮土井 81.7 谷石土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA 原 雌 26.02.02 みかこ 黒原1368996 改 谷福土井 小牧　伸典

13748-3241-9 8 251 芳山土井 81.6 第２照久土井 豊岡市日高町知見

BAACAA  原 去 26.01.30 はなてる 黒原1271482  菊照土井 山崎　豊志

14451-8336-5 3 253 丸宮土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町宮本

BBABBA  原 去 26.01.28 そめいよしの２ 黒原1508014  福芳土井 寺尾　智也
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-8687-8 1 248 丸宮土井 81.5 福広土井 養父市森

BBAAAA  原 去 26.02.02 まきざくら 黒原1594196  菊宮土井 田村　正宏

14451-8429-4 11 285 丸宮土井 81.8 照長土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 25.12.27 のぞむ 黒原1172238 改 谷美土井 高橋　副武

14451-8427-0 8 280 丸富土井 81.4 光照土井 養父市大屋町若杉

BACCBA 原 去 26.01.01 とのふく２ 黒原1331093  谷福土井 高橋　大樹

14201-2065-1 8 254 丸宮土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BCAAAA 原 去 26.01.27 しげてる３ 黒原1331099 高 安幸土井 岩花　玉男

14201-2063-7 6 274 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA  原 去 26.01.07 やすか０７ 黒原1409475 改 第２安鶴土井 岩花　玉男

14451-7222-2 4 237 千代藤土井 82.3 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

AABBAA  原 去 26.02.13 ながたけ 黒　2362273  幸豊土井 竹田　瞳

14451-7167-6 10 254 芳悠土井 81.0 幸豊土井 佐用郡佐用町本郷

CCBABA 　 去 26.01.27 あきよ３ 黒　2059336  第２安鶴土井 谷口　茂信

14451-7199-7 14 274 丸富土井 81.7 鶴山土井 赤穂市鷆和

CCCABB 　 雌 26.01.07 まちひめ 黒　2009559  安幸土井 後藤　清二

13708-1743-4 2 272 芳山土井 81.0 丸宮土井 宍粟市山崎町葛根

AAABAA  原 雌 26.01.09 やすこ 黒　2411879  谷美土井 杉田　真人

13672-3874-7 4 271 丸宮土井 81.6 照一土井 多可町八千代区中野間

CBBAAA  原 去 26.01.10 きくてる 黒　2368158  谷福土井 有田　覚

13484-2031-4 3 283 丸宮土井 82.0 福芳土井 神戸市北区淡河町神田

ABAABA  原 雌 25.12.29 みつふく２の３ 黒　2387693  照長土井 奥下　均

14628-0532-5 5 229 丸富土井 81.7 奥隼 加西市大内町

BABBAA 原 雌 26.02.21 たにはや 黒　2309205  谷石土井 藤原　護

14451-7394-6 5 260 丸宮土井 83.0 福芳土井 丹波市青垣町檜倉

BCAABA 原 去 26.01.21 ちかこ 黒原1336564  菊照土井 足立　尚之

14451-7367-0 4 236 福芳土井 81.3 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

ABACCA 原 去 26.02.14 きくつる 黒原1488935  鶴山土井 須原　芳夫
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7349-6 11 267 千代藤土井 80.8 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BACBAA 原 去 26.01.14 みやてる２ 黒原1115469  安谷土井 上田　真吾

14451-7396-0 2 258 福芳土井 80.6 鶴神土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 26.01.23 さちつる 黒原1559149  菊俊土井 上田　真吾

14451-7427-1 6 249 福芳土井 81.6 鶴山土井 丹波市柏原町柏原

ACBABC 　 去 26.02.01 まゆつる 黒　2275889  安幸土井 下山　一彦

14348-5982-0 5 252 照忠土井 80.4 菊俊土井 篠山市乾新町

CABBAA 去 26.01.29 やちよ 黒　2347286  鶴丸土井 小西　弘

14451-8089-0 6 265 芳山土井 81.5 福広土井 香美町村岡区神坂

AAABAA 原 去 26.01.16 かずひろ 黒原1404854  照長土井 伊沢　栄一

14451-8048-7 8 247 芳山土井 81.7 照長土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 26.02.03 まさゆき８ 黒　2209101  第２安鶴土井 小林　操

14451-7897-2 5 269 芳山土井 80.3 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 26.01.12 たになかひめ５ 黒原1368955  谷福土井 森脇　薫明

14451-8037-1 6 243 芳悠土井 80.7 幸福土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA 原 去 26.02.07 てるよ３ 黒原1368953  谷福土井 森脇　薫明

14451-8040-1 8 228 丸富土井 80.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 26.02.22 みつふく４ 黒原1331207 高育改 照長土井 森脇　薫明

14451-8028-9 1 272 丸富土井 81.0 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 26.01.09 たかきく５ 黒原1592076  菊安土井 森脇　雄一

13748-2409-4 17 251 照忠土井 81.0 谷福土井 香美町小代区貫田

AAAAAA 原 去 26.01.30 ふくひろ 黒原1045064  照長土井 小林　義富

14451-7847-7 6 257 芳山土井 82.7 福広土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 去 26.01.24 おおみぞ 黒原1404911 高 照長土井 福井　強

14451-7795-1 6 245 丸富土井 80.6 照波土井 美方郡新温泉町多子

BACBAA 原 去 26.02.05 きよみ３ 黒原1368826  菊道土井 竹下　千江子

13748-2658-6 7 234 福芳土井 80.4 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABACCB 　 去 26.02.16 えいこ２の１ 黒原1299746  菊安土井 村尾　千代美
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7699-2 4 226 芳山土井 79.3 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

