
雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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

13722-4743-7 10 235 宮喜 79.8 照菊波 豊岡市但東町河本

CBCCCA 　 去 26.05.24 みやたかね１の１ 黒　2115459 育 谷福土井 森井　正彦

13722-4739-0 1 251 丸富土井 80.2 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AABCAA  原 去 26.05.08 まさぎく 黒原1594184  照長土井 森井　正彦

13722-4737-6 3 256 丸宮土井 80.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA  原 去 26.05.03 おかひめ２ 黒原1528523  谷美土井 森井　正彦

14201-2353-9 8 267 丸宮土井 82.0 菊俊土井 朝来市和田山町土田

CABAAA 原 雌 26.04.22 はるぎく２ 黒原1331290  照長土井 川見　和秀

13722-4179-4 1 232 照忠土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAA  原 去 26.05.27 のりふく２ 黒原1592121  鶴山土井 植田　秀作

13722-3938-8 4 261 芳山土井 83.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 去 26.04.28 さくら 黒原1482274  鶴丸土井 中井　のり子

13722-4214-2 6 229 丸富土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AABCBA  原 去 26.05.30 まさ 黒原1368835  菊俊土井 安田　洋一

13722-4220-3 13 247 福芳土井 81.6 幸豊土井 美方郡新温泉町多子

BCABBB 　 去 26.05.12 すみれ 黒原1127044 改 菊安土井 竹下　千江子

13722-3891-6 7 241 芳悠土井 81.5 福広土井 香美町小代区貫田

ABABBA 原 去 26.05.18 ふくひろ２ 黒原1368885  照長土井 小林　義富

13722-3810-7 3 282 丸富土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区長瀬

       去 26.04.07 きよふく 黒原1524424  菊俊土井 谷渕　侑生

13722-4338-5 1 256 丸富土井 80.8 芳山土井 香美町村岡区丸味

AABCAA  原 去 26.05.03 たかつるまる３ 黒原1592072 改 鶴丸土井 森脇　雄一

13722-4251-7 12 253 福芳土井 81.3 鶴山土井 香美町村岡区丸味

ABABBA 原 去 26.05.06 しげくに 黒原1206145 高育 谷福土井 森脇　雄一

13722-4253-1 1 253 芳山土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸

AAABAA  原 去 26.05.06 あにい 黒原1592084  茂美波 森脇　美紗

13722-3968-5 1 241 芳山土井 80.7 照一土井 香美町村岡区神坂

AAABAA  原 去 26.05.18 かずいち 黒原1592035  鶴山土井 伊沢　正一

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年1月14日

血　　統 損　　徴
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4151-0 2 290 鶴神土井 79.1 照也土井 香美町村岡区黒田

CBCAAA  原 雌 26.03.30 ながおかひめ 黒　2413784 改 照長土井 長岡　直美

13722-3859-6 3 243 芳悠土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABACBA  原 雌 26.05.16 ふくえ６ 黒原1524396  福広土井 小林　操

13722-3718-6 4 248 菊毬土井 80.0 照也土井 香美町村岡区味取

CACBAB 　 雌 26.05.11 よしはな５の１ 黒原1482184  福広土井 西山　勝

13722-3720-9 9 247 丸富土井 81.1 茂美波 香美町村岡区味取

CACCCA 原 雌 26.05.12 てるしげやす 黒原1299659 育改 照長土井 西山　勝

13722-3721-6 4 246 芳悠土井 79.6 丸福土井 香美町村岡区味取

BABAAA  原 雌 26.05.13 やすひで２ 黒　2363014 改 照長土井 西山　勝

13722-4191-6 6 274 照也土井 80.3 福芳土井 香美町小代区神水

BACBAA 原 雌 26.04.15 めおおみぞ 黒原1368888  鶴山土井 毛戸　誠

12083-5576-3 7 264 福芳土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

ABACCA 原 雌 26.04.25 しめこ 黒原1368875  谷福土井 田中　充

13722-3732-2 9 269 丸富土井 82.0 幸豊土井 美方郡新温泉町飯野

CCCCCA 原 雌 26.04.20 さき 黒原1282624  谷福土井 村尾　千代美

13722-4257-9 4 260 丸富土井 81.1 福広土井 美方郡新温泉町海上

BACCBA  原 雌 26.04.29 ふくなが 黒原1464023  第２照久土井 尾崎　朝子

14451-7109-6 5 275 芳悠土井 80.6 照長土井 宍粟市波賀町道谷

AAACBA 原 雌 26.04.14 きくてる 黒　2299097  谷福土井 岸本　章弘

14201-1854-2 14 244 丸宮土井 82.0 谷福土井 豊岡市但東町中藤

CCBAAA 原 雌 26.05.15 ふくか 黒原1087296  菊照土井 百合　俊夫

14451-8670-0 1 298 丸富土井 81.7 菊西土井 養父市八鹿町高柳

BACCAA  原 雌 26.03.22 あいまる２４ 黒原1594219  鶴丸土井 但馬農高

13722-4961-5 2 274 福芳土井 79.1 丸福土井 左乳頭癒着 養父市大屋町大屋市場

       　 雌 26.04.15 ふくたま 黒　2416015  照長土井 その他 岩花　玉男

14451-8484-3 15 302 福芳土井 81.3 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

ABABBA 原 雌 26.03.18 つるはな 黒原1087322  安幸土井 高橋　哲夫
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

14451-8498-0 15 273 芳山土井 81.3 谷美土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 雌 26.04.16 そのみ 黒原1007516  菊照土井 高橋　本明

13722-5052-9 11 275 福芳土井 81.4 幸豊土井 養父市大屋町若杉

BBABBB 原 雌 26.04.14 くみさち 黒原1237354  菊安土井 高橋　副武

14451-8552-9 7 272 丸宮土井 81.2 照明土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA 原 去 26.04.17 きくみあき 黒原1299826 改 菊俊土井 宮田　貴身仁

