
雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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

14451-7481-3 6 220 丸宮土井 83.5 福芳土井 丹波市青垣町檜倉

ABAABA 原 去 26.04.06 ふくなお 黒原1409613  照長土井 足立　尚之

13748-3231-0 7 274 芳悠土井 81.8 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BCABBA 原 去 26.02.11 かなえ３ 黒原1369004  照長土井 森井　正彦

13841-0494-0 6 249 芳悠土井 81.5 菊俊土井 豊岡市但東町河本

ABACCA 原 去 26.03.08 さおり５ 黒原1409424  谷福土井 森井　正彦

13841-0495-7 7 239 芳山土井 81.0 照長土井 豊岡市但東町河本

BAACAA 原 去 26.03.18 ふくじ３の１ 黒　2174609  第２照久土井 森井　正彦

14201-2352-2 2 254 芳悠土井 79.8 照美土井 朝来市和田山町土田

AAABAA  原 去 26.03.03 ふゆみ 黒　2416019  菊俊土井 川見　和秀

14451-7922-1 1 256 芳悠土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 26.03.01 つづみ 黒原1592110  福芳土井 村尾　賢一

14451-7867-5 9 253 照忠土井 81.4 菊安土井 香美町村岡区和池

BAABAA 原 去 26.03.04 ともみ３ 黒原1299633 改 菊照土井 西崎　武志

14451-7868-2 8 252 芳山土井 80.6 照長土井 香美町村岡区和池

BAABAA 原 去 26.03.05 たけちよ３ 黒原1331164  第２安鶴土井 西崎　武志

14451-7403-5 5 258 丸富土井 82.0 福広土井 丹波市春日町棚原

BACCBA  原 去 26.02.27 きよひめ３ 黒原1449594  菊照土井 山本　浩

14451-7425-7 1 269 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BBAAAA  原 去 26.02.16 ふくはな 黒　2433965  照長土井 下山　一彦

14451-7451-6 7 267 芳悠土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAABBA 原 去 26.02.18 こうふくよし 黒原1336548 高 照長土井 上田　真吾

14451-7429-5 3 270 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA  原 去 26.02.15 さちふく 黒原1524520  菊俊土井 上田　真吾

14451-7415-8 2 272 丸宮土井 81.4 芳山土井 丹波市市島町岩戸

AAAAAA  原 去 26.02.13 てるひめ 黒原1559167 改 福芳土井 大槻　良

14348-5980-6 3 238 芳山土井 80.7 照一土井 篠山市曽地口

AAABAA  原 雌 26.03.19 あいこ５ 黒　2396555  第２安鶴土井 清水　健司

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成26年11月12日

血　　統 損　　徴
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14348-6016-1 1 280 丸富土井 80.3 千代藤土井 篠山市倉本

AACCBA  原 雌 26.02.05 なつひ 黒　2431374  谷福土井 宇杉　弘

14451-8023-4 4 252 芳悠土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA  原 去 26.03.05 きくかぜ１の２ 黒原1482270  福芳土井 中井　のり子

14451-7798-2 2 245 芳悠土井 78.7 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CABAAA  原 去 26.03.12 きよひめ２ 黒　2413818  菊道土井 竹下　与輔

14451-8720-2 6 269 菊毬土井 82.5 福芳土井 香美町小代区神水

AAABBB 　 去 26.02.16 ふくてる２ 黒原1404908  照長土井 藤原　吉子

13841-0487-2 7 247 芳悠土井 83.6 福芳土井 香美町小代区東垣

ABACBA 原 去 26.03.10 おふくの１０ 黒原1368882 高育 照長土井 今井　正己

13722-3884-8 3 257 芳悠土井 82.5 菊俊土井 香美町小代区神場

AAACBA  原 去 26.02.28 さちふく４の３ 黒原1524435  福芳土井 上治　清一

13722-3705-6 8 229 丸富土井 82.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

ABCCCA 原 去 26.03.28 ふくこ１０ 黒原1299669  菊照土井 森脇　雄一

13722-3703-2 5 229 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABABBA 原 去 26.03.28 はるか３ 黒原1444328  鶴山土井 森脇　雄一

14451-8047-0 14 282 福芳土井 82.0 第２鶴雪土井 香美町村岡区丸味

BCACBB 　 去 26.02.03 みつふく３の１ 黒原1126966  照長土井 小林　操

14201-1061-4 3 252 福芳土井 80.5 照一土井 香美町村岡区池ケ平

ACABBA 去 26.03.05 ごいちよ８ 黒原1524344  照菊波 西井　秀一

14451-7576-6 1 304 芳悠土井 80.8 芳山土井 香美町村岡区村岡

AAABAA  原 雌 26.01.12 まちこ 黒原1592039  照長土井 ㈱美方ファーム

14451-7961-0 3 278 芳山土井 82.4 丸富土井 香美町村岡区熊波

       　 雌 26.02.07 おふく１０の２ 黒原1524415  福芳土井 井上　哲也

14451-7962-7 2 278 菊也土井 80.6 茂広波 香美町村岡区熊波

AACCCC 雌 26.02.07 しげはつなみ 黒原1559081  安美土井 井上　哲也

13748-3323-2 1 315 丸富土井 81.1 照一土井 香美町村岡区丸味

BACAAA  原 雌 26.01.01 ８０みつつる３ 黒原1592087  第２安鶴土井 長瀬　五一
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

12083-3060-9 10 272 菊毬土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

BBBCCC 　 雌 26.02.13 まんてん 黒原1271144 高 安幸土井 大田　好雄

12416-0601-3 9 272 芳悠土井 81.8 鶴山土井 美方郡新温泉町諸寄

ACAACA 原 雌 26.02.13 ゆき 黒原1237365 高育 照長土井 大田　好雄

13748-2487-2 9 260 丸富土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BBCCCA 原 雌 26.02.25 きよふく 黒原1239884  照長土井 県立但馬牧場公園

13722-3772-8 7 267 菊毬土井 81.0 照菊波 美方郡新温泉町塩山

AAACBC 　 雌 26.02.18 ひさてる 黒　2252567  福芳土井 山本　美香恵

14445-6301-4 16 283 丸富土井 81.1 照長土井 宍粟市一宮町東河内

BACCBA 原 雌 26.02.02 てるまさ 黒原1007268 高 谷福土井 小池　一博

14451-8452-2 3 265 芳悠土井 80.4 丸福土井 養父市大屋町若杉

CABAAA  原 雌 26.02.20 きみどり 黒原1489236  第２安鶴土井 高橋　本明

14451-8456-0 4 263 丸富土井 79.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BABCBA  原 雌 26.02.22 おたね 黒　2368135  福芳土井 高橋　大樹

13748-3463-5 4 271 丸宮土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BBAAAA  原 雌 26.02.14 ともふく 黒原1489228  照長土井 上垣　勇吾

14451-8682-3 6 283 丸富土井 81.1 照長土井 養父市森

BACCBA 原 雌 26.02.02 ふさてる 黒原1331083  谷福土井 田村　正宏

14201-2071-2 5 269 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

ABAAAA 原 雌 26.02.16 たまの 黒原1449837  照長土井 岩花　玉男

14451-8659-5 3 292 丸富土井 81.2 福芳土井 養父市八鹿町高柳

AAACBA  原 雌 26.01.24 すずよし 黒原1528529  鶴丸土井 但馬農高

14451-8543-7 3 281 芳悠土井 80.3 菊俊土井 朝来市和田山町野村

       　 去 26.02.04 みつひめとし９ 黒原1508021  福広土井 宮田　貴身仁

13841-0670-8 2 304 丸富土井 81.1 福広土井 豊岡市野上

       　 去 26.01.12 きくやす２３ 黒原1561849  菊俊土井 西垣　富夫

14451-8228-3 2 281 芳悠土井 80.7 菊西土井 豊岡市引野

       　 去 26.02.04 あいこ 黒原1561847  福芳土井 竹村　清志
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14201-1823-8 2 273 丸富土井 82.1 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AABCBA  原 去 26.02.12 はるか 黒原1489166  第２安鶴土井 小牧　伸典