BAACAA  原 去 26.02.24 はるひさ 黒　2347303  照長土井 尾崎　栄太郎

14451-7764-7 3 225 菊毬土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

ABACCA  原 雌 26.02.25 しげひろ 黒原1524477  照菊波 田中　孝広

14451-7810-1 4 254 丸富土井 81.8 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AACCBA  原 雌 26.01.27 みのり３の２ 黒原1482279  照長土井 寺谷　進

14451-8115-6 7 259 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BBABAA 原 雌 26.01.22 ちよひめ 黒原1368832  照長土井 西坂　嘉津美

14451-8064-7 5 269 芳山土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA  原 雌 26.01.12 おおみぞ３ 黒原1444385  照長土井 大田　好雄

14451-8105-7 5 266 芳悠土井 80.8 福広土井 香美町小代区東垣

ACBCCA 原 雌 26.01.15 なかたにひめ 黒原1423397  菊照土井 中村　健治

14451-8083-8 5 245 芳悠土井 82.0 福広土井 香美町香住区三谷

ABABBA  原 雌 26.02.05 ゆめ 黒　2329939  照俊土井 清水　容和

14451-8054-8 1 267 丸富土井 79.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 26.01.14 きくひろ３ 黒　2413815  第２安鶴土井 対中　広芳

14451-8055-5 7 266 福芳土井 81.5 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BBBCCA 原 雌 26.01.15 ひろまさてる２ 黒原1368943  照長土井 対中　広芳

14451-8095-1 10 266 芳山土井 81.0 照俊土井 香美町村岡区川会

AAACAA 原 雌 26.01.15 てるとし 黒原1271083  越照波 谷　祥一

14341-6293-7 1 287 千代藤土井 81.0 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

       　 雌 25.12.25 まるもち 黒　2418423  福芳土井 小池　一博

14451-8224-5 4 300 丸宮土井 79.5 菊俊土井 豊岡市引野

BBAAAA  原 雌 25.12.12 もとこの２ 黒　2334674  谷美土井 竹村　清志

13748-3358-4 4 288 千代藤土井 80.4 福芳土井 豊岡市但東町唐川

AABBAA  原 雌 25.12.24 たみ 黒原1449826  谷美土井 中儀　吉郎

13748-3226-6 6 271 丸宮土井 81.0 奥隼 左腹に大輪 豊岡市但東町河本

       　 雌 26.01.10 いなはや 黒　2269220  谷美土井 その他 森井　正彦
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

13748-3224-2 3 271 芳山土井 82.5 丸富土井 豊岡市但東町河本

AAACAA  原 雌 26.01.10 まるしず 黒原1489175  谷福土井 森井　正彦

14201-2332-4 2 290 福芳土井 81.0 丸福土井 朝来市伊由市場

BBACBA  原 雌 25.12.22 さかえ５８２ 黒　2402129  福芳土井 椿野　勝三

14451-8542-0 7 249 芳山土井 81.5 照長土井 朝来市和田山町野村

AAACAA 原 去 26.02.01 きくみ３ 黒原1331512  谷福土井 宮田　貴身仁

08600-5368-0 3 251 西杉土井 80.8 石富照 朝来市和田山町安井

       　 去 26.01.30 かお 黒原1524511  宮照波 県北部農業技術センタ

14451-8591-8 4 247 芳山土井 81.7 菊俊土井 朝来市神子畑

AAACAA 原 去 26.02.03 とも 黒原1467548  谷福土井 仙賀　隆文

13748-3174-0 2 259 丸宮土井 84.0 菊俊土井 豊岡市目坂

       　 去 26.01.22 まるこ 黒原1561854  谷石土井 谷口　正徳

12083-2572-8 16 236 芳山土井 81.0 照長土井 豊岡市清冷寺

AAACBB 　 去 26.02.14 まつなが 黒原1045175 改 奥麻 浅井　光澄

14201-1821-4 6 247 丸宮土井 81.6 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA 原 去 26.02.03 ひろたか 黒原1409430 高育改 菊照土井 小牧　成基

14451-7165-2 3 269 芳悠土井 80.3 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

ABABBA  原 去 26.01.12 第２てるよし 黒　2388881  照義土井 安岡　林

14036-6044-0 5 271 丸富土井 81.2 福広土井 たつの市御津町中島

BABCAA  原 雌 26.01.10 さちこ 黒　2309212 菊安土井 吉田　和子

13708-1744-1 1 268 茂広波 79.7 丸宮土井 宍粟市山崎町葛根

       　 雌 26.01.13 みく 黒　2423286  光照土井 吉岡　慎治

11548-7115-7 2 277 茂広波 80.1 丸福土井 三田市東山

       　 去 26.01.04 かねつぐ 黒　2387694  照長土井 岡本　鷹司

08599-5340-3 1 294 芳悠土井 79.7 照美土井 朝来市産 加西市別府町

ABABBA  原 雌 25.12.18 ひさみ 黒　2433976  豊松土井 兵庫畜産技術センター

14451-7340-3 1 269 芳悠土井 80.4 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

       　 雌 26.01.12 てつしげまる 黒原1592302  照一土井 大槻　良
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7351-9 6 276 丸富土井 81.4 茂金波 丹波市柏原町下小倉