14451-8134-7 7 284 丸宮土井 81.3 菊俊土井 豊岡市宮井

CBBAAA 原 去 26.04.05 みみ 黒原1368989  照長土井 綿田　謙

13722-4788-8 8 254 芳悠土井 82.0 照菊波 豊岡市但東町佐々木

ABABBA 原 去 26.05.05 きくふく 黒　2174572  谷福土井 西　幸信

14451-8303-7 5 288 丸宮土井 82.4 福芳土井 豊岡市城崎町飯谷

BBAAAA 原 去 26.04.01 ゆみこ 黒原1449813  安幸土井 北村　幸弘

13748-3180-1 3 247 芳山土井 81.6 丸福土井 豊岡市目坂

BAACAA  原 去 26.05.12 よしたけ４ 黒原1507994  谷福土井 谷口　正徳

14451-8235-1 5 244 芳悠土井 81.1 菊俊土井 豊岡市引野

ACABBA 原 去 26.05.15 としこ 黒原1423404  谷福土井 竹村　清志

14451-8316-7 4 238 千代藤土井 82.0 福広土井 豊岡市清冷寺

BACCBA  原 去 26.05.21 しげか 黒原1489159  菊俊土井 浅井　光澄

13868-1794-7 10 278 芳山土井 80.2 谷美土井 佐用郡佐用町平谷

BABCAB 原 雌 26.04.11 おかやす 黒　2059335  菊照土井 安岡　林

13779-1676-5 7 267 丸富土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町佐用

BACBAA 原 雌 26.04.22 ふじふく 黒　2253564  照長土井 兵庫県立佐用高等学校

13708-1750-2 4 288 照忠土井 80.1 第１満金波 宍粟市山崎町葛根

BAAAAA  原 雌 26.04.01 ひかり 黒　2269255  福芳土井 吉岡　慎治

14451-7207-9 11 308 芳山土井 80.6 谷石土井 姫路市継

BAACAA 原 雌 26.03.12 ふくてる 黒　2047774  菊照土井 松浦　勝義

13672-3883-9 9 276 丸宮土井 81.2 菊俊土井 多可町八千代区中野間

BBAAAA 原 雌 26.04.13 かずみ 黒　2171634  谷福土井 有田　敏夫
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

11548-7120-1 2 234 芳山土井 79.6 菊俊土井 三田市東山

AAACAA  原 去 26.05.25 としこ 黒　2416038  第２鶴雪土井 岡本　鷹司

14628-0495-3 3 255 丸宮土井 78.8 菊宮土井 小野市長尾町

CBAAAA  原 去 26.05.04 おかさかえ 黒　2353998  福俊土井 岡田　勇治

14628-0497-7 7 252 丸宮土井 80.1 第２安鶴土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 去 26.05.07 みやよしたけ４１ 黒　2256505  福俊土井 岡田　秀子

14451-7512-4 5 255 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABABAA  原 去 26.05.04 ゆり 黒原1449573  照長土井 須原　芳夫

13900-1507-0 7 254 丸宮土井 82.0 福俊土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA 原 去 26.05.05 ふくやす 黒　2229241  鶴丸土井 上田　真吾

14451-7499-8 2 276 丸宮土井 81.2 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 26.04.13 ときよし 黒原1559150  菊俊土井 上田　真吾

13900-1461-5 10 261 芳山土井 80.2 鶴丸土井 丹波市氷上町横田

BAABAA 原 去 26.04.28 つるみ 黒　2123451  谷本土井 足立　和人

14348-6000-0 1 260 照忠土井 80.0 芳山土井 篠山市曽地口

       　 去 26.04.29 ひめよし 黒　2410378  菊千代土井 清水　健司

13722-3979-1 5 259 芳悠土井 80.8 福広土井 香美町村岡区萩山

AAABAA  原 去 26.04.30 まゆ 黒原1404850  菊安土井 西村　忠一

14451-7972-6 1 264 菊也土井 81.2 照忠土井 香美町村岡区熊波

       　 去 26.04.25 さちか３ 黒原1592058  福芳土井 井上　哲也

13722-4278-4 6 254 丸富土井 82.5 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BABCAA 原 去 26.05.05 ゆきひめ９ 黒原1404880  谷福土井 井上　哲也

13722-4108-4 1 267 照忠土井 80.3 芳山土井 香美町村岡区味取

       　 去 26.04.22 てるよし 黒　2433935  照也土井 阿瀬　稔

13722-3754-4 4 255 丸宮土井 79.8 照一土井 香美町香住区九斗

CBBAAA  原 去 26.05.04 よしみ 黒　2347301 改 安幸土井 谷口　義長

14451-8080-7 2 245 芳山土井 80.7 丸宮土井 香美町香住区丹生地

AAABAA  原 去 26.05.14 まるつばき 黒原1559087 改 照長土井 淀　貴至
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4000-1 10 235 芳山土井 82.2 鶴丸土井 香美町小代区野間谷

AAACAA 原 去 26.05.24 つねふじ 黒原1271118 高育 谷福土井 朝倉　久子

13722-3786-5 4 252 芳山土井 82.6 照也土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA  原 去 26.05.07 こすぎ３の４ 黒原1524499  福芳土井 大田　好雄

14451-7815-6 9 245 菊毬土井 83.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBABBB 　 去 26.05.14 ななひめぎく３ 黒原1299733 高育 菊照土井 寺谷　進

14451-7770-8 3 247 照忠土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

AAABAA  原 去 26.05.12 ひさよし 黒原1524478  鶴丸土井 田中　孝広

13722-4178-7 3 235 福芳土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ABACCB  原 雌 26.05.24 やすみ３ 黒原1524472  谷福土井 植田　光隆

14451-7882-8 7 265 芳山土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 雌 26.04.24 あやか 黒原1368824  菊安土井 坂本　修治

13722-4142-8 11 275 芳山土井 82.5 菊俊土井 香美町小代区神水

AAACAA 原 雌 26.04.14 はるとし 黒原1237352 高育 照長土井 藤原　吉子

13722-4356-9 3 268 芳山土井 80.0 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAACAA  原 雌 26.04.21 ふくてる 黒原1524439  鶴山土井 今井　正人