14201-1819-1 6 283 丸宮土井 81.2 北宮波 豊岡市但東町高竜寺

BBBBBA 原 去 26.02.02 もりみや３ 黒原1331070 育改 照長土井 小牧　成基

14451-7163-8 8 298 丸宮土井 81.5 照長土井 佐用郡佐用町金屋

CBCAAA 原 雌 26.01.18 とのふく３ 黒　2171641 高 谷福土井 大西　功

14451-7170-6 12 281 丸富土井 81.6 第２鶴雪土井 佐用郡佐用町福中

CBCBBB 　 雌 26.02.04 まさゆき２ 黒　2078785  安谷土井 吉田　朝雄

14451-7206-2 1 285 丸宮土井 81.0 福芳土井 神崎郡神河町猪篠

AAAAAA  原 雌 26.01.31 はるこ３ 黒　2432158  照長土井 藤原　孝作

13672-3876-1 4 283 芳悠土井 80.8 光照土井 多可町八千代区中野間

AAABBA  原 雌 26.02.02 としみつ 黒　2343517  菊俊土井 有田　覚

11349-6137-3 1 293 芳山土井 80.4 照一土井 神戸市西区神出町

       　 雌 26.01.23 いちきく 黒　2439203  菊俊土井 池本　俊彦

14628-0473-1 3 270 芳山土井 79.5 菊俊土井 小野市広渡町

AAACAA  原 去 26.02.15 こうふく２ 黒　2347333  谷福土井 前田　勇雄

14628-0475-5 2 268 照一土井 82.0 福芳土井 小野市広渡町

BABBAA  原 去 26.02.17 ふくひめ 黒原1559157  鶴丸土井 前田　勇雄

14451-7393-9 1 266 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市氷上町小谷

       　 雌 26.02.19 ななひめきくの１ 黒原1592288  菊俊土井 細見　忠和

14451-7448-6 8 271 芳悠土井 82.3 照長土井 丹波市春日町鹿場

BACBBA 原 雌 26.02.14 てるあき 黒原1342775  谷美土井 井上　完一

14451-7410-3 9 258 福芳土井 81.5 照長土井 丹波市市島町下竹田

ABBCBA 原 雌 26.02.27 まさひめ２ 黒原1300045  谷福土井 須原　芳夫

14451-7388-5 4 275 丸富土井 81.6 福芳土井 丹波市山南町北和田

AABCBA 原 雌 26.02.10 さつき３の３ 黒原1449561  菊安土井 松浪　三千美

14348-5940-0 2 272 丸宮土井 79.1 菊俊土井 篠山市今田町市原

BAAAAA  原 去 26.02.13 ほのか 黒　2410385  福芳土井 古家後　康夫
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13841-0656-2 12 257 福芳土井 81.8 照長土井 香美町村岡区宿

ABBBBA 原 去 26.02.28 てるふく５ 黒原1170028  第２安鶴土井 上田　伸也

13722-4007-0 3 244 菊西土井 80.1 福芳土井 香美町村岡区宿

AABBBA  原 去 26.03.13 かずよし 黒原1524351  照長土井 上田　伸也

13722-4206-7 2 240 芳山土井 81.0 菊西土井 香美町村岡区高津

AAACAA  原 去 26.03.17 きくゆき 黒原1559092  谷福土井 田中　博文

13841-0624-1 6 302 丸富土井 79.3 菊俊土井 香美町村岡区境

BABBAA 原 去 26.01.14 たかふく 黒　2252581 福芳土井 田中　一馬

13722-4101-5 4 241 芳悠土井 82.1 丸福土井 香美町小代区新屋

BAABAA  原 去 26.03.16 ここ 黒原1482207  菊波土井 中村　芳老

13722-4135-0 2 244 丸富土井 82.1 照美土井 香美町小代区佐坊

AABCBA  原 去 26.03.13 よしみ 黒原1559098  福芳土井 本上　純也

14451-7908-5 2 214 菊毬土井 80.5 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAABAB 去 26.04.12 うめひめ 黒原1559117  鶴丸土井 中西　円吉

13722-3726-1 3 255 芳山土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 26.03.02 まつふく 黒原1524407  照長土井 村尾　和広

14451-7790-6 10 260 福芳土井 82.0 菊重土井 美方郡新温泉町飯野

ACACCC 　 雌 26.02.25 ともみ２ 黒原1170103 改 安谷土井 坂本　庸二

14451-7794-4 5 284 丸富土井 80.7 照豊土井 美方郡新温泉町多子

CACBBA 原 雌 26.02.01 てるみや 黒原1404914  菊安土井 竹下　与輔

12083-2883-5 2 260 福芳土井 80.2 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA  原 雌 26.02.25 ひめゆき５ 黒原1559144  照長土井 中村　文吾

14451-8112-5 5 275 丸富土井 80.5 菊俊土井 香美町小代区貫田

AABCBA 原 雌 26.02.10 きみよ１ 黒原1444322  福芳土井 小林　義富

14451-8085-2 6 241 丸宮土井 80.8 福芳土井 香美町香住区三谷

AAAAAA 原 雌 26.03.16 おしげ 黒原1404822  菊安土井 清水　容和

14451-8057-9 6 282 丸富土井 80.7 福芳土井 香美町村岡区丸味

BACCBA 原 雌 26.02.03 ひろまさてる３ 黒原1404871  照長土井 対中　広芳
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-8091-3 9 294 丸富土井 80.8 鶴山土井 香美町村岡区神坂

AACBBA 原 雌 26.01.22 ふくやま 黒　2174532 高 谷福土井 伊沢　正一

14451-7102-7 7 246 丸宮土井 79.3 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

CBBBBA 原 去 26.03.11 こゆき３ 黒　2247575  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

14451-8196-5 3 288 丸宮土井 80.8 福芳土井 豊岡市中郷

ACAABA  原 雌 26.01.28 もみじ 黒原1467504  鶴山土井 新田　義孝

14451-8197-2 3 288 芳悠土井 82.0 福広土井 豊岡市中郷

       　 雌 26.01.28 ふくみ２の１ 黒原1528499  菊俊土井 新田　義孝

13841-0681-4 12 291 千代藤土井 82.6 谷福土井 豊岡市竹野町三原

BABCAA 原 雌 26.01.25 さくら 黒原1007381 育改 安美土井 加悦　大三郎

13841-0705-7 2 263 丸宮土井 82.0 宮奥城 豊岡市竹野町須野谷

BBBAAA  原 雌 26.02.22 きくみや 黒原1561862 改 谷美土井 田中　寛

12083-2674-9 7 241 福芳土井 82.2 光照土井 豊岡市清冷寺

AAABBB 原 雌 26.03.16 よしみ 黒原1368986 高 谷美土井 浅井　光澄

13841-0686-9 5 254 芳悠土井 82.8 宮奥城 豊岡市城崎町飯谷

AABAAA 原 雌 26.03.03 のぶみや 黒原1449814  菊伸土井 北村　幸弘

13748-3490-1 3 261 丸宮土井 83.8 福芳土井 養父市養父市場

       　 去 26.02.24 ふくとしの１ 黒　2393913  菊俊土井 吉村　英之

14451-8337-2 5 293 丸富土井 81.2 福広土井 同性複数産子 養父市大屋町宮本

BACCBA 原 去 26.01.23 ひでよし４ 黒原1409478  照長土井 寺尾　智也

14451-8449-2 3 262 丸宮土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA  原 去 26.02.23 のぞむら 黒　2368134 改 福芳土井 高橋　副武

14451-8455-3 8 255 芳悠土井 83.3 幸豊土井 養父市大屋町若杉

BCACCA 原 去 26.03.02 のりとよ 黒原1299820  谷美土井 高橋　本明

14201-2070-5 3 254 芳悠土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

ABAABA  原 去 26.03.03 はなまる 黒原1528540  照長土井 岩花　玉男

14451-7166-9 2 290 照一土井 82.3 丸富土井 佐用郡佐用町平谷

BACBAA  原 去 26.01.26 おかとよまる 黒　2411874  光照土井 安岡　林
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-7215-4 4 273 丸宮土井 80.4 照長土井 佐用郡佐用町横坂

BBBAAA  原 雌 26.02.12 ひまわり 黒　2369438  谷福土井 横坂共栄農場

14105-6831-9 2 287 丸宮土井 80.6 照也土井 姫路市夢前町新庄

BABAAA  原 雌 26.01.29 きくふくなな 黒　2413846  菊俊土井 西影　昌久

14105-6832-6 3 276 丸宮土井 80.5 福広土井 姫路市夢前町新庄

BBBAAA  原 雌 26.02.09 ちあき７ 黒　2402145  照長土井 西影　昌久

13592-3746-8 7 242 丸宮土井 81.0 福芳土井 加西市常吉町

AAAAAA 原 去 26.03.15 よしつる 黒原1368973  北宮波 県立農業大学校

14628-0490-8 7 240 丸宮土井 79.8 鶴山土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 去 26.03.17 いつひめ 黒　2252625  谷福土井 岡田　秀子