BACBBA 原 雌 26.01.05 あやこ 黒　2174605  照長土井 上田　真吾

14451-7353-3 8 276 照忠土井 82.5 福俊土井 丹波市柏原町下小倉

BABAAB 原 雌 26.01.05 あまくさ 黒原1310042  安幸土井 上田　真吾

14451-7445-5 6 243 芳山土井 80.1 北宮波 丹波市青垣町東芦田

AAACAA 原 雌 26.02.07 きたきよつる 黒　2123481  第２安鶴土井 前田　貴雄

14451-7337-3 10 280 千代藤土井 82.5 第２安鶴土井 丹波市市島町下竹田

CBCAAA  原 雌 26.01.01 ふくとし 黒　2120983  菊照土井 須原　芳夫

14348-5990-5 4 233 千代藤土井 80.0 茂隆波 篠山市曽地奥

BACBAA 原 雌 26.02.17 ゆりか 黒　2334707  福芳土井 岡本　栄一

12083-3092-0 7 248 芳山土井 80.7 照菊波 美方郡新温泉町海上

AAACAA  原 去 26.02.02 なみにしき 黒原1368850  照長土井 植田　秀作

13841-0473-5 1 245 丸富土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BACBBA  原 去 26.02.05 ともよし 黒原1573924  菊俊土井 山本　智明

14451-8117-0 4 249 芳山土井 81.2 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

AAABAA 原 去 26.02.01 たけの８の６の５ 黒原1464020  照長土井 中井　雄次

13722-4415-3 14 270 福芳土井 80.3 第２照久土井 美方郡新温泉町熊谷

ABACCB 　 去 26.01.11 なみひさ 黒原1045108  安谷土井 山本　賢一

13722-3776-6 11 228 福芳土井 81.6 照長土井 香美町小代区大谷

ACBCCB 　 去 26.02.22 そめいよしの２ 黒原1237349 高 菊照土井 増田　丹

14451-8101-9 1 249 芳悠土井 83.1 芳山土井 香美町小代区東垣

       　 去 26.02.01 おじろひめ１ 黒原1592092  丸富土井 今井　正己

14451-8713-4 6 264 丸富土井 79.8 福広土井 香美町村岡区味取

BACBAA 原 去 26.01.17 たにふく 黒　2289510  谷福土井 西山　勝

14451-8715-8 4 253 菊毬土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 26.01.28 ゆめぎく５の１ 黒原1444298  第２鶴雪土井 西山　勝

14451-7957-3 2 265 丸富土井 85.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

BACBBA  原 去 26.01.16 はなふく 黒原1559082  照長土井 井上　哲也
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7956-6 5 265 丸富土井 81.7 福芳土井 香美町村岡区熊波

AABBAA 原 去 26.01.16 やすふくよし 黒原1404878  照長土井 井上　哲也

14451-7707-4 9 290 照忠土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区神坂

CAABAA 原 雌 25.12.22 さわとし 黒　2174531 改 鶴山土井 伊沢　正一

14451-8035-7 4 257 芳悠土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABABBA  原 雌 26.01.24 ふくさと２ 黒原1482237 改 福芳土井 森脇　薫明

14451-7902-3 11 266 芳山土井 81.5 菊安土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 26.01.15 たかつる２ 黒原1237473 高 菊照土井 森脇　雄一

14451-8036-4 11 254 芳悠土井 82.3 照長土井 香美町村岡区丸味

BBCBCA 原 雌 26.01.27 そめいよしの 黒原1237472 高 谷福土井 森脇　雄一

13841-0478-0 5 246 芳悠土井 81.3 菊俊土井 香美町小代区佐坊

       　 雌 26.02.04 みすとし 黒原1444321  鶴山土井 本上　純也

14451-8071-5 3 282 丸富土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町戸田

AABCBA  原 雌 25.12.30 やすあき３ 黒原1524481  菊俊土井 井上　三千男

14451-7652-7 6 271 芳山土井 84.3 照長土井 美方郡新温泉町多子

AAABAA  原 雌 26.01.10 えいこ３ 黒原1299719  谷福土井 竹下　与輔

13722-3770-4 6 233 菊毬土井 81.7 鶴山土井 美方郡新温泉町塩山

AAAAAB 原 雌 26.02.17 つるひさ 黒原1368837  菊照土井 山本　美香恵

14451-7916-0 10 266 丸富土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBCCCA 原 雌 26.01.15 たつふく 黒原1271185  安美土井 村尾　賢一

14341-6289-0 5 303 丸宮土井 81.0 福広土井 宍粟市一宮町東河内

CBBAAA 原 雌 25.12.09 やすひろ 黒　2329913  照長土井 小池　一博

14451-8676-2 12 267 丸宮土井 81.5 光照土井 尻拳大、右腿鶏卵 養父市森

       　 雌 26.01.14 やすみつ 黒　2082371  鶴丸土井 その他 田村　正宏

14451-8334-1 2 256 丸富土井 80.6 福芳土井 養父市大屋町宮本

       　 雌 26.01.25 きくふくよし 黒原1508012  菊俊土井 寺尾　稔

14451-8418-8 3 283 千代藤土井 81.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

BACBAA  原 雌 25.12.29 まめてる 黒原1528546  鶴丸土井 高橋　大樹
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-8424-9 3 272 芳山土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 雌 26.01.09 あまみ 黒原1489245  谷美土井 高橋　副武

14201-2068-2 3 240 芳山土井 80.6 照一土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA  原 雌 26.02.10 みつてる 黒原1528537  福芳土井 岩花　希

14201-2069-9 2 240 丸宮土井 80.5 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BBABAA  原 去 26.02.10 みつとし 黒原1561885  福芳土井 岩花　希