13722-4606-5 3 240 芳山土井 79.6 菊俊土井 香美町村岡区境

BAACBA  原 雌 26.05.19 みちこ 黒　2391466  鶴光土井 田中　一馬

13722-3836-7 2 304 照忠土井 79.5 丸福土井 香美町村岡区丸味

CABAAA  原 雌 26.03.16 ６５もりなが５ 黒　2402087  照長土井 長瀬　五一

13722-4127-5 3 296 芳悠土井 80.1 菊俊土井 香美町村岡区村岡

       　 雌 26.03.24 ゆうこ 黒原1524386  照一土井 ㈱美方ファーム

14451-7870-5 11 304 芳悠土井 80.8 鶴光土井 香美町村岡区和池

CCBBBA 原 雌 26.03.16 あきほ４ 黒原1237427  照長土井 西崎　武志

14445-6318-2 2 261 照忠土井 79.0 照長土井 宍粟市一宮町東河内

       　 雌 26.04.28 ひろこ 黒　2418424  福芳土井 小池　一博

14434-0661-9 4 258 丸富土井 79.2 福広土井 宍粟市一宮町上岸田

BACBBA  原 雌 26.05.01 ひろつる 黒　2362263  第２安鶴土井 大封アグリ　一宮牧場

61

62

63

64

57

58

59

60

69

70

65

66

67

68



雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

14201-2199-3 8 237 芳悠土井 83.5 福芳土井 朝来市伊由市場

ABAABA 原 雌 26.05.22 てるこ 黒原1331128  照長土井 椿野　勝三

14451-8725-7 4 260 芳山土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町岡

BAACAA 原 雌 26.04.29 やすなが５ 黒原1489259  第２鶴雪土井 森下　清司

14201-2204-4 3 276 丸宮土井 81.8 福芳土井 朝来市和田山町寺内

ABAABA  原 雌 26.04.13 てるみやよし 黒原1497784  菊原波 磯　四郎

13722-4728-4 8 293 千代藤土井 83.8 谷石土井 豊岡市但東町河本

CACAAA 原 雌 26.03.27 もりまさ 黒原1299844 改 鶴丸土井 森井　正彦

13722-5071-0 6 260 芳山土井 79.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAB 原 雌 26.04.29 いちふく 黒　2294611  谷脇土井 上垣　康成

13722-4917-2 3 247 千代藤土井 82.2 福芳土井 乳頭数不足 養父市大屋町蔵垣

       　 雌 26.05.12 くらふく 黒原1517629  北宮波 その他 上垣　勇吾

14451-8699-1 10 258 芳悠土井 81.6 鶴山土井 養父市森

ABAABB 原 雌 26.05.01 ふさやま 黒原1271499  菊道土井 田村　正宏

13722-5020-8 5 269 丸宮土井 81.5 菊俊土井 養父市養父市場

       　 去 26.04.20 てるとし 黒　2334679 改 照長土井 吉村　英之

14451-8349-5 2 254 千代藤土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町宮本

AABAAA  原 去 26.05.05 みやはる２の１ 黒原1561890  福芳土井 寺尾　智也

13722-4969-1 4 256 丸富土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CACCBA 去 26.05.03 よしはな２ 黒原1489224  第２照幸土井 岩花　玉男

13722-4968-4 3 258 芳山土井 79.7 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACAA  原 去 26.05.01 てるみ２ 黒　2393915  照長土井 岩花　希

14451-8483-6 4 258 丸宮土井 81.8 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBABBA 原 去 26.05.01 おじま 黒原1489247  福芳土井 高橋　大樹

14451-8477-5 1 256 丸富土井 80.8 菊西土井 養父市大屋町若杉

AACBAA  原 去 26.05.03 さかね 黒原1561895  谷美土井 高橋　大樹

14451-8481-2 15 249 福芳土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

ACACCB 　 去 26.05.10 よしえ５ 黒原1045154 高 第２安鶴土井 高橋　副武
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13868-1821-0 10 260 芳悠土井 80.5 照長土井 佐用郡佐用町横坂

BCBBCA 原 雌 26.04.29 みやいずみ２ 黒　2115461  菊井土井 横坂共栄農場

14362-3050-4 8 277 丸宮土井 80.8 幸豊土井 姫路市林田町山田

CCAAAA 原 雌 26.04.12 きくゆき 黒原1284126  菊井土井 上田　守

14451-7243-7 3 275 丸宮土井 81.0 照長土井 神崎郡神河町猪篠

CBBAAA  原 雌 26.04.14 ふくたか３ 黒　2402140  谷福土井 藤原　孝作

14336-0437-7 5 283 芳悠土井 80.2 福芳土井 小野市万勝寺町

ABABAA 原 去 26.04.06 みやさかえ６ 黒　2329924  照長土井 宮下　俊子

13467-3307-2 8 255 千代藤土井 80.8 福俊土井 小野市昭和町

BACAAA 原 去 26.05.04 かおる６ 黒　2185180  菊道土井 藤本　幹泰

13900-1483-7 2 239 芳山土井 81.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

       　 雌 26.05.20 まるみや 黒原1559161  福広土井 足立　尚之

13900-1503-2 6 245 丸宮土井 80.1 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA 原 雌 26.05.14 みつやひめ 黒原1368971  北宮波 上田　真吾

14451-7498-1 2 275 千代藤土井 81.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AACCBA  原 雌 26.04.14 さちとみふく 黒原1559178  照長土井 上田　真吾

14451-7464-6 9 270 丸富土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BABCAB 原 雌 26.04.19 きくふく 黒原1300031  菊安土井 須原　芳夫

13900-1500-1 4 257 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町北奥

BBABBA 原 雌 26.05.02 みやふくひめ 黒原1449577  第２安鶴土井 大槻　英樹

14348-6001-7 4 262 福芳土井 81.6 福芳土井 篠山市佐倉

ABACBB 去 26.04.27 あまり 黒　2347278  第２安鶴土井 三原　渉

13722-4259-3 3 252 照忠土井 82.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

CABAAA 去 26.05.07 かづてる 黒　2363036  第２安鶴土井 尾崎　栄太郎

13722-3733-9 3 256 芳山土井 80.0 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 去 26.05.03 あきつる 黒原1524409 改 菊俊土井 村尾　和広

13722-4346-0 10 211 福芳土井 80.5 茂美波 美方郡新温泉町諸寄

AAACBB 　 去 26.06.17 やすしげなみ 黒原1271145  照菊波 田中　充
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4192-3 8 264 芳山土井 81.7 照長土井 香美町小代区神水

AAABAA 原 去 26.04.25 みつふく１の３ 黒原1299702 改 安幸土井 毛戸　誠

13722-3688-2 1 278 菊毬土井 81.0 照忠土井 香美町村岡区味取

AAABAA  原 去 26.04.11 きよふく 黒原1592060  福芳土井 西山　勝

13722-3693-6 6 271 菊毬土井 80.5 福広土井 香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 26.04.18 やすふく 黒原1404886 改 照長土井 西山　勝