14451-7479-0 9 236 丸宮土井 83.8 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

BCAABA 　 去 26.03.21 せいか 黒原1300028  谷福土井 足立　尚之

13841-0496-4 2 231 千代藤土井 78.4 丸福土井 豊岡市但東町河本

CACBAA  原 去 26.03.26 ふくてる 黒　2402119 改 照菊波 森井　正彦

13722-4727-7 4 230 丸富土井 81.0 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AABCBA 原 去 26.03.27 てるふく 黒原1489174  福芳土井 森井　正彦

13722-4732-1 1 218 芳悠土井 81.0 照一土井 豊岡市但東町河本

BABAAA  原 去 26.04.08 てるとよ 黒原1594182  谷福土井 森井　正彦

14451-7865-1 5 259 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区和池

AAABAA 原 去 26.02.26 ふくこ 黒原1444228  福芳土井 西崎　武志

14451-7925-2 4 252 芳悠土井 79.7 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BBACBA 原 去 26.03.05 にしきまる 黒　2363034  福広土井 村尾　賢一

14451-7454-7 9 238 芳山土井 81.3 北宮波 丹波市春日町鹿場

AAACAA 原 去 26.03.19 こみや 黒原1247797  照菊波 田川　良一

14451-7430-1 6 274 福芳土井 81.4 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

ABACCB 　 去 26.02.11 ごいちよ３ 黒原1369060  谷福土井 上田　真吾

14451-7397-7 4 277 丸宮土井 81.4 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA  原 去 26.02.08 きくふく 黒原1449552  菊俊土井 上田　真吾
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-7404-2 5 254 芳悠土井 79.5 菊俊土井 丹波市春日町棚原

AAACBA  原 去 26.03.03 たてふく８ 黒　2334648  谷福土井 山本　浩

14451-7371-7 5 284 丸宮土井 82.0 福広土井 丹波市市島町岩戸

BBAAAA 原 去 26.02.01 てつしげ０８ 黒原1429658  安幸土井 大槻　良

14348-5976-9 1 255 西杉土井 78.8 照一土井 篠山市曽地奥

       原 去 26.03.02 あせむ 黒　2442901  照長土井 岡本　栄一

14348-5989-9 1 244 丸宮土井 80.6 照一土井 篠山市小原

BBAAAA  原 雌 26.03.13 かねひら 黒　2431372  福芳土井 勝木　清市

14451-7821-7 11 260 芳悠土井 81.5 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BCBCCA 原 去 26.02.25 おじろ２ 黒原1237396  菊照土井 中井　丈文

13722-3868-8 2 250 菊西土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町丹土

AAACAA  原 去 26.03.07 ななひめ５の７ 黒原1559119  照長土井 西坂　嘉津美

14451-8722-6 12 253 芳悠土井 81.3 照長土井 香美町小代区神水

ACAABA 原 去 26.03.04 ゆきてる２ 黒原1206241  谷福土井 藤原　敏和

13722-3756-8 11 261 福芳土井 81.1 第２照久土井 香美町小代区東垣

BCCBCA 　 去 26.02.24 みつひめ２ 黒　2110255 改 照長土井 中村　まゆみ

14451-8039-5 3 269 丸富土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

BABCBA  原 去 26.02.16 みつえ３ 黒原1524398  越照波 森脇　薫明

13722-3699-8 3 247 芳悠土井 80.8 丸福土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 去 26.03.10 ふくさと３ 黒原1524397  福芳土井 森脇　薫明

13722-3701-8 7 241 芳山土井 82.4 丸富土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 26.03.16 たかとよ４ 黒原1368951  第２安鶴土井 森脇　雄一

14451-8050-0 8 258 菊毬土井 82.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

ABABBB 　 去 26.02.27 きくつるみ８ 黒原1331201 高 照長土井 小林　操

13722-4146-6 1 259 鶴神土井 80.4 照也土井 香美町村岡区黒田

CBCAAA 雄 26.02.26 ながひめ 黒原1592043  照長土井 長岡　直美

13841-0482-7 3 269 照忠土井 81.7 福芳土井 香美町村岡区神坂

AABBAA  原 雌 26.02.16 あきよ 黒原1524384  照長土井 伊沢　栄一
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13748-3329-4 1 295 丸富土井 81.6 照一土井 香美町村岡区丸味

BACAAA  原 雌 26.01.21 ７９もりひめ４ 黒原1592086  第２安鶴土井 長瀬　五一

14451-8124-8 6 282 芳悠土井 81.7 菊俊土井 香美町香住区丹生地

AAACCA 原 雌 26.02.03 きくひさ 黒原1404824  照長土井 今西　修輔

13722-3777-3 4 254 丸富土井 81.4 菊俊土井 香美町小代区大谷

BACCBA  原 雌 26.03.03 ますみや 黒原1482221 高 照長土井 増田　丹

14451-7849-1 3 275 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

ABBBCA  原 雌 26.02.10 おおみぞの５ 黒原1524505  谷福土井 福井　強

13722-3791-9 1 272 芳山土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 雌 26.02.13 てるひろ 黒原1592105  照長土井 野田　良之

14451-7766-1 11 224 芳悠土井 81.3 照菊波 美方郡新温泉町岸田

ABACCA 原 雌 26.04.02 ちえぎく 黒原1206192 高改 菊安土井 田中　孝広

14445-6310-6 5 227 丸宮土井 81.3 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

BBABBA  原 去 26.03.30 ふくもち 黒　2338226  菊道土井 小池　一博

14201-2349-2 3 281 丸宮土井 81.0 菊俊土井 乳頭数不足 朝来市和田山町土田

       　 雌 26.02.04 てるみや５ 黒原1449856  鶴丸土井 その他 川見　和秀

14451-8540-6 7 295 芳悠土井 82.2 菊俊土井 朝来市和田山町野村

ABBBBA 原 雌 26.01.21 みやすず６ 黒原1369067 高改 照長土井 宮田　貴身仁

14451-8660-1 6 285 丸富土井 84.0 菊俊土井 養父市八鹿町高柳

AABCBA 原 雌 26.01.31 みゆきく 黒原1409447  福芳土井 但馬農高

14451-8663-2 1 280 丸富土井 82.3 芳山土井 養父市八鹿町高柳

       　 雌 26.02.05 おふく２の１ 黒原1561875  菊俊土井 但馬農高

14451-8683-0 5 267 芳山土井 81.5 照一土井 養父市森

AAABAA 原 雌 26.02.18 まきいち 黒原1467531  福芳土井 田村　正宏

14451-8462-1 4 263 芳悠土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

ABACBA  原 雌 26.02.22 まるかつ 黒原1489239  鶴丸土井 高橋　副武

14451-8460-7 3 262 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA  原 雌 26.02.23 なかよし 黒原1528560  照長土井 高橋　大樹
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-8339-6 3 251 芳悠土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町宮本

ABABBA  原 雌 26.03.06 はなきく 黒原1528542  鶴山土井 寺尾　稔

14451-8340-2 5 246 芳山土井 79.6 照一土井 養父市大屋町宮本

AAABAA 原 去 26.03.11 よしひさ０８ 黒　2334681  谷福土井 寺尾　和敏

13748-3465-9 2 268 丸宮土井 80.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

       　 去 26.02.17 ともぎく１ 黒原1561893  菊俊土井 上垣　勇吾

13748-3379-9 6 247 芳山土井 80.0 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA 原 去 26.03.10 さとみ 黒原1369033  茂金波 岩花　玉男