13748-3469-7 2 230 芳悠土井 83.0 宮弘波 養父市大屋町蔵垣

BBBBBA  原 去 26.02.20 あいまる２３ 黒原1561891  鶴丸土井 上垣　勇吾

13362-8636-6 10 217 芳山土井 83.5 照長土井 養父市浅野

AAACAA 原 去 26.03.05 いつみ 黒原1172225  安美土井 米田　俊夫

14451-8160-6 5 227 芳悠土井 81.2 奥隼 豊岡市宮井

ACAABA 去 26.02.23 まつはや 黒　2294591 改 谷美土井 綿田　謙

14451-8199-6 2 250 芳山土井 81.5 丸富土井 豊岡市中郷

AAACAA  原 去 26.01.31 第２つつじ 黒原1528502 改 福広土井 新田　義孝

14201-1753-8 2 246 丸富土井 81.7 芳山土井 豊岡市但東町佐々木

AABCAA  原 去 26.02.04 てるやま 黒原1561872 改 照長土井 西　幸信

14451-7160-7 9 265 丸宮土井 80.8 照長土井 佐用郡佐用町横坂

CCBBBA 　 去 26.01.16 おさみ 黒　2157475  安美土井 横坂共栄農場

14451-7203-1 3 265 照也土井 79.0 菊俊土井 神崎郡市川町小畑

CACBAB 雌 26.01.16 あきこ 黒　2347316  第２安鶴土井 森本　慶子

14362-3039-9 3 258 福芳土井 77.1 丸福土井 姫路市林田町山田

BBACBA  原 雌 26.01.23 てるとし２ 黒　2396548  照俊土井 上田　守

13484-2032-1 3 269 千代藤土井 80.7 福広土井 神戸市北区淡河町神田

AACCBA  原 去 26.01.12 みゆき 黒　2380572  谷福土井 奥下　均

14336-0429-2 4 269 菊西土井 80.5 福広土井 小野市万勝寺町

AABCBA 原 去 26.01.12 みやかおり２ 黒　2319443  菊俊土井 宮下　俊子

14628-0472-4 1 238 宮菊城 80.2 照一土井 小野市広渡町

       　 去 26.02.12 たえこ４の１ 黒　2428228  菊俊土井 前田　勇雄
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7436-3 1 232 西杉土井 80.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

       原 去 26.02.18 きくよし 黒原1559155  菊俊土井 田中　憲蔵

14451-7426-4 5 242 福芳土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町柏原

ABABBB 　 去 26.02.08 さとみ２ 黒原1449580  第２安鶴土井 下山　一彦

14451-7357-1 4 292 丸富土井 81.4 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBCCCA 原 去 25.12.20 にしふく２ 黒原1488925  菊照土井 堂本　義隆

14451-7355-7 11 271 芳山土井 81.4 鶴山土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 去 26.01.10 まつみ 黒原1190852  谷福土井 松浪　一志

14451-7378-6 6 261 丸宮土井 81.5 福芳土井 丹波市氷上町犬岡

BCAABA 原 去 26.01.20 るみ 黒原1380284  第２鶴雪土井 勢志　政和

14348-5938-7 1 251 芳山土井 78.0 照一土井 篠山市今田町市原

       　 雌 26.01.30 よりこ 黒　2420160  菊俊土井 古家後　康夫

12416-0605-1 6 228 芳悠土井 81.7 照長土井 香美町村岡区中大谷

BBBABA 原 去 26.02.22 ふくてる 黒原1368897  幸豊土井 藤岡　義久

14451-8045-6 4 239 菊毬土井 80.5 照一土井 香美町村岡区丸味

BAAAAB 去 26.02.11 まさゆき 黒　2363030  第２安鶴土井 小林　操

13841-0622-7 1 268 丸富土井 80.2 芳山土井 香美町村岡区境

AAACAA  原 去 26.01.13 たかね１ 黒原1592063  照長土井 田中　一馬

14451-8076-0 4 253 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町香住区丹生地

ABACBA 原 去 26.01.28 みなこ 黒原1444274  照長土井 淀　貴至

14451-7827-9 2 245 菊毬土井 80.8 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAACAA  原 去 26.02.05 みやよし 黒原1559096  鶴丸土井 今井　正人

14451-7828-6 5 240 福芳土井 81.0 鶴丸土井 香美町小代区秋岡

AAACBA 原 去 26.02.10 みやときまる 黒原1444317 高改 谷福土井 今井　正人

12083-3054-8 3 259 福芳土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

ABACCA  原 去 26.01.22 きくひめ２ 黒原1524504  福芳土井 田中　稔

14451-7848-4 12 249 芳悠土井 80.8 谷福土井 美方郡新温泉町春来

ACACCA 原 去 26.02.01 なかかね 黒原1206160 高 菊照土井 福井　清溢
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

13722-3866-4 7 243 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

ABBBBA 原 去 26.02.07 きくつる７ 黒原1368831 高 照長土井 西坂　嘉津美

14451-7819-4 12 247 芳山土井 81.6 照菊波 美方郡新温泉町飯野

AAACAB 　 去 26.02.03 おじろ１ 黒原1206177  安谷土井 中井　丈文

14451-8017-3 1 249 丸富土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCAA  原 去 26.02.01 ふくよし１２ 黒原1592113  菊俊土井 中井　勝

12083-3737-0 9 237 芳悠土井 80.8 照長土井 美方郡新温泉町海上

AABAAA 原 雌 26.02.13 ちはる７ 黒原1237400 改 菊安土井 植田　秀作

14451-7805-7 7 279 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

ABBBBA 原 雌 26.01.02 やすあき１ 黒原1368838  菊安土井 山本　郁夫

14451-8067-8 4 259 芳山土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 26.01.22 みやよし 黒原1482289  谷福土井 大田　好雄

12083-2834-7 2 242 福芳土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 雌 26.02.08 きくこ 黒　2391488  福広土井 中村　文吾