13722-3719-3 6 252 菊毬土井 80.2 福広土井 香美町村岡区味取

CBCBBB 　 去 26.05.07 よしはな５ 黒原1404883  第２安鶴土井 西山　勝

13722-3986-9 4 264 丸富土井 80.7 福広土井 香美町村岡区丸味

BACBBA  原 去 26.04.25 きくつるみ３の８ 黒原1482243  照長土井 対中　広芳

13722-4198-5 10 227 芳悠土井 82.0 照菊波 香美町村岡区口大谷

BCBCCA 　 去 26.06.01 てるひめ 黒原1206108 改 菊照土井 山本　徳至

13722-3965-4 8 267 芳悠土井 81.2 鶴山土井 香美町村岡区神坂

ABBACA 原 雌 26.04.22 てるやま 黒原1331143 改 照長土井 伊沢　正一

13722-3711-7 6 281 丸富土井 81.0 福広土井 香美町村岡区丸味

AABCBA  原 雌 26.04.08 たかきく 黒原1404865  菊安土井 森脇　雄一

13722-4245-6 5 281 芳山土井 80.2 福広土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 26.04.08 ふくまる 黒原1444379  照菊波 森脇　雄一

13722-4252-4 1 253 菊毬土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAACBA  原 雌 26.05.06 ふるさと３ 黒原1592080 改 菊俊土井 森脇　雄一

13722-3886-2 5 298 丸富土井 82.0 鶴山土井 香美町小代区貫田

BBCABA 原 雌 26.03.22 うえふじ３ 黒原1404905  谷福土井 小林　義富

13722-4237-1 8 244 芳山土井 80.4 茂美波 美方郡新温泉町久斗山

BAACAB 原 雌 26.05.15 しげなみ 黒原1331296 育改 茂金波 中村　文吾

13722-3895-4 6 296 菊毬土井 81.5 福広土井 美方郡新温泉町塩山

AAACCA 原 雌 26.03.24 てるにしき２ 黒原1404927  谷福土井 山本　斉

13722-3797-1 1 254 芳悠土井 82.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

ABABBA  原 雌 26.05.05 ちはる７の５ 黒原1592118  越照波 池成　肇
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

14451-7112-6 1 269 千代藤土井 82.2 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

AACBBA  原 雌 26.04.20 あさふく 黒　2431383  鶴山土井 岸本　章弘

14451-8206-1 9 282 丸宮土井 81.0 鶴味土井 豊岡市中郷

CCABBA 原 雌 26.04.07 つるこ 黒原1299834  菊照土井 新田　義孝

13722-4692-8 1 301 宮弘波 81.1 芳山土井 豊岡市但東町高竜寺

       　 雌 26.03.19 たかまる 黒　2435133  丸宮土井 小牧　成基

13722-4693-5 7 288 丸宮土井 81.7 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BCAABA 原 雌 26.04.01 もりまつ 黒原1368997 高育 照長土井 小牧　伸典

08600-5386-4 5 306 茂池波 79.4 菊俊土井 右後肢拳大痣 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.03.14 せつこ 黒　2340931  福芳土井 その他 県北部農業技術センタ

08600-5388-8 2 300 丸春土井 79.8 北丸土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.03.20 くみこ 黒　2413852  茂美波 県北部農業技術センタ

08600-5389-5 1 298 丸春土井 79.8 茂広波 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.03.22 ふくまるしげ 黒　2433980  丸博土井 県北部農業技術センタ

08600-5391-8 1 297 茂池波 80.1 丸尚土井 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.03.23 なおしげ 黒原1592311  福芳土井 県北部農業技術センタ

14201-2197-9 12 244 芳悠土井 82.5 照長土井 朝来市和田山町岡

ABBBBA 原 去 26.05.15 なつてる 黒原1129083  菊道土井 森下　治郎

14451-8643-4 15 224 丸宮土井 81.0 照長土井 ＥＴ産子 朝来市和田山町中

CBCBBA 原 去 26.06.04 きよてる 黒原1060409 高 第２安鶴土井 宮田　靖仁

14201-2198-6 11 227 福芳土井 81.2 照長土井 朝来市山東町西谷

ABBBCC 　 去 26.06.01 てるふじ 黒原1127057 改 安美土井 足立　喜平次

14451-8184-2 10 202 芳山土井 81.4 鶴山土井 豊岡市出石町暮坂

AAABAB 　 去 26.06.26 さき 黒原1239761  菊安土井 旗谷　仁志

14451-8310-5 6 260 丸富土井 80.8 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