13722-4897-7 2 267 福芳土井 80.8 菊俊土井 養父市建屋

ABACBA  原 去 26.02.18 きくや 黒原1561881  照長土井 野中　稔

13841-0674-6 4 273 丸宮土井 80.6 菊俊土井 豊岡市野上

BBAAAA  原 去 26.02.12 きくやす２１ 黒原1489161 高育 谷福土井 西垣　富夫

14451-8202-3 4 266 芳悠土井 80.2 丸福土井 豊岡市中郷

BBBBBA 原 去 26.02.19 あおい 黒　2368113  照長土井 新田　義孝

14451-7221-5 1 261 芳悠土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

ABABBA  原 去 26.02.24 たけかめ 黒　2437586  照長土井 竹田　瞳

14451-7226-0 5 269 芳山土井 80.8 光照土井 佐用郡佐用町豊福

BAABAA 原 去 26.02.16 ぺいんと 黒　2289523  第２安鶴土井 松本　義和

13627-0648-7 4 256 丸宮土井 80.0 福広土井 神崎郡市川町保喜

BBAAAA 原 雌 26.03.01 まちふく 黒　2347313  菊俊土井 松岡　千津子

13484-2033-8 3 269 丸宮土井 80.5 菊西土井 神戸市北区淡河町神田

BBBAAA  原 去 26.02.16 ふくにし 黒　2393955  谷福土井 奥下　均

14628-0529-5 7 285 芳山土井 81.2 照長土井 小野市万勝寺町

AAACAA 原 雌 26.01.31 たかてる 黒原1342771 高 安谷土井 五島　貴

14451-7392-2 6 268 丸宮土井 81.3 福広土井 丹波市氷上町小谷

ABAABA 原 雌 26.02.17 よしふく２ 黒原1409610  谷福土井 細見　忠和

14451-7409-7 10 261 芳悠土井 80.0 北宮波 丹波市市島町下竹田

ABACCA 原 雌 26.02.24 まさみや 黒原1239877 改 照長土井 須原　芳夫

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140



雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-7432-5 3 242 丸宮土井 80.4 福芳土井 丹波市柏原町石戸

ABABAA  原 雌 26.03.15 さくら 黒原1524518  光照土井 徳田　順彦

14451-7424-0 8 241 福芳土井 81.2 菊俊土井 丹波市柏原町柏原

ABACCA 原 去 26.03.16 まいこ４ 黒原1336570 高 谷美土井 下山　一彦

14451-7458-5 2 233 芳山土井 80.8 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

AAABAA  原 去 26.03.24 ふくよ 黒原1559182  福俊土井 井上　完一

14348-5941-7 3 243 福芳土井 80.3 菊俊土井 篠山市今田町市原

ABACCA  原 去 26.03.14 きみどり 黒　2380526  谷福土井 古家後　康夫

14451-7958-0 14 291 丸富土井 82.0 幸豊土井 香美町村岡区熊波

BBCBBA 原 去 26.01.25 ふくゆき 黒原1126942 高 安谷土井 井上　哲也

14451-7959-7 6 290 丸富土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BACCBA 原 去 26.01.26 ふくつる２ 黒原1404879 高育 照長土井 井上　哲也

13722-3790-2 4 247 芳悠土井 81.0 丸福土井 香美町村岡区川会

CABBAA  原 去 26.03.10 ときふく８の２ 黒原1482180  照長土井 谷　俊一

13841-0468-1 10 311 芳山土井 81.1 第２照久土井 香美町村岡区長瀬

CAABAA 　 去 26.01.05 みつふく４ 黒原1237360  菊照土井 谷渕　侑生

14451-8103-3 5 267 芳山土井 84.0 福広土井 香美町小代区東垣

AAACAA 原 去 26.02.18 おおみぞ２ 黒原1404902  福芳土井 今井　正己

13841-0484-1 4 258 丸富土井 82.8 福芳土井 香美町小代区東垣

AAACBA 原 去 26.02.27 まさひめ 黒原1482216  菊俊土井 今井　正己

12170-3399-7 2 258 菊也土井 79.1 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AACCBC 去 26.02.27 ふくちよ２ 黒　2413828  安千代土井 田中　充

13722-3773-5 1 251 芳悠土井 80.0 照一土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA  原 去 26.03.06 ひさよしまる 黒原1605627  鶴丸土井 山本　美香恵

12083-3579-6 1 278 芳悠土井 80.4 照一土井 美方郡新温泉町海上

ABAAAA  原 去 26.02.07 みつふくてる 黒原1592122  福芳土井 植田　秀作

14451-7921-4 1 269 芳山土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 雌 26.02.16 てるひめ 黒　2433940  菊俊土井 村尾　賢一
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-7927-6 4 245 丸富土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA  原 雌 26.03.12 あんみつ２ 黒原1482278  照長土井 村尾　高司

13722-3746-9 5 270 芳山土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町高山

AAACAA 原 雌 26.02.15 ゆきこ 黒原1444346  谷福土井 西村　英明

12083-2801-9 3 249 福芳土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

ABACCA  原 雌 26.03.08 ゆきひめ５ 黒原1524483  照長土井 中村　文吾

13722-3905-0 3 256 菊毬土井 81.1 丸福土井 香美町小代区神場

CAABAA  原 雌 26.03.01 ゆきふく１ 黒原1524436  谷福土井 上治　秀正

13841-0626-5 7 277 丸富土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区境

BBBCBA 原 雌 26.02.08 てるこ３ 黒原1368935 改 幸豊土井 田中　一馬

14451-7563-6 3 275 芳悠土井 80.0 丸福土井 香美町村岡区村岡

       　 雌 26.02.10 まるこ 黒原1524394  福芳土井 ㈱美方ファーム

12416-0604-4 9 246 芳山土井 81.1 照丸土井 香美町村岡区中大谷

BAABAA 原 雌 26.03.11 ゆきてる 黒原1237420  幸豊土井 藤岡　義久

14451-7104-1 9 266 芳悠土井 82.5 照長土井 宍粟市波賀町道谷

AABCBA 原 雌 26.02.19 たつふみ１ 黒　2123448  谷福土井 岸本　章弘

13841-0489-6 5 275 照忠土井 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 雌 26.02.10 ゆきふく 黒原1369003 育 第２鶴雪土井 森井　正彦

14451-8159-0 4 268 宮喜 81.0 谷石土井 豊岡市宮井

CBCAAA  原 雌 26.02.17 きく２ 黒　2334675 育改 第２安鶴土井 綿田　正人

08600-5369-7 1 286 富亀土井 80.3 宮奥城 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.01.30 ふくしろみや 黒　2433978  照城波 県北部農業技術センタ

08600-5379-6 2 273 西杉土井 80.6 北谷松 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.02.12 たにまみや 黒原1535104  北宮波 県北部農業技術センタ

14451-8179-8 5 252 芳山土井 81.2 光照土井 豊岡市出石町暮坂

AAACBB 原 雌 26.03.05 いずみの２ 黒原1409420  谷美土井 旗谷　仁志

13841-0685-2 6 254 芳悠土井 82.1 照明土井 豊岡市出石町百合

AAAAAA 原 雌 26.03.03 きよむすめ 黒原1409419 育 谷福土井 松嶋　笑子
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13841-0660-9 3 245 丸宮土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

CBAAAA  原 去 26.03.12 ひかり 黒原1528514  照長土井 山本　憲一

13722-4686-7 11 256 福芳土井 83.2 照長土井 豊岡市但東町高竜寺

ABBCCC 　 去 26.03.01 ゆうか９ 黒原1172280 改 安谷土井 小牧　伸典

14201-1822-1 14 272 福芳土井 83.6 照長土井 豊岡市但東町高竜寺

ABCBCB 　 去 26.02.13 まりこ 黒原1129040 高 安美土井 小牧　伸典

14451-8230-6 7 275 丸富土井 81.2 福芳土井 豊岡市引野

AACBBA 原 去 26.02.10 たかみ 黒原1368985 改 鶴山土井 竹村　清志

13841-0698-2 8 254 丸宮土井 81.0 照長土井 豊岡市竹野町三原

BBAAAA 原 去 26.03.03 ぼたん５ 黒原1331062 高改 谷福土井 加悦　大三郎

13841-0679-1 4 264 丸宮土井 82.7 菊俊土井 豊岡市城崎町飯谷

       　 去 26.02.21 ふくひめ６ 黒原1489165  照長土井 北村　幸弘

13841-0703-3 7 263 丸宮土井 81.3 照長土井 豊岡市但東町唐川

CBBAAA 原 去 26.02.22 まゆ 黒原1249386 育 谷福土井 中儀　吉郎

14451-7171-3 3 283 照一土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町櫛田

BABAAA  原 雌 26.02.02 第５てるみや 黒　2386899  菊照土井 竹内　隆

14451-7227-7 1 253 照一土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

BACAAA  原 去 26.03.04 みつふくと 黒　2437588  第２照久土井 吉田　朝雄

14362-3040-5 3 255 芳山土井 77.8 菊俊土井 姫路市林田町山田

       　 雌 26.03.02 むつき 黒　2402142  鶴山土井 上田　守

13672-3877-8 3 282 照一土井 80.1 福芳土井 多可町八千代区中野間

       　 雌 26.02.03 はなこ 黒　2380581  菊俊土井 有田　覚

14628-0478-6 1 259 宮菊城 80.2 照一土井 小野市広渡町

AAABAA  原 去 26.02.26 そのきく１ 黒　2428232  菊俊土井 前田　勇雄

14628-0480-9 4 257 福芳土井 79.4 照長土井 小野市広渡町

ABBCBA 原 去 26.02.28 ちずる７ 黒　2362258  第２鶴雪土井 前田　勇雄

14451-7406-6 3 275 芳悠土井 84.2 福芳土井 丹波市春日町棚原

ABABBA  原 雌 26.02.10 みやふくよし 黒原1524555  照長土井 山本　浩
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-7400-4 6 274 丸宮土井 82.8 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BCAABA 原 雌 26.02.11 ますよし 黒原1370034  第２安鶴土井 上田　真吾