14451-7938-2 7 256 福芳土井 82.5 照長土井 香美町小代区神水

ABABBA  原 雌 26.01.25 まつてる２ 黒原1331234  菊照土井 藤原　吉子

13841-0469-8 11 274 芳山土井 82.2 照義土井 香美町村岡区長瀬

BAABAA 原 雌 26.01.07 しょうふく３ 黒原1206140  第２安鶴土井 谷渕　侑生

14451-8714-1 5 263 芳山土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 雌 26.01.18 ゆきなが５ 黒原1404887  照長土井 西山　勝

14451-7862-0 3 262 芳悠土井 80.4 丸富土井 香美町村岡区味取

AACAAA  原 雌 26.01.19 てるみ１ 黒原1501777  照義土井 西山　勝

14451-8096-8 8 258 照武土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区川会

       原 雌 26.01.23 たにきそひめ８ 黒原1331181  照長土井 谷　祥一

14341-6292-0 3 297 丸富土井 79.8 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

BACCBA  原 雌 25.12.15 きみとし 黒　2376693  第２安鶴土井 小池　一博

11427-0936-3 1 256 宮弘波 82.0 芳山土井 宍粟市一宮町能倉

       　 去 26.01.25 よしえ 黒　2431378  照一土井 森岡　信雄
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

13748-3359-1 10 253 福芳土井 82.2 鶴丸土井 豊岡市出石町福見

BCABBA 原 雌 26.01.28 しのぶ 黒原1249384  菊照土井 国谷　弥一

13748-3229-7 6 260 福芳土井 80.7 照明土井 豊岡市但東町河本

ABABBB 原 雌 26.01.21 もりてる 黒　2226829  奥秀 森井　正彦

12083-2535-3 4 256 丸富土井 81.7 福芳土井 豊岡市清冷寺

AABCAA  原 雌 26.01.25 よしや 黒原1489160  光照土井 浅井　光澄

08600-5363-5 7 258 芳悠土井 80.4 光照土井 朝来市和田山町安井

ABBBBA 原 雌 26.01.23 もりてる 黒　2219713  北宮波 県北部農業技術センタ

13748-3489-5 6 246 芳山土井 80.8 菊俊土井 養父市養父市場

AAACAA 原 去 26.02.04 そのきく 黒原1409456 高 谷福土井 吉村　英美

14451-8684-7 12 244 芳山土井 81.7 鶴山土井 養父市森

AAACAA 原 去 26.02.06 ゆきひで 黒　2082370 改 安幸土井 田村　正宏

13841-0187-1 4 261 芳山土井 79.8 菊俊土井 養父市別宮

AAACAA 原 去 26.01.20 きくひめ 黒　2368128  照長土井 西谷　敏秀

14451-8421-8 8 275 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 26.01.06 のどか 黒原1331094 改 照長土井 高橋　副武

14451-8437-9 3 262 丸富土井 81.8 福広土井 養父市大屋町若杉

BACCBA  原 去 26.01.19 あめゆき 黒原1528548  幸豊土井 高橋　大樹

14201-2067-5 8 241 芳山土井 80.7 照長土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA 原 去 26.02.09 たまみ４ 黒原1331101 高 谷美土井 岩花　玉男

14201-2074-3 1 223 芳山土井 80.5 照一土井 養父市大屋町大屋市場

AAABAA  原 去 26.02.27 てるまさいち 黒原1594197  谷美土井 岩花　希

13779-1673-4 3 263 照一土井 80.8 菊俊土井 佐用郡佐用町佐用

BABBAA  原 雌 26.01.18 きくふじ 黒　2396532  福芳土井 兵庫県立佐用高等学校

13708-1746-5 4 261 照美土井 80.0 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

AAACBB 去 26.01.20 さと 黒　2329935  照長土井 吉岡　慎治

14036-6043-3 15 282 福芳土井 81.5 菊茂土井 たつの市御津町中島

AAACCC 　 去 25.12.30 のりこ 黒　2009545 安美土井 吉田　和子
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7196-6 3 280 丸富土井 79.0 福広土井 姫路市継

       　 去 26.01.01 きくみ４ 黒　2369460  菊俊土井 松浦　勝義

13672-3878-5 2 246 丸宮土井 80.8 福芳土井 多可町八千代区中野間

ABAAAA  原 去 26.02.04 よしこ 黒　2397823  菊俊土井 有田　覚

08599-5343-4 6 290 芳悠土井 77.7 菊宮土井 朝来市産 加西市別府町

ABABBA 原 雌 25.12.22 ゆきみや 黒　2275946  幸豊土井 兵庫畜産技術センター

14451-7380-9 2 266 芳悠土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

ABACBA  原 雌 26.01.15 てるとしの２ 黒原1559151  照俊土井 上田　真吾

14451-7354-0 10 265 福芳土井 81.3 幸豊土井 丹波市柏原町下小倉

BCCCCB 原 雌 26.01.16 きそひめ 黒原1237303  菊照土井 上田　真吾

14451-7377-9 8 270 千代藤土井 83.5 照長土井 丹波市氷上町横田

BACBBA 原 雌 26.01.11 こぎく 黒原1271207  菊安土井 足立　和人

14451-7317-5 7 287 千代藤土井 81.8 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

BACCBA 原 雌 25.12.25 としふく 黒原1351941 改 照菊波 足立　尚之

14451-7364-9 1 294 千代藤土井 80.4 芳山土井 丹波市青垣町大名草

AAABAA  原 雌 25.12.18 よしかね 黒原1559163  福俊土井 田中　ふみよ

13388-5937-7 1 233 芳悠土井 79.6 丸宮土井 篠山市曽地口

ABAAAA  原 去 26.02.17 ゆりか 黒　2431370  福芳土井 清水　健司

14451-7926-9 3 228 芳悠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA  原 去 26.02.22 きくやす３ 黒原1524461  照長土井 村尾　賢一