BABCBA 原 去 26.04.29 さつき 黒原1347498  第２安鶴土井 中儀　吉郎

13841-0661-6 15 296 芳山土井 81.8 照長土井 豊岡市出石町上野

AAACAA 原 去 26.03.24 あずさ 黒原1045186 育 安美土井 山本　憲一

117

118

119

120

113

114

115

116

125

126

121

122

123

124



雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

14451-8671-7 1 289 丸富土井 82.0 菊西土井 養父市八鹿町高柳

       　 去 26.03.31 おじろふく２ 黒原1594216  福芳土井 但馬農高

13868-1795-4 3 265 千代藤土井 80.5 丸宮土井 佐用郡佐用町平谷

BACAAA  原 去 26.04.24 おかはやし 黒　2396529  光照土井 安岡　林

13868-1816-6 1 271 芳山土井 80.1 芳山土井 佐用郡佐用町大木谷

AAACAA  原 雌 26.04.18 ひさよし 黒　2432165  照長土井 山村　千代枝

14451-7247-5 6 269 千代藤土井 80.1 福俊土井 神崎郡神河町猪篠

AACAAA 原 雌 26.04.20 やすこ 黒原1409486  菊安土井 藤原　孝作

14451-7246-8 2 254 丸富土井 79.4 福広土井 姫路市継

       　 雌 26.05.05 きくこまる 黒　2423299  菊俊土井 松浦　勝義

13484-2041-3 4 266 芳山土井 81.1 丸宮土井 神戸市北区淡河町神田

AAAAAA  原 去 26.04.23 わかこ 黒　2393952  照明土井 奥下　均

14628-0499-1 5 242 丸宮土井 79.6 菊宮土井 小野市長尾町

AAAAAA 原 去 26.05.17 おかたけ２ 黒　2347330  福俊土井 岡田　秀子

14628-0498-4 8 243 丸宮土井 80.0 菊俊土井 小野市長尾町

CBAAAA 原 去 26.05.16 いってつ 黒　2188887  第２鶴雪土井 岡田　秀子

13900-1496-7 7 245 芳悠土井 82.0 照長土井 丹波市山南町北和田

AAAAAA 原 去 26.05.14 きくなが 黒原1336551  菊安土井 松浪　三千美

13900-1468-4 3 258 芳悠土井 82.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

ABBCBA  原 去 26.05.01 ふくとし 黒原1524558  照長土井 田川　良一

13900-1502-5 4 235 丸宮土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町石戸

BBAAAA  原 去 26.05.24 まつよ８の１ 黒原1488916  照長土井 徳田　順彦

14451-7462-2 10 275 福芳土井 80.8 照長土井 丹波市市島町下竹田

ABACCA 原 去 26.04.14 ふくよ 黒原1209467  谷福土井 須原　芳夫

14348-5999-8 4 248 丸宮土井 80.4 宮弘波 篠山市曽地口

CCBBBA 原 雌 26.05.11 りょう 黒　2380521  第２鶴雪土井 清水　健司

13722-3980-7 7 259 芳山土井 80.6 照長土井 香美町村岡区萩山

AAABAA 原 去 26.04.30 かずなが 黒原1331147  第２安鶴土井 西村　忠一
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-3858-9 5 243 芳山土井 81.5 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 26.05.16 ふくえ５の１ 黒原1444340 改 谷福土井 小林　操

13722-4109-1 6 248 菊西土井 80.4 福広土井 香美町村岡区味取

AACBBA  原 去 26.05.11 よしえ 黒原1404889  谷福土井 阿瀬　稔

13722-3811-4 5 278 丸富土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区長瀬

AABBBA  原 去 26.04.11 しょうふく 黒原1444286 高育 第２安鶴土井 谷渕　侑生

14451-8081-4 9 228 丸宮土井 81.0 福芳土井 香美町香住区丹生地

BBAAAA 原 去 26.05.31 こうふく１の７ 黒原1299681 高育改 安谷土井 淀　貴至

13722-3910-4 16 269 芳山土井 81.5 照長土井 香美町小代区神場

AAACAA 原 去 26.04.20 たにひめ 黒原1045384 高 安谷土井 上治　秀正

13722-4272-2 2 253 菊毬土井 80.6 照也土井 美方郡新温泉町春来

BAABAB 去 26.05.06 ひとみい 黒原1559102  菊俊土井 小谷　和信

13722-4221-0 14 237 福芳土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町多子

ABABBB 　 去 26.05.22 もとみ 黒原1085227  第２安鶴土井 竹下　千江子

13722-4267-8 3 253 芳山土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

       　 去 26.05.06 おおみぞ 黒原1524453  福芳土井 倉田　慎也

13722-4177-0 1 242 芳悠土井 81.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA  原 去 26.05.17 まりな３ 黒原1592124  菊俊土井 植田　秀作

13722-3944-9 2 249 菊毬土井 81.8 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BBABBA  原 雌 26.05.10 とよやま 黒原1559130  幸豊土井 中井　勝

13722-4329-3 9 241 菊毬土井 81.1 照長土井 美方郡新温泉町岸田

BBACCB 原 雌 26.05.18 ふくはな 黒　2174550  菊俊土井 山村　かすみ

13722-3880-0 9 269 富亀土井 81.1 第２鶴雪土井 美方郡新温泉町古市

       原 雌 26.04.20 ゆきつる 黒　2078783  第２安鶴土井 石原　寿

13722-3997-5 9 263 菊毬土井 81.5 照長土井 乳頭数不足 香美町小代区野間谷

       　 雌 26.04.26 おじろ８ 黒原1299688 高 谷福土井 その他 朝倉　久子

14451-8086-9 6 262 福芳土井 80.3 鶴山土井 香美町香住区三谷

ABABBB 原 雌 26.04.27 かつやま 黒原1368941  菊安土井 清水　容和
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4275-3 12 262 丸富土井 80.2 鶴山土井 香美町村岡区熊波

AABBBA 原 雌 26.04.27 ふくつるやま 黒原1170012 高改 安幸土井 井上　哲也

13722-4279-1 7 247 福芳土井 83.8 菊俊土井 香美町村岡区熊波

ABACCA 原 雌 26.05.12 おふく１ 黒原1404877 高育 鶴山土井 井上　哲也

13722-3919-7 7 257 芳悠土井 81.3 幸豊土井 香美町村岡区神坂

BCBBBA 原 雌 26.05.02 ふじとよ 黒原1368894 育 照長土井 伊沢　栄一

14445-6323-6 3 243 丸富土井 81.0 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

AAACBA 原 雌 26.05.16 あつこ 黒　2362266  菊安土井 小池　一博

14451-7113-3 3 252 丸宮土井 80.2 北宮波 宍粟市千種町黒土

BBAAAA  原 雌 26.05.07 みちひめ 黒　2396541  照長土井 鳥居　せつ雄

13722-4787-1 2 256 福芳土井 81.7 菊西土井 豊岡市但東町佐々木

AAACBA  原 雌 26.05.03 きく 黒原1528528  第２照久土井 西　幸信

13722-4738-3 6 254 丸宮土井 81.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BBBBBA 原 雌 26.05.05 たけぎく 黒原1409433 改 谷美土井 森井　正彦

14451-8305-1 2 282 丸宮土井 81.0 芳山土井 豊岡市城崎町飯谷

BAAAAA  原 雌 26.04.07 てるこ３ 黒原1561855  照長土井 北村　幸弘

14451-8700-4 2 257 芳山土井 81.0 照一土井 養父市森

AAABAA  原 雌 26.05.02 なついち 黒原1576339 改 福芳土井 田村　正宏

14451-8308-2 6 253 丸富土井 83.0 菊俊土井 養父市左近山

BACCBA 原 雌 26.05.06 たつふく 黒原1409457  谷福土井 田村　昇

13722-5072-7 2 259 丸宮土井 80.5 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BBAAAA  原 雌 26.04.30 ろみ 黒原1489230  菊道土井 上垣　康成