14451-7398-4 4 284 福芳土井 81.1 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

ABACBA 原 雌 26.02.01 はつふく 黒原1482294  菊安土井 上田　真吾

14451-7446-2 1 265 芳悠土井 80.3 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

       　 雌 26.02.20 ゆりあ 黒原1592289  菊俊土井 前田　貴雄

14451-7370-0 3 284 丸宮土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

BCAABA  原 雌 26.02.01 きみよし 黒原1524542  幸豊土井 大槻　良

14348-5981-3 4 242 丸富土井 81.3 福広土井 篠山市曽地口

AACCBA  原 去 26.03.15 ひとみ 黒　2360075  鶴丸土井 清水　健司

14348-5957-8 4 235 千代藤土井 80.8 福芳土井 篠山市郡家

AABCBA 原 去 26.03.22 きよちよ３の２ 黒　2347277  照長土井 松浦　俊明

14451-7787-6 9 252 芳悠土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町海上

BABBAA 原 去 26.03.05 ちはる６の２ 黒原1271191 高育 菊安土井 尾崎　喜代美

14451-7811-8 5 255 芳山土井 82.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 去 26.03.02 ななひめてる２ 黒原1444371  福芳土井 寺谷　進

13722-3727-8 8 249 芳悠土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 去 26.03.08 ふくこ 黒原1331273  菊安土井 村尾　千代美

14451-7799-9 8 241 丸富土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AABAAA 原 去 26.03.16 つるひめ 黒原1331250 高 照長土井 竹下　与輔

13722-3779-7 11 241 芳山土井 81.4 幸豊土井 香美町小代区大谷

BAABAA 原 去 26.03.16 きんつる２の８ 黒原1206239  菊照土井 増田　丹

13722-4185-5 5 269 芳山土井 80.0 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAACAA 原 去 26.02.16 いすづ 黒原1423396  鶴丸土井 今井　正人

14451-8078-4 3 277 丸富土井 80.2 福芳土井 香美町香住区丹生地

AACCBA  原 去 26.02.08 さちふく 黒原1524430  照長土井 淀　貴至

13722-4205-0 6 227 福芳土井 81.8 菊俊土井 香美町村岡区高津

ABACBA 原 去 26.03.30 みゆき 黒原1404882  照長土井 田中　博文
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-8059-3 9 250 芳悠土井 81.8 照長土井 香美町村岡区丸味

ABBBBA 原 去 26.03.07 ななこ 黒原1299664  谷福土井 対中　広芳

14451-7869-9 2 251 西杉土井 80.6 福芳土井 右腰に大輪 香美町村岡区和池

雌 26.03.06 あき５ 黒原1559041  鶴光土井 その他 西崎　武志

14451-7941-2 7 285 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAABAA 原 雌 26.01.31 としみ 黒原1368892  第２鶴雪土井 伊沢　正一

14451-8046-3 5 273 丸富土井 81.7 福芳土井 香美町村岡区丸味

BACBBA 原 雌 26.02.12 みつふく 黒原1444341  照長土井 小林　智子

13748-3330-0 7 295 照忠土井 80.1 第２安鶴土井 香美町村岡区丸味

CABAAA 原 雌 26.01.21 ７ゆきてる２ 黒原1350003  照長土井 長瀬　五一

14451-8719-6 1 280 菊毬土井 81.6 芳山土井 香美町小代区神水

       　 雌 26.02.05 まつふく 黒原1592096  照長土井 藤原　吉子

12083-5515-2 8 264 福芳土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

ABACCB 原 雌 26.02.21 てるみつ 黒原1331298  菊安土井 田中　充

13722-4416-0 12 270 福芳土井 81.4 茂金波 美方郡新温泉町熊谷

ABAABB 原 雌 26.02.15 みゆきの３ 黒　2041086 育 安幸土井 山本　賢一

13748-2486-5 3 257 福芳土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

BBACBA  原 雌 26.02.28 まるてる 黒原1524456  照谷土井 県立但馬牧場公園

14451-7101-0 3 264 芳山土井 80.5 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

AAABAA  原 去 26.02.21 ふくいち 黒原1489251  菊安土井 大封アグリ　一宮牧場

14451-8440-9 4 283 芳悠土井 82.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

ABABBA  原 雌 26.02.02 うめまつ 黒原1489241  照長土井 高橋　副武

14451-8446-1 13 272 丸富土井 81.6 谷福土井 養父市大屋町若杉

BBCCCA 原 雌 26.02.13 そのふく１ 黒原1172239  菊照土井 高橋　副武

14451-8454-6 4 270 富亀土井 80.6 福広土井 養父市大屋町若杉

       原 雌 26.02.15 ますこ 黒原1489237  第２安鶴土井 高橋　副武

13748-3467-3 6 267 丸富土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AABBBA 原 雌 26.02.18 ともよし 黒原1347510  第２鶴雪土井 上垣　勇吾
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-8688-5 7 260 福芳土井 82.0 菊俊土井 養父市森

ABACCB 原 雌 26.02.25 ふさとし 黒　2252637  鶴山土井 田村　正宏

14451-8338-9 5 254 芳山土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町宮本

AAACAA 原 雌 26.03.03 まつひめ 黒原1449842  谷福土井 寺尾　稔

13748-3378-2 4 252 千代藤土井 80.1 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

AACAAA  原 去 26.03.05 あきよし 黒原1489218  照明土井 岩花　希

13841-0675-3 2 272 芳悠土井 81.2 丸福土井 豊岡市野上

BAABAA  原 去 26.02.13 まるか 黒原1561850  福芳土井 西垣　富夫

12083-2730-2 2 225 菊俊土井 82.1 福芳土井 豊岡市清冷寺

BBBCCB 去 26.04.01 しげよ 黒原1561848  照長土井 浅井　一二

14451-8231-3 5 266 丸宮土井 80.3 福芳土井 豊岡市引野

BBAAAA  原 去 26.02.19 あいよし０８ 黒原1449804  照長土井 竹村　清志

14201-1848-1 9 244 福芳土井 81.8 鶴山土井 豊岡市但東町中藤

ACACCB 　 去 26.03.13 きくつる 黒原1282639 高 菊照土井 百合　俊夫

14201-1754-5 2 269 丸富土井 81.1 芳山土井 豊岡市但東町佐々木

AAACAA  原 去 26.02.16 としやま 黒　2416012  菊俊土井 西　幸信

14451-8156-9 3 279 宮喜 81.7 照也土井 豊岡市宮井

CACAAA  原 去 26.02.06 たにたかなり 黒原1507992  福広土井 綿田　正人

14451-7230-7 3 244 芳悠土井 80.5 照一土井 佐用郡佐用町佐用

ABAAAA  原 去 26.03.13 ふくてる 黒　2388883  鶴山土井 盛崎　政寿美

14451-7232-1 4 241 福芳土井 81.0 照長土井 佐用郡佐用町横坂

ABACCB 去 26.03.16 れんげ 黒　2369439  菊照土井 横坂共栄農場

14105-6833-3 5 256 丸宮土井 80.0 福広土井 姫路市夢前町新庄

BBAAAA 原 去 26.03.01 みやみつ３１ 黒　2329923  照長土井 西影　昌久

13627-0647-0 4 270 丸富土井 80.7 菊俊土井 神崎郡市川町保喜

BACCBA  原 去 26.02.15 きくきよ 黒　2347315  第２鶴雪土井 松岡　千津子

11549-1605-6 1 262 芳悠土井 80.2 照一土井 神戸市西区神出町

ABABBA  原 雌 26.02.23 いちふく 黒　2439204  福芳土井 池本　俊彦
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14628-0488-5 7 242 芳悠土井 78.5 福俊土井 小野市長尾町