14451-7789-0 6 253 福芳土井 83.6 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABACCA 原 去 26.01.28 みつかね 黒原1368842 高 福芳土井 坂本　忠美

14451-8118-7 13 225 芳山土井 82.1 第２鶴雪土井 美方郡新温泉町丹土

BBACBA 原 去 26.02.25 たけの６の２ 黒原1127046  菊照土井 中井　雄次

12153-3760-8 5 239 菊也土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

BACCBC 去 26.02.11 つるひろ 黒原1444386  菊安土井 田中　充

14451-8718-9 1 235 芳悠土井 83.7 照一土井 香美町小代区久須部

       　 去 26.02.15 おふく 黒原1592093  福芳土井 福田　富夫
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-8038-8 9 251 芳悠土井 81.6 照長土井 香美町村岡区丸味

ABABBA 原 去 26.01.30 とき８ 黒原1299667  菊照土井 森脇　雄一

14451-8030-2 1 246 丸富土井 80.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

       　 去 26.02.04 はつみ２ 黒原1592078  菊俊土井 森脇　雄一

14451-8041-8 4 222 福芳土井 79.5 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABACBA  原 去 26.02.28 みつふく６ 黒　2363029 高 照長土井 森脇　雄一

13722-3697-4 7 218 丸富土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

BACBAA 原 去 26.03.04 ひさてる 黒　2252584  茂美波 森脇　雄一

14451-7954-2 5 264 丸富土井 80.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

AABCBA  原 去 26.01.17 おふく１０の１ 黒原1444307 高育改 谷福土井 井上　哲也

13748-3603-5 7 273 芳山土井 81.2 照長土井 香美町村岡区味取

BAACAA 原 雌 26.01.08 くみてる 黒原1331186  鶴味土井 阿瀬　稔

13841-0621-0 2 277 芳山土井 79.5 丸福土井 香美町村岡区境

BAACAA  原 雌 26.01.04 ふくつるまる 黒　2413812  福芳土井 田中　一馬

14451-8123-1 2 257 福芳土井 81.5 菊俊土井 香美町香住区丹生地

ABACCA  原 雌 26.01.24 おじろ２０の１ 黒原1524429  鶴丸土井 今西　修輔

14451-7705-0 2 288 丸富土井 80.0 照一土井 香美町小代区秋岡

AACBAA  原 雌 25.12.24 みやてる 黒原1524440  福芳土井 今井　正人

13722-3875-6 6 253 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町戸田

BCBBCA 原 雌 26.01.28 はるきく 黒原1404943  谷福土井 井上　三千男

14451-8088-3 7 275 福芳土井 80.3 照長土井 美方郡新温泉町井土

BBBCCB 原 雌 26.01.06 おじろ２ 黒原1271152  第２安鶴土井 岸　厚子

14451-8116-3 4 257 丸富土井 81.5 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

AACCAA  原 雌 26.01.24 ななひめ５の３２ 黒原1482259  福芳土井 西坂　嘉津美

12083-3056-2 1 263 芳悠土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

ABBBBA  原 雌 26.01.18 みつふくひめ 黒原1573925  菊照土井 坂本　隆子

13748-2659-3 9 243 丸富土井 83.3 照長土井 美方郡新温泉町飯野

CACBBA 原 雌 26.02.07 かずこ２ 黒原1308047  鶴丸土井 村尾　千代美
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-7100-3 5 236 福芳土井 79.8 第１満金波 宍粟市一宮町上岸田

ACACCC 　 去 26.02.14 みつなみ 黒　2289532  照菊波 大封アグリ　一宮牧場

14445-6302-1 11 246 芳山土井 81.8 菊茂土井 宍粟市一宮町東河内

AAACAA 原 去 26.02.04 ゆき９ 黒　2078764  菊照土井 小池　一博

14451-8335-8 4 252 照忠土井 80.2 福芳土井 右乳頭癒着 養父市大屋町宮本

       　 雌 26.01.29 まゆみ６ 黒原1467539  鶴丸土井 その他 寺尾　稔

13748-3460-4 10 258 芳山土井 82.6 菊伸土井 養父市大屋町蔵垣

BAABAB 原 雌 26.01.23 きぬこ 黒原1239782 改 安幸土井 上垣　耕作

14451-8158-3 3 239 宮喜 80.7 福芳土井 豊岡市宮井

CBCABA  原 雌 26.02.11 わたふく 黒原1489164 改 鶴丸土井 綿田　謙

13748-3228-0 6 263 丸宮土井 79.1 谷石土井 豊岡市但東町河本

CBAAAA 原 雌 26.01.18 たにつる 黒　2252632 改 第２安鶴土井 森井　正彦

14451-8200-9 7 240 千代藤土井 81.3 谷石土井 豊岡市中郷

BABCAA 原 去 26.02.10 はやみ 黒原1368983 改 谷福土井 新田　義孝

13841-0673-9 1 247 芳悠土井 83.1 丸宮土井 豊岡市野上

       　 去 26.02.03 かりゆしまるこ 黒原1594173  谷石土井 西垣　富夫

13748-3361-4 7 247 宮喜 83.1 福芳土井 豊岡市城崎町飯谷

CCCABA 原 去 26.02.03 ゆりひめ２ 黒原1331060 高 照長土井 北村　幸弘

13748-3240-2 2 258 福芳土井 80.3 丸福土井 豊岡市日高町知見

       　 去 26.01.23 はなこ 黒原1542188  第２照久土井 山崎　豊志

13748-3360-7 4 249 福芳土井 80.7 菊俊土井 豊岡市日高町知見

ABACCA  原 去 26.02.01 よしひめ 黒原1489153  照長土井 青山　喜春

14451-8178-1 9 248 照忠土井 81.3 鶴山土井 豊岡市出石町暮坂

BABAAA 原 去 26.02.02 あわび 黒原1221357  菊道土井 旗谷　仁志

12083-2620-6 8 227 福芳土井 81.6 光照土井 豊岡市清冷寺

ABACCC 　 去 26.02.23 まつこ 黒　2209086 改 安美土井 浅井　光澄

14451-7172-0 3 242 丸富土井 82.6 谷美土井 佐用郡佐用町口長谷

BACBBA  原 去 26.02.08 むらよし 黒　2338231  谷福土井 船引　一良
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