14451-8496-6 1 274 丸福土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

CABBAA  原 雌 26.04.15 のぞむ４ 黒原1594204  照長土井 高橋　副武

14451-8476-8 8 304 芳山土井 81.8 照長土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 雌 26.03.16 たにてる 黒原1299815 第２安鶴土井 高橋　副武

14451-8473-7 7 263 丸宮土井 81.7 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 26.04.26 このは 黒原1369049 照長土井 高橋　副武
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4959-2 6 287 照忠土井 81.1 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

AAAAAA 原 去 26.04.02 よしてる 黒　2294609  照長土井 岩花　希

13722-4962-2 3 274 照忠土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAABAA  原 去 26.04.15 しげてる３の２ 黒原1517628  福芳土井 岩花　玉男

14451-8350-1 4 251 芳悠土井 80.1 菊俊土井 養父市大屋町宮本

ABABBA 原 去 26.05.08 たまとし 黒原1489232  照長土井 寺尾　和敏

13722-4700-0 13 256 宮菊城 83.3 照長土井 豊岡市但東町高竜寺

BBBBBA 原 去 26.05.03 いちこ３ 黒原1085342 改 安谷土井 小牧　伸典

14451-8137-8 4 238 宮喜 82.3 福広土井 豊岡市宮井

CACBAA 原 去 26.05.21 たみ 黒原1489170 育改 谷美土井 綿田　謙

13868-1822-7 9 250 芳悠土井 80.7 福俊土井 佐用郡佐用町横坂

ABBABA 原 雌 26.05.09 ふくよ 黒　2171633  照長土井 横坂共栄農場

14105-6834-0 3 278 丸宮土井 81.0 菊俊土井 姫路市夢前町新庄

       　 去 26.04.11 ごいちよ３ 黒　2396585  福芳土井 西影　昌久

13549-5367-7 1 239 宮弘波 81.6 照忠土井 赤穂郡上郡町大持

BBBCBA  原 去 26.05.20 はぎよ２ 黒　2437598  福芳土井 上郡高校

13672-3885-3 8 240 芳悠土井 80.6 菊俊土井 多可町八千代区中野間

ABACBA 原 去 26.05.19 まんぷく 黒　2231010  谷福土井 有田　覚

14628-0508-0 6 248 丸宮土井 80.5 福広土井 小野市万勝寺町

BBBAAA 原 去 26.05.11 みやいずみ２の４ 黒　2299086  照長土井 宮下　俊子

12535-0051-4 5 256 丸宮土井 78.3 宮照波 加西市常吉町

CCACBA 原 去 26.05.03 みやつるとし 黒　2309233  菊俊土井 県立農業大学校

13900-1490-5 1 238 芳山土井 80.8 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

AAABAA  原 去 26.05.21 ゆきふく８の６ 黒原1592287  照長土井 細見　忠和

13900-1493-6 5 262 芳悠土井 80.8 奥秀 丹波市氷上町氷上

BBBBBA 原 去 26.04.27 はる 黒　2334671 改 谷福土井 元田　育次

13900-1487-5 4 238 丸富土井 80.4 福広土井 丹波市氷上町沼

CACBBA 　 去 26.05.21 はるこ０８ 黒原1444381  照長土井 芦田　誠治
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

14451-7463-9 8 275 芳悠土井 81.8 照長土井 丹波市市島町下竹田

BBCAAA 原 去 26.04.14 きくひめ５ 黒原1271213  第２安鶴土井 須原　芳夫

14348-5945-5 2 246 菊優土井 80.0 福広土井 篠山市曽地奥

       　 去 26.05.13 わたる 黒　2402112  光照土井 岡本　栄一

13722-4260-9 2 241 芳悠土井 80.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 26.05.18 てるちよ 黒原1573927  福芳土井 尾崎　栄太郎

13722-3873-2 1 261 丸富土井 81.4 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

BACAAA  原 去 26.04.28 ふくみ７の７ 黒　2433938  第２照久土井 西坂　嘉津美

13722-4345-3 8 215 菊毬土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

BAABAA 原 去 26.06.13 てるもり３の１ 黒原1331301 高育 照長土井 田中　祥子

13722-3878-7 6 235 福芳土井 81.0 菊俊土井 香美町小代区秋岡

ACBCCB 　 去 26.05.24 ゆきふくたに３ 黒原1404901 高 谷福土井 小谷　よしの

13722-3722-3 4 245 芳山土井 80.6 鶴山土井 香美町村岡区味取

BAAAAA 原 去 26.05.14 さだつる 黒原1368933  菊安土井 西山　勝

13722-3717-9 3 242 芳悠土井 80.0 丸福土井 香美町村岡区味取

       　 去 26.05.17 てるよし１ 黒　2376683  福広土井 西山　勝

13722-4376-7 10 237 福芳土井 81.0 鶴山土井 香美町村岡区味取

ACABCB 　 去 26.05.22 ふくこ２ 黒原1237462  谷福土井 西山　勝

13722-4249-4 13 259 福芳土井 82.0 鶴山土井 香美町村岡区丸味

ABABCA 原 去 26.04.30 のりしげ１ 黒原1170118 高改 照長土井 森脇　雄一

13722-4339-2 2 241 芳山土井 80.1 丸富土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 26.05.18 みつとみ 黒原1559112 改 福芳土井 森脇　薫明

13722-3710-0 2 279 丸富土井 80.2 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 26.04.10 たかつるまる２ 黒原1559111 改 鶴丸土井 森脇　薫明

13722-3842-8 2 292 照忠土井 81.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AABAAA  原 雌 26.03.28 ３６きくふく３ 黒原1444345  照長土井 長瀬　五一

13722-4207-4 1 250 芳悠土井 81.0 照一土井 香美町村岡区高津

       　 雌 26.05.09 ふくてる 黒原1605623  丸福土井 田中　博文
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4169-5 6 293 照忠土井 81.4 福芳土井 香美町香住区丹生地

BABAAB 原 雌 26.03.27 としふく０７ 黒原1404823  菊俊土井 今西　修輔

13722-3889-3 8 281 丸富土井 81.2 福芳土井 香美町小代区貫田

BCCCCB 原 雌 26.04.08 てるみ 黒原1299697  照神土井 小林　義富

13722-4143-5 12 272 福芳土井 80.3 鶴丸土井 香美町小代区神水

ACBCCB 原 雌 26.04.17 やすふく１３ 黒原1206242 高 菊照土井 藤原　敏和

13722-4238-8 2 241 丸富土井 83.5 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AACCBA  原 雌 26.05.18 てるよしの２ 黒原1559146  照長土井 中村　文吾