ABBABA 原 去 26.03.15 みやさかえ４ 黒　2252624  照長土井 岡田　勇治

14451-7457-8 8 242 丸富土井 81.4 福俊土井 丹波市春日町鹿場

BACBAA 原 去 26.03.15 としかず 黒原1342776  菊照土井 井上　完一

14451-7384-7 8 283 芳山土井 80.1 菊俊土井 丹波市柏原町石戸

AAACBA 原 去 26.02.02 きよちよ２ 黒原1271198  菊照土井 徳田　順彦

14451-7482-0 13 217 芳山土井 81.2 照菊波 丹波市青垣町檜倉

AAACBA 原 去 26.04.09 みさち１ 黒原1126899  第２安鶴土井 足立　尚之

14451-7407-3 12 263 芳悠土井 81.5 鶴丸土井 丹波市春日町鹿場

BBBBBA 原 去 26.02.22 ひろみ 黒原1190858  菊照土井 田川　良一

13656-7145-4 4 249 丸宮土井 81.4 福芳土井 丹波市市島町乙河内

       　 去 26.03.08 みぞえ３ 黒原1467444  照長土井 荻野　浩

14348-6018-5 2 261 照忠土井 81.0 福芳土井 篠山市乾新町

       　 去 26.02.24 あすみ 黒　2396554  菊俊土井 小西　弘

13722-3788-9 12 243 芳悠土井 80.8 照長土井 香美町村岡区川会

AAACBA 原 去 26.03.14 たにづる 黒原1170014  安谷土井 谷　勘蔵

14451-8716-5 3 249 芳悠土井 80.0 菊俊土井 香美町村岡区味取

ABABBA  原 去 26.03.08 たにふく１ 黒原1524419  福広土井 西山　勝

13722-4165-7 9 270 福芳土井 81.5 照長土井 香美町香住区丹生地

AAABAB 　 去 26.02.15 たかこ 黒原1299683 育 菊安土井 今西　修輔

13722-3995-1 7 245 芳悠土井 86.2 福芳土井 香美町小代区野間谷

ABABBA 原 去 26.03.12 ななひめ５の４ 黒原1368879 高育 照長土井 朝倉　久子

13722-4136-7 3 233 照忠土井 81.3 菊俊土井 香美町小代区佐坊

BABBAA  原 去 26.03.24 ふく３ 黒原1524446  谷福土井 本上　純也

12083-3059-3 5 277 菊毬土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

ABABBA  原 去 26.02.08 ふくふく 黒原1444383  谷福土井 大田　好雄

12416-0602-0 4 264 芳悠土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 去 26.02.21 さかえ２ 黒　2363041  福芳土井 大田　好雄
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13722-3925-8 9 249 芳悠土井 85.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABAABA 原 去 26.03.08 てるやす 黒原1299742 高育 照長土井 中井　豊枝

14451-7915-3 2 301 丸富土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABCAA  原 去 26.01.15 つねふじ 黒原1559125  照長土井 村尾　賢一

14451-7919-1 4 275 福芳土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

ABACCA  原 雌 26.02.10 てるとみ 黒原1482277  照長土井 村尾　高司

14451-7907-8 12 270 芳山土井 81.5 照長土井 乳頭癒着 美方郡新温泉町多子

BAACAA 原 雌 26.02.15 ひめ 黒原1170086 谷福土井 その他 中西　円吉

12083-2802-6 3 242 福芳土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

BBABAA  原 雌 26.03.15 つるみの５ 黒原1524488  照長土井 中村　文吾

14451-8100-2 7 284 丸富土井 81.5 福芳土井 香美町小代区東垣

ABBCCA 原 雌 26.02.01 ゆきつる 黒原1299691  安幸土井 今井　正己

13722-3695-0 9 266 丸富土井 81.4 福芳土井 右頚肩に大輪 香美町村岡区丸味

       　 雌 26.02.19 たかとよ２ 黒原1299666 第２安鶴土井 その他 森脇　雄一

13722-3698-1 4 247 丸富土井 82.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA 原 雌 26.03.10 まるみ２ 黒原1482238  菊俊土井 森脇　雄一

13722-3700-1 5 235 芳悠土井 81.6 照一土井 香美町村岡区丸味

ABBBBA 原 雌 26.03.22 たかつる７ 黒原1444334  菊照土井 森脇　雄一

14451-7960-3 10 280 芳悠土井 80.8 照長土井 香美町村岡区熊波

ACBBCA 原 雌 26.02.05 おじろ 黒原1237355  菊照土井 井上　哲也

14451-7106-5 12 240 菊優土井 81.2 第２照久土井 宍粟市波賀町道谷

CCBBBB 　 去 26.03.17 さちこ 黒　2038099  第２安鶴土井 岸本　章弘

14201-1818-4 3 284 宮喜 80.2 丸福土井 豊岡市但東町高竜寺

CBCAAA  原 雌 26.02.01 みみつる２ 黒原1528515  照長土井 小牧　伸典

14451-8198-9 1 286 千代藤土井 81.3 福芳土井 豊岡市中郷

       　 雌 26.01.30 第２ふくみふく 黒原1594171  菊俊土井 新田　義孝

13841-0492-6 4 254 芳山土井 78.3 照明土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 雌 26.03.03 まつはや 黒　2368117 改 奥隼 森井　正彦
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13841-0700-2 4 252 千代藤土井 81.5 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

BABBAA  原 雌 26.03.05 ぼたん６ 黒原1449795  谷福土井 加悦　大三郎

13841-0706-4 9 255 丸富土井 81.6 福俊土井 豊岡市竹野町須野谷

AABBBA 原 雌 26.03.02 よしみ 黒原1299833 高育改 照菊波 田中　寛

14201-1693-7 6 279 丸宮土井 81.4 福芳土井 豊岡市但東町小谷

ABABBA 原 雌 26.02.06 かえこ 黒原1384146  菊原波 全農兵庫　但東畜産Ｃ

14451-8451-5 4 261 千代藤土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA  原 去 26.02.24 かおり 黒原1489248  照長土井 高橋　大樹

14451-8467-6 4 240 丸宮土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA  原 去 26.03.17 まさひで 黒原1489244  照長土井 高橋　副武

13722-5016-1 5 256 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市養父市場

BCAABA  原 去 26.03.01 とよふく 黒原1409452  幸豊土井 吉村　英美

13722-4908-0 1 224 菊郷土井 81.6 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

       原 去 26.04.02 つばき 黒原1594200  福芳土井 上垣　勇吾

13362-8637-3 8 234 芳悠土井 82.0 菊俊土井 養父市浅野

ABABBA 原 去 26.03.23 としみ 黒原1347505  安幸土井 米田　俊夫

14451-8547-5 1 250 芳悠土井 79.4 丸宮土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA  原 去 26.03.07 みすずまる１２ 黒　2435139  照一土井 宮田　貴身仁

14201-2351-5 5 271 丸宮土井 81.0 照長土井 朝来市和田山町土田

CAAAAA 原 去 26.02.14 はなこ４ 黒原1331123  鶴丸土井 川見　和秀

14201-2195-5 4 257 照忠土井 81.3 福芳土井 朝来市和田山町岡

AABAAA  原 去 26.02.28 もりふく 黒原1467558  鶴山土井 森下　清司

14451-7216-1 3 280 芳山土井 81.1 福広土井 佐用郡佐用町平谷

AAACAA  原 雌 26.02.05 みつえ 黒　2396530  谷福土井 安岡　林

13708-1747-2 3 270 福芳土井 80.1 鶴山土井 宍粟市山崎町葛根

       　 去 26.02.15 うめまる 黒　2376706  北宮波 吉岡　慎治

13455-5364-0 6 264 丸宮土井 82.2 福芳土井 赤穂郡上郡町大持

ABAAAA 原 去 26.02.21 ふくひめ 黒原1359538  照長土井 上郡高校
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14628-0476-2 7 263 丸宮土井 80.4 照長土井 小野市広渡町

CCCABA 原 雌 26.02.22 きくなか 黒　2219698  菊照土井 前田　勇雄

14628-0477-9 3 269 丸宮土井 80.8 菊俊土井 小野市広渡町

BBAAAA  原 雌 26.02.16 たえこ４ 黒　2384192  谷福土井 前田　勇雄

14451-7368-7 2 266 丸宮土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BCAABA  原 雌 26.02.19 ふくえ 黒原1559169  照長土井 須原　芳夫