13584-3375-5 2 279 千代藤土井 80.0 丸富土井 相生市矢野町真広

BACBAA  原 去 26.01.02 ごいちよ２ 黒　2407216  菊俊土井 坂本　修一

14451-7211-6 12 254 芳悠土井 81.5 照長土井 赤穂市鷆和

BBBBBA 原 去 26.01.27 ゆみえ 黒原1170171  菊安土井 後藤　清二

11349-5682-9 6 266 丸宮土井 81.1 福芳土井 神戸市西区平野町印路

BCBABA 原 雌 26.01.15 おふく 黒　2253556  照長土井 神戸Ｆ（育成牧場）

14336-0452-0 5 255 丸宮土井 79.2 菊宮土井 小野市長尾町

BAAAAA  原 去 26.01.26 おかあいこ２ 黒　2319441  福芳土井 岡田　勇治

14336-0426-1 7 278 丸宮土井 80.8 谷福土井 小野市万勝寺町

CAAAAA 原 去 26.01.03 みやみつ２ 黒　2252623  菊俊土井 宮下　俊子

14451-7375-5 3 241 千代藤土井 83.3 福芳土井 丹波市市島町与戸

AABCAA  原 去 26.02.09 すぎひめ 黒原1497787  鶴丸土井 森本　康典

14451-7428-8 5 240 丸宮土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

BBBAAA  原 去 26.02.10 はるな 黒原1429654  照長土井 下山　一彦

14451-7438-7 4 222 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBAAAA  原 去 26.02.28 きくな 黒　2334640  第２安鶴土井 田中　憲蔵

14451-7382-3 11 265 福芳土井 82.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 雌 26.01.16 はまなみ 黒原1209426 高 菊安土井 上田　真吾

14451-7369-4 7 257 芳悠土井 81.0 照長土井 丹波市市島町岩戸

AAABBA  原 雌 26.01.24 ひろかず２ 黒原1370054  菊安土井 大槻　良

14348-5961-5 5 231 西杉土井 79.0 光照土井 篠山市曽地奥

       原 雌 26.02.19 いさき 黒　2285320  第２安鶴土井 岡本　栄一

13841-0644-9 3 245 芳山土井 80.3 照一土井 香美町村岡区宿

AAACAA  原 去 26.02.05 かなみや２ 黒原1524355  北宮波 上田　伸也

13841-0636-4 4 242 菊西土井 80.7 福芳土井 香美町村岡区宿

AAACBA  原 去 26.02.08 ふく 黒原1464002  第２鶴雪土井 上田　伸也

13841-0642-5 5 240 芳山土井 81.8 菊俊土井 香美町村岡区宿

AAACAA 原 去 26.02.10 ふじはる 黒原1444235  谷福土井 上田　伸也
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雌： 160 雄： 去： 195 合計 355
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10月8日

血　　統 損　　徴

14451-8049-4 6 238 菊毬土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAABAB 　 去 26.02.12 まつよ６の１ 黒原1368948 育改 茂美波 小林　操

14451-8077-7 6 249 丸宮土井 80.5 菊俊土井 香美町香住区丹生地

CBAAAA 原 去 26.02.01 きくよ 黒原1404827  谷福土井 淀　貴至

14451-8109-5 9 248 菊毬土井 81.4 福芳土井 香美町小代区東垣

ACACCC 　 去 26.02.02 こずふく 黒原1299693  菊照土井 中村　健治

14451-7937-5 1 270 福芳土井 82.3 菊西土井 香美町小代区神水

AAACBA  原 去 26.01.11 ともよし２ 黒原1524432  菊俊土井 藤原　敏和

14451-7796-8 4 240 芳悠土井 81.7 丸富土井 美方郡新温泉町多子

AABBBA  原 去 26.02.10 とみひめ 黒原1482250  茂金波 竹下　与輔

13841-0474-2 9 239 芳悠土井 82.1 照長土井 美方郡新温泉町塩山

ABBBBA 原 去 26.02.11 てるにしき 黒原1299730 高育 谷福土井 山本　智明

14451-8018-0 1 248 丸富土井 80.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 26.02.02 ぼたん１ 黒原1573926  福広土井 中井　のり子

14451-7817-0 6 256 丸富土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BABCAA 原 雌 26.01.25 あやふく 黒原1404929  第２安鶴土井 中井　丈文

14451-7806-4 6 276 丸富土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AABBBA  原 雌 26.01.05 としえ 黒原1299728  第２安鶴土井 山本　玉枝

12083-3850-6 7 241 菊也土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AACCBB 原 雌 26.02.09 はるみや 黒原1368874 高育 照長土井 田中　充

14451-8068-5 5 253 丸富土井 82.1 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AABCAA  原 雌 26.01.28 たにたかつる 黒原1404948  鶴丸土井 大田　好雄