13722-3945-6 3 245 菊毬土井 80.7 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BAACAB  原 雌 26.05.14 ひさきく 黒原1482272  谷福土井 中井　のり子

13722-3795-7 6 228 丸富土井 83.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AACCBA 原 雌 26.05.31 さかえ５の２の６ 黒原1404937 高 照長土井 安田　義幸

14451-7110-2 2 273 丸宮土井 80.8 菊俊土井 宍粟市波賀町道谷

       　 雌 26.04.16 ゆうこ 黒　2413878  福広土井 岸本　章弘

14451-8182-8 4 254 丸宮土井 80.5 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

BBAAAA  原 雌 26.05.05 しずかの２ 黒　2368116  第２鶴雪土井 旗谷　仁志

14451-8209-2 3 260 芳山土井 81.2 丸宮土井 豊岡市中郷

AAABAA  原 雌 26.04.29 すず 黒原1528501  照長土井 新田　義孝

14201-2355-3 2 248 丸宮土井 80.0 福芳土井 乳頭数不足 朝来市和田山町土田

       　 雌 26.05.11 ゆきよし 黒原1561905  幸豊土井 その他 川見　和秀

14451-8551-2 4 284 芳悠土井 79.7 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BBCABA 原 雌 26.04.05 てるふく９ 黒　2368137  照長土井 宮田　貴身仁

08600-5409-0 2 280 茂池波 80.0 谷石土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.04.09 いしはやみ 黒　2374392  奥隼 県北部農業技術センタ

08600-5411-3 5 277 茂池波 80.8 宮照波 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.04.12 くにみ 黒原1423439  照道土井 県北部農業技術センタ

08600-5405-2 4 285 茂池波 80.0 北俊土井 朝来市和田山町安井

去 26.04.04 ひさみ 黒原1497620  豊松土井 県北部農業技術センタ
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

08600-5423-6 3 240 芳山土井 81.1 鶴丸土井 朝来市和田山町安井

BAACAA  原 去 26.05.19 きくみまる 黒　2391496  茂美波 県北部農業技術センタ

13748-3181-8 1 241 福芳土井 81.4 照一土井 豊岡市目坂

       　 去 26.05.18 かりゆし３の１ 黒原1594177  菊西土井 谷口　正徳

13748-3523-6 2 229 福芳土井 81.4 丸福土井 養父市畑

ABACBA  原 去 26.05.30 ちよみ 黒原1559065  福芳土井 山根　忠行

13748-3522-9 4 258 芳悠土井 81.6 照一土井 養父市大屋町蔵垣

BCBABA  原 去 26.05.01 かずゆき 黒　2380541  安幸土井 上垣　利之

13722-4918-9 13 247 芳山土井 80.6 鶴丸土井 養父市大屋町蔵垣

CBBCBA 　 去 26.05.12 かのこ 黒原1223666  谷福土井 上垣　勇吾

14451-8702-8 1 253 丸宮土井 80.7 照一土井 養父市森

BAAAAA  原 去 26.05.06 なつてる 黒原1594194  福芳土井 田村　正宏

14451-7236-9 4 279 照忠土井 81.3 菊俊土井 佐用郡佐用町櫛田

BABBAA 原 雌 26.04.10 つるひめ 黒原1463965  谷福土井 竹内　隆

13868-1817-3 11 267 千代藤土井 82.3 谷美土井 佐用郡佐用町佐用

BACBAA 原 雌 26.04.22 ただみ 黒　2059327  第２安鶴土井 盛崎　政寿美

13558-6835-2 2 260 芳山土井 82.0 丸宮土井 姫路市夢前町新庄

       　 去 26.04.29 おおみぞまる 黒　2418428  福芳土井 西影　昌久

14451-7253-6 14 235 丸宮土井 82.2 菊原波 赤穂市木津

BBBAAB 　 去 26.05.24 むつみ 黒原1099328  菊茂土井 溝田　泰司

13484-2040-6 1 268 芳山土井 81.0 丸富土井 神戸市北区淡河町神田

AAABAA  原 去 26.04.21 ふくまる 黒　2435150  照長土井 奥下　均

14628-0496-0 7 254 丸宮土井 79.8 光照土井 小野市長尾町

BBBAAA 原 雌 26.05.05 みやふたみ６ 黒　2269298  谷福土井 岡田　秀子

14628-0491-5 8 285 丸宮土井 81.0 照長土井 小野市長尾町

CBBAAA 原 雌 26.04.04 ゆき 黒　2226841  谷福土井 岡田　秀子

11806-4303-2 7 265 芳山土井 81.3 幸豊土井 加古川市志方町横大路

BAABAA 原 去 26.04.24 えみこ 黒　2226825  谷福土井 松岡　功
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13900-1480-6 2 248 芳山土井 80.0 菊西土井 丹波市市島町北奥

AAABAA  原 雌 26.05.11 みやふくみ 黒原1546255  第２安鶴土井 大槻　英樹

14451-7508-7 11 268 千代藤土井 81.7 照長土井 丹波市春日町栢野

BACBAA 原 雌 26.04.21 ひでこ 黒原1160714  菊照土井 岩見　年泰

14451-7480-6 13 279 芳山土井 81.1 光照土井 丹波市青垣町檜倉

AAACAA 原 雌 26.04.10 みつてるみや 黒原1209555  谷福土井 足立　尚之

14451-7505-6 3 273 芳悠土井 82.2 福芳土井 丹波市春日町鹿場

AAABAA  原 雌 26.04.16 よしひめ 黒原1524560  鶴丸土井 田川　良一

14348-5998-1 3 243 芳悠土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地口

BBABBA  原 去 26.05.16 ゆきまる 黒　2396559  鶴丸土井 清水　健司

13722-4199-2 12 238 福芳土井 81.2 照長土井 香美町村岡区中大谷

BBACBB 　 去 26.05.21 ふじまさの３ 黒原1206111 高 谷福土井 藤岡　義久

13722-4282-1 2 245 芳悠土井 82.0 照也土井 香美町村岡区熊波

AABAAA  原 去 26.05.14 やすふく１４の８ 黒原1559085  照長土井 井上　哲也

13722-4284-5 13 226 芳山土井 82.7 谷福土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 26.06.02 よしこ５ 黒原1126956 高改 菊照土井 井上　哲也