14451-7492-9 7 267 芳悠土井 82.2 福俊土井 丹波市氷上町横田

ABAABA  原 雌 26.02.18 こはま 黒原1336559  照長土井 足立　和人

14451-7381-6 4 290 福芳土井 81.4 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

ABACCA  原 雌 26.01.26 きくひめ 黒原1467507  照長土井 上田　真吾

14451-7383-0 3 291 芳悠土井 81.2 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAABBA  原 雌 26.01.25 てるよし 黒原1497775  福芳土井 上田　真吾

14451-7391-5 3 270 芳山土井 82.5 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

AAACAA  原 雌 26.02.15 ななひめきく 黒原1524532  照長土井 細見　忠和

14348-5960-8 3 249 千代藤土井 80.0 菊宮土井 篠山市曽地奥

CABAAA  原 雌 26.03.08 あいこ 黒　2380533  第２安鶴土井 岡本　栄一

12083-3727-1 5 273 丸富土井 80.2 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABCBA 原 去 26.02.12 にしき２ 黒原1423399  菊安土井 植田　光隆

13841-0476-6 11 252 芳山土井 81.0 照菊波 美方郡新温泉町塩山

AAACCA 原 去 26.03.05 さちぎく 黒原1206174  菊安土井 山本　智明

13722-3740-7 10 249 芳悠土井 84.8 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACBA 原 去 26.03.08 みやふく 黒原1271149 高育改 照長土井 田中　房夫

13722-3780-3 7 219 福芳土井 81.7 安幸土井 香美町小代区大谷

ABABAB 　 去 26.04.07 ますしげ 黒　2252573  谷福土井 増田　丹

13748-2471-1 2 253 芳悠土井 82.8 丸富土井 香美町小代区貫田

ABBBBA  原 去 26.03.04 ふじみ３ 黒原1524447  照長土井 小林　義富

13722-3906-7 8 251 芳悠土井 81.0 照長土井 香美町小代区神場

CBCBBA 原 去 26.03.06 ふくさかえ 黒原1331216  第２安鶴土井 上治　秀正
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-8084-5 8 252 照忠土井 81.3 菊俊土井 香美町香住区三谷

BAAAAA 原 去 26.03.05 よしえふく 黒原1282643 高改 照長土井 清水　容和

12172-3906-1 8 256 芳山土井 81.8 鶴味土井 香美町村岡区味取

AAACAA 原 去 26.03.01 つるふく 黒原1299658  谷福土井 阿瀬　稔

13722-4006-3 11 239 菊西土井 81.2 第２安鶴土井 香美町村岡区宿

BBBAAB 　 去 26.03.18 ちづる 黒　2078757  安幸土井 上田　伸也

14451-7995-5 5 301 芳悠土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区宿

ABABBA 原 雌 26.01.15 さちひさ 黒原1444257  照長土井 上田　伸也

14451-7564-3 10 273 芳悠土井 80.8 鶴丸土井 乳頭癒着 香美町村岡区村岡

       　 雌 26.02.12 うらん 黒原1237419 谷美土井 その他 ㈱美方ファーム

14451-8098-2 7 271 福芳土井 82.2 菊俊土井 香美町小代区神場

ABACCB 原 雌 26.02.14 たにとし 黒原1368876  照長土井 上治　清一

12083-3052-4 1 267 芳悠土井 81.2 照一土井 美方郡新温泉町久斗山

AABAAA  原 雌 26.02.18 てるひめ 黒原1592135  菊俊土井 鎌田　活美

12083-3055-5 3 284 菊毬土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町諸寄

       　 雌 26.02.01 おふく１３の３ 黒原1524503  福芳土井 田中　稔

14451-7850-7 12 263 福芳土井 80.6 照長土井 美方郡新温泉町春来

ACBCCB 原 雌 26.02.22 しげふく２ 黒原1206159 高 菊照土井 福井　清溢

14451-7820-0 12 282 芳山土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 雌 26.02.03 てるみや 黒　2078772  谷福土井 中井　丈文

13722-3725-4 3 260 芳悠土井 81.1 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

       　 雌 26.02.25 ごいちよ２ 黒原1524406  照長土井 村尾　千代美

14445-6308-3 4 250 丸宮土井 80.7 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

BBABBA  原 去 26.03.07 きみか 黒　2347292  福芳土井 小池　一博

13841-0672-2 10 282 芳悠土井 81.4 第２鶴雪土井 豊岡市野上

BCBBBA 原 雌 26.02.03 あいつる０３ 黒原1271489  照長土井 西垣　富夫

14451-8229-0 5 278 芳悠土井 80.5 菊晴土井 豊岡市引野

ABACBA 原 雌 26.02.07 ゆきはる 黒原1449802  福芳土井 竹村　清志
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-8667-0 2 271 丸富土井 80.6 菊俊土井 養父市八鹿町高柳

AACCBA  原 雌 26.02.14 みつひめきく 黒原1561873  福広土井 但馬農高

13748-3380-5 10 245 芳山土井 80.0 照長土井 養父市大屋町大屋市場

BAABAA  原 雌 26.03.12 ようこ 黒原1239784  第２安鶴土井 岩花　希

14451-8193-4 5 310 芳悠土井 81.4 菊俊土井 豊岡市中郷

BAABAA  原 雌 26.01.06 ふくみ２ 黒原1449798 高育 鶴丸土井 新田　義孝

13722-4726-0 6 230 千代藤土井 81.2 奥秀 豊岡市但東町河本

BACCBB 原 雌 26.03.27 やすひで 黒　2294600 改 照長土井 森井　正彦

13748-3175-7 6 249 丸宮土井 81.2 菊俊土井 豊岡市目坂

BAAAAA 原 去 26.03.08 よしたけ３ 黒原1368992  谷福土井 谷口　正夫

13841-0684-5 4 291 丸宮土井 80.8 菊俊土井 豊岡市辻

BAAAAA 原 去 26.01.25 くるみ 黒原1423406  照長土井 猪師　英三良

08600-5374-1 4 282 西杉土井 80.1 北前宮 朝来市和田山町安井

       原 去 26.02.03 たにまえ 黒　2360090  光安土井 県北部農業技術センタ

12083-2673-2 9 245 丸宮土井 81.4 菊俊土井 豊岡市清冷寺

CCBABA 　 去 26.03.12 しげぎく 黒　2174571  安幸土井 浅井　光澄

13841-0659-3 2 246 丸富土井 80.8 福芳土井 豊岡市出石町上野

BACBBA  原 去 26.03.11 みゆき 黒原1561864  照長土井 山本　憲一

13841-0704-0 7 257 福芳土井 80.0 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

ABACBA  原 去 26.02.28 まつきく 黒原1369034  第２照久土井 中儀　吉郎

13841-0701-9 2 247 芳山土井 83.0 宮奥城 豊岡市竹野町三原

AAABAA  原 去 26.03.10 ぼたんの１ 黒原1561857 改 照明土井 加悦　大三郎

14451-7235-2 10 227 照忠土井 82.6 幸豊土井 佐用郡佐用町口長谷

CABAAA 原 去 26.03.30 まつゆき 黒　2123450 高 鶴丸土井 竹田　瞳

13584-3377-9 3 280 丸宮土井 80.4 奥隼 相生市矢野町真広

CCAAAA 去 26.02.05 さかもと４７１７ 黒　2362286  谷福土井 坂本　修一

13708-1749-6 1 247 丸宮土井 78.4 芳山土井 宍粟市山崎町葛根

BBAAAA  原 去 26.03.10 おじろ７７２ 黒　2413879  光菊波 吉岡　慎治
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13672-3881-5 2 250 宮菊城 80.8 芳山土井 多可町八千代区中野間