14451-8111-8 13 244 菊毬土井 82.3 照長土井 香美町小代区貫田

AAAAAB 原 雌 26.02.06 はるみ 黒原1170066  第２安鶴土井 小林　義富

13841-0470-4 4 270 芳悠土井 81.6 茂広波 香美町村岡区長瀬

ACACCA 原 雌 26.01.11 しげひめ２ 黒　2363016  茂美波 谷渕　侑生

13748-2379-0 2 280 福芳土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABACCA  原 雌 26.01.01 きくつるみ８の６ 黒原1559113  照長土井 対中　広芳
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13748-2381-3 11 270 福芳土井 81.8 照長土井 香美町村岡区丸味

ABBBCB 原 雌 26.01.11 きくつるみ８ 黒原1237466 高 第２安鶴土井 対中　広芳

14451-8090-6 12 253 丸富土井 81.7 第２鶴雪土井 香美町村岡区神坂

CCCABB 　 雌 26.01.28 ひめつる 黒　2078752  安幸土井 伊沢　美智世

14451-7091-4 1 243 丸宮土井 80.5 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

ABABAA  原 去 26.02.07 みゆき３の３ 黒　2431381  菊俊土井 岸本　章弘

14451-8226-9 5 274 丸宮土井 79.8 福芳土井 豊岡市引野

ABAABA 原 雌 26.01.07 なおこ 黒　2334673 改 第２安鶴土井 竹村　清志

14451-8590-1 3 250 芳悠土井 81.8 菊俊土井 朝来市神子畑

AAABAA  原 雌 26.01.31 きよぎく 黒原1467549  谷福土井 仙賀　隆文

14451-8426-3 7 268 芳悠土井 82.4 照長土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 雌 26.01.13 ますなが 黒原1369076  第２安鶴土井 高橋　副武

14451-8436-2 8 259 芳山土井 83.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 雌 26.01.22 もりさき 黒原1331098  幸豊土井 高橋　副武

14451-8503-1 4 296 芳悠土井 79.2 照菊波 養父市建屋

ACACCA 原 去 25.12.16 さかえなみ 黒　2368131  北宮波 大封　健太

08600-5373-4 1 248 宮菊城 79.7 丸宮土井 朝来市和田山町安井

AAAAAA  原 去 26.02.02 きたおくまる 黒　2433977  北奥照 県北部農業技術センタ

08600-5377-2 1 241 奥人 80.6 茂広波 朝来市和田山町安井

去 26.02.09 たかつる 黒原1592312  照一土井 県北部農業技術センタ

08600-5378-9 2 238 西杉土井 80.5 宮奥城 朝来市和田山町安井

       原 去 26.02.12 みなよ 黒原1559185  福芳土井 県北部農業技術センタ

14451-8685-4 9 236 芳悠土井 81.6 照長土井 養父市森

ABABBA 原 去 26.02.14 ふさなが 黒原1299791  谷福土井 田村　正宏

14201-2072-9 5 227 福芳土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

       　 去 26.02.23 りつみきく 黒原1449840 改 幸豊土井 岩花　玉男

14201-2073-6 2 227 丸富土井 80.5 北宮波 養父市大屋町大屋市場

AABCBA  原 去 26.02.23 よしき 黒原1542209  菊安土井 岩花　希
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14451-7168-3 5 258 芳山土井 81.1 菊俊土井 佐用郡佐用町櫛田

AAACAA 原 雌 26.01.23 にしふく６ 黒原1444395  福芳土井 竹内　隆

13584-3376-2 2 275 千代藤土井 79.7 丸福土井 相生市矢野町真広

CACBAA  原 去 26.01.06 わかば４ 黒　2386900  福芳土井 坂本　修一

14451-7189-8 1 322 福芳土井 0.0 菊西土井 母牛無登録 姫路市継

        去 25.11.20 なかゆきひめ 　  谷福土井 その他 松浦　勝義

13672-3879-2 5 242 丸宮土井 80.7 福広土井 多可町八千代区中野間

BBBAAA 原 去 26.02.08 ひろこ 黒　2334703  照長土井 有田　覚

11549-1604-9 1 250 丸富土井 79.7 福芳土井 神戸市西区神出町

BBBCCA  原 去 26.01.31 よしゆき 黒　2439202  幸豊土井 池本　俊彦

14628-0470-0 1 273 宮菊城 79.4 丸宮土井 小野市広渡町

       　 雌 26.01.08 こうふく２の２ 黒　2428229  菊俊土井 前田　勇雄

13467-3303-4 3 256 芳山土井 81.0 菊俊土井 小野市昭和町

AAACAA  原 雌 26.01.25 なかゆき１０ 黒　2369447  照長土井 藤本　幹泰

14348-5955-4 5 220 丸富土井 82.1 福俊土井 篠山市佐倉

AACBBA 原 去 26.03.02 ほのか 黒　2309178  鶴長土井 三原　渉

08600-5346-8 3 288 芳悠土井 79.6 宮弘波 加西市別府町

ABBCCA  原 雌 25.12.24 のりか 黒　2374388  北宮波 兵庫畜産技術センター

13748-3326-3 1 274 芳山土井 80.2 照一土井 香美町村岡区丸味

       　 去 26.01.07 ７８きくいち 黒原1592085  丸富土井 長瀬　五一

13748-3331-7 8 260 芳山土井 80.4 照長土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 26.01.21 １９１やすもり２ 黒原1317196  第２安鶴土井 長瀬　五一

14451-7953-5 3 266 丸富土井 80.4 照一土井 香美町村岡区熊波

BACBAA  原 雌 26.01.15 てるしげ３ 黒原1524414  谷福土井 井上　哲也

14451-7690-9 5 287 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

13748-2420-9 2 338 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
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