AAABAA  原 去 26.03.07 おかみつ６ 黒　2413880  菊俊土井 有田　覚

13484-2034-5 4 256 丸宮土井 82.3 福広土井 神戸市北区淡河町神田

BBAAAA  原 去 26.03.01 ひろなが 黒　2374429  菊俊土井 奥下　均

14336-0454-4 9 254 丸宮土井 80.1 菊俊土井 小野市長尾町

CBAAAA 　 去 26.03.03 としひめ 黒　2188874  照菊波 岡田　勇治

14451-7484-4 1 254 丸宮土井 81.1 菊俊土井 丹波市青垣町田井縄

BBAAAA  原 去 26.03.03 ふくとし 黒原1592291  照長土井 足立　美佐子

14451-7402-8 6 290 芳悠土井 82.4 光照土井 丹波市春日町棚原

ABABBA 原 去 26.01.26 らんらん 黒原1370058  谷福土井 山本　智

14451-7439-4 3 250 照忠土井 81.3 丸福土井 丹波市山南町北和田

       　 去 26.03.07 みずか 黒原1524528  菊俊土井 田中　憲蔵

14451-7399-1 3 259 福芳土井 80.7 菊宮土井 丹波市春日町黒井

ABACBB 去 26.02.26 あかね 黒原1497792  第２鶴雪土井 氷上高等学校

14451-7408-0 3 255 芳悠土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町寺内

ABABBA  原 雌 26.03.02 みつえ 黒原1488933  照長土井 須原　喜一郎

14348-5979-0 3 238 芳山土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACAA  原 雌 26.03.19 いくとし 黒　2396558  鶴山土井 清水　健司

13722-4147-3 2 248 鶴神土井 80.0 照也土井 香美町村岡区黒田

CBCAAA 去 26.03.09 てるながひめ 黒原1524345  菊照土井 長岡　直美

14451-7963-4 4 244 芳山土井 80.4 丸福土井 香美町村岡区熊波

BAACAA 原 去 26.03.13 みつふく４ 黒原1482225  照長土井 井上　哲也

13722-4367-5 4 250 芳山土井 80.3 菊俊土井 香美町村岡区境

AAACAA  原 去 26.03.07 こはる 黒原1482195  照波土井 田中　一馬

14451-8079-1 2 224 芳悠土井 80.7 丸宮土井 香美町香住区丹生地

       去 26.04.02 みちこ 黒原1524431  菊俊土井 淀　貴至

13841-0486-5 8 250 丸富土井 82.0 福芳土井 香美町小代区東垣

AABCBA 原 去 26.03.07 だいにち 黒原1299692 高 照長土井 今井　正己
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13841-0485-8 10 250 丸富土井 81.5 菊俊土井 香美町小代区東垣

AABCBA 原 去 26.03.07 みるく 黒　2146405 高育 照長土井 今井　正己

12148-0695-2 9 237 菊也土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AACCCB 　 去 26.03.20 てるふく２ 黒原1299760  照長土井 田中　充

14451-7800-2 3 241 芳山土井 80.3 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAABAA  原 去 26.03.16 きよひめ 黒原1524450  菊道土井 竹下　与輔

13722-3774-2 3 244 菊毬土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 去 26.03.13 ひさきく 黒原1524458  福芳土井 山本　美香恵

13722-3796-4 2 225 芳悠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

ABABBA  原 去 26.04.01 ふゆみ３ 黒原1559132  照義土井 池成　肇

12083-3739-4 4 250 福芳土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町海上

ABACBA 原 雌 26.03.07 きよふく 黒原1482284  菊俊土井 植田　光隆

13722-3867-1 4 275 芳悠土井 82.2 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

ABABBA  原 雌 26.02.10 ななひめ５の６ 黒原1482258 高 照長土井 西坂　嘉津美

14451-8070-8 1 280 菊毬土井 83.5 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAB  原 雌 26.02.05 ふくてる 黒原1559140  照長土井 大田　好雄

13722-3778-0 1 251 照忠土井 81.3 芳山土井 香美町小代区大谷

BAAAAA  原 雌 26.03.06 ますふく５ 黒原1559100  照長土井 増田　丹

14451-8106-4 2 290 芳山土井 82.1 照一土井 香美町小代区東垣

BAAAAA  原 雌 26.01.26 みかた２２ 黒　2391470  第２安鶴土井 中村　健治

13722-3830-5 8 282 芳山土井 81.8 照長土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 26.02.03 １９７つるひめ４ 黒原1331213  第２安鶴土井 長瀬　五一

14451-8058-6 10 255 芳悠土井 80.8 第２安鶴土井 香美町村岡区丸味

CBBBAA 原 雌 26.03.02 ひろまさてる１ 黒原1271108  照長土井 対中　広芳

14451-8092-0 5 274 丸富土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区神坂

BBCCBA  原 雌 26.02.11 ゆきこ 黒原1444260  照長土井 伊沢　正一

14451-7099-0 4 275 芳山土井 80.1 鶴山土井 宍粟市一宮町上岸田

BAABAA 原 雌 26.02.10 しげやま 黒原1467544  菊照土井 大封アグリ　一宮牧場
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

14451-8154-5 5 280 芳悠土井 80.5 菊宮土井 豊岡市宮井

BAAAAA 原 雌 26.02.05 みき 黒原1409410  照長土井 綿田　謙

14451-8689-2 2 259 丸宮土井 80.5 福広土井 養父市森

BBAAAA  原 雌 26.02.26 まきふく 黒原1561882  菊宮土井 田村　正宏

13748-3470-3 3 258 芳悠土井 80.4 菊西土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA  原 雌 26.02.27 おみな３ 黒原1528544 改 照長土井 上垣　勇吾

14451-8428-7 5 303 丸富土井 83.3 福広土井 養父市大屋町若杉

AACCBA 原 雌 26.01.13 すぎよ 黒原1449847  照長土井 高橋　副武

14451-8432-4 2 301 芳山土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAABAA  原 雌 26.01.15 まんげつふく１ 黒原1561898  福芳土井 高橋　副武

14451-8442-3 12 283 福芳土井 82.0 第２鶴雪土井 養父市大屋町若杉

BCABBA 原 雌 26.02.02 まさゆきひめ 黒原1206141 高 幸豊土井 高橋　副武

14451-8341-9 5 244 丸宮土井 79.1 菊俊土井 養父市大屋町宮本

CCAAAA 原 去 26.03.13 ふくきく 黒　2350117  谷福土井 寺尾　和敏

13748-3381-2 9 245 芳悠土井 81.5 鶴丸土井 養父市大屋町大屋市場

BBBBBA 原 去 26.03.12 さわこ 黒原1221362  安幸土井 岩花　希

13722-4898-4 4 260 照忠土井 80.5 福芳土井 養父市建屋

AAABAA  原 去 26.02.25 よしの 黒原1489211  第２鶴雪土井 野中　稔

13722-4687-4 6 252 芳悠土井 83.8 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

ABACCA 原 去 26.03.05 みかこ２ 黒原1409429 改 谷福土井 小牧　成基

13722-4689-8 3 246 福芳土井 81.3 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

ABABAA  原 去 26.03.11 たかこ 黒原1528516 改 福広土井 小牧　成基

13841-0689-0 3 239 芳山土井 80.8 丸宮土井 豊岡市野上

AAACAA  原 去 26.03.18 みやこ２ 黒原1528507 改 北宮波 西垣　富夫

14451-8233-7 4 265 芳山土井 80.0 菊宮土井 豊岡市引野

AAACAA  原 去 26.02.20 いなぎく 黒原1467505  照長土井 竹村　清志

14451-7218-5 5 265 丸宮土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町櫛田

BCAABA 原 去 26.02.20 おじろ１３ 黒原1449591  照長土井 竹内　隆
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雌： 159 雄： 1 去： 198 合計 358
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11月12日

血　　統 損　　徴

13549-5366-0 3 247 丸宮土井 82.7 福芳土井 赤穂郡上郡町大持

       　 去 26.03.10 さゆり７ 黒　2388906  照長土井 上郡高校

14628-0481-6 7 249 丸宮土井 79.3 福芳土井 小野市広渡町

BCAABA 原 去 26.03.08 えりこ 黒　2252622  第２安鶴土井 前田　勇雄

14628-0474-8 4 275 芳山土井 79.0 照長土井 小野市広渡町

       　 雌 26.02.10 みさき 黒　2362257  福広土井 前田　勇雄

14445-6307-6 4 251 丸宮土井 80.6 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

BBABBA  原 去 26.03.06 よしこ 黒　2347293  菊俊土井 小池　一博

14201-2068-2 3 275 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

08600-5363-5 7 293 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

14336-0430-8 2 282 福芳土井 79.1 照長土井 小野市万勝寺町

BBBBBA  原 雌 26.02.03 みやしげ６ 黒　2384190  第２鶴雪土井 宮下　悦子

13722-3747-6 7 241 芳山土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町高山

AAABAA 原 去 26.03.16 てるみ 黒　2209106  菊安土井 西村　英明
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