13722-4110-7 12 247 菊西土井 81.2 谷福土井 香美町村岡区味取

ABBCCC 　 去 26.05.12 はるこ 黒原1170019  安美土井 阿瀬　稔

13722-3812-1 2 277 丸富土井 80.8 芳山土井 香美町村岡区長瀬

       　 去 26.04.12 よしみ５の６ 黒　2413810  照也土井 谷渕　侑生

13722-4155-8 13 229 照忠土井 81.7 谷福土井 香美町小代区大谷

BACBAB 　 去 26.05.30 ふくみ８ 黒原1127008 高 照長土井 増田　丹

13722-4385-9 4 242 福芳土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABACCA 原 去 26.05.17 かね１の２ 黒原1489209  福芳土井 村尾　千代美

13722-3765-0 5 254 芳悠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BBAAAA 原 去 26.05.05 さゆり 黒原1444358  第２安鶴土井 山本　郁夫

13722-4266-1 5 253 菊毬土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町切畑

BBACBA 原 去 26.05.06 さかえ５の２の７ 黒原1444356  照長土井 倉田　広美
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-3897-8 13 282 芳山土井 81.7 照菊波 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 26.04.07 さつき 黒原1085240  菊道土井 山本　智明

14451-7802-6 3 283 芳山土井 80.1 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CAABAA  原 雌 26.04.06 ふくこ３ 黒原1482252  幸豊土井 竹下　千江子

12083-5600-5 5 273 丸富土井 80.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA 原 雌 26.04.16 てるもり 黒原1404949  菊俊土井 田中　充

13722-3879-4 3 243 芳山土井 81.1 照一土井 美方郡新温泉町古市

AAACAA  原 雌 26.05.16 きくはな 黒原1524480  菊俊土井 石原　美恵子

13722-4193-0 9 269 芳悠土井 81.2 照長土井 香美町小代区神水

CBCABA 原 雌 26.04.20 みつふく３の７ 黒原1299701  安谷土井 毛戸　誠

13722-3883-1 4 266 芳山土井 81.8 菊俊土井 香美町小代区東垣

AAACAA  原 雌 26.04.23 おふくひめ２ 黒原1482215  福芳土井 今井　正己

13722-3987-6 5 251 芳悠土井 81.6 第２鶴雪土井 香美町村岡区丸味

CCBABA 原 雌 26.05.08 ふくてる６ 黒原1444337  照長土井 対中　広芳

13722-4132-9 2 283 西杉土井 79.4 鶴神土井 香美町村岡区村岡

       　 雌 26.04.06 のぞみ 黒　2413799  福芳土井 ㈱美方ファーム

13722-4152-7 4 279 丸富土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区黒田

BACCCA 原 雌 26.04.10 としなが 黒原1444231  照長土井 長岡　直美

14445-6316-8 10 267 千代藤土井 81.5 照長土井 宍粟市一宮町東河内

BABBAA 原 雌 26.04.22 てるひめ１ 黒原1237342  菊安土井 小池　一博

14434-0631-2 8 234 芳悠土井 81.3 照長土井 宍粟市波賀町道谷

BBBBBA 原 去 26.05.25 きよみ 黒　2219676  鶴丸土井 岸本　章弘

11349-5687-4 7 304 千代藤土井 81.0 福俊土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

BACBAA 原 雌 26.03.16 つるひめ３ 黒　2253552  鶴丸土井 　　　　　　　　 全農兵庫　但東畜産Ｃ

13722-4696-6 6 285 芳山土井 81.8 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

AAACAA 原 雌 26.04.04 よしこ２ 黒原1409431  鶴丸土井 小牧　成基

13722-4742-0 3 251 丸富土井 82.0 福芳土井 豊岡市但東町河本

AABCBA  原 雌 26.05.08 ふくひさ 黒原1528518  照長土井 森井　正彦
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4741-3 4 241 丸富土井 80.7 照一土井 豊岡市但東町河本

BACAAA 原 雌 26.05.18 てるひろ 黒原1467513  鶴丸土井 森井　正彦

13841-0663-0 1 264 福芳土井 80.0 菊西土井 豊岡市出石町上野

ABABBA  原 雌 26.04.25 きみこ 黒原1594180  鶴山土井 山本　憲一

14451-8307-5 1 273 芳悠土井 80.1 照忠土井 養父市佐近山

AAABAA  原 雌 26.04.16 ふくみてる 黒原1576338  谷福土井 田村　繁子

13722-4964-6 3 273 芳山土井 81.1 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA 原 雌 26.04.16 ひな 黒原1489216  照長土井 岩花　希

14451-8479-9 5 244 芳悠土井 81.7 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA 原 去 26.05.15 ごいちよ 黒原1444249  鶴山土井 高橋　副武

14451-8485-0 11 239 福芳土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

ABACCA 原 去 26.05.20 のぞみ２ 黒原1239775  谷美土井 高橋　副武

14451-8487-4 3 238 丸宮土井 83.4 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA  原 去 26.05.21 てるみつ 黒　2368136  照長土井 高橋　副武

13722-5065-9 6 231 芳山土井 79.6 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAA 原 去 26.05.28 ごふく 黒　2294612  照長土井 上垣　康成

13722-4886-1 3 239 芳悠土井 79.3 菊俊土井 養父市別宮

ABACBA  原 去 26.05.20 かねふくとし 黒　2402126  福芳土井 西谷　敏秀

14451-8139-2 4 232 千代藤土井 80.4 照一土井 豊岡市宮井

BACAAA  原 去 26.05.27 あかふく 黒原1489162  鶴丸土井 綿田　謙

14451-8212-2 6 230 芳山土井 81.5 福広土井 豊岡市中郷

AAACBA 原 去 26.05.29 きいちご 黒原1409406  鶴山土井 新田　義孝

13868-1814-2 1 278 芳山土井 81.8 菊西土井 佐用郡佐用町口長谷

       　 去 26.04.11 たけつる 黒　2437585  福芳土井 竹田　瞳

13868-1819-7 6 239 照忠土井 80.4 福広土井 佐用郡佐用町福中

BABAAB  原 雌 26.05.20 まさゆき 黒　2289522  第２鶴雪土井 吉田　朝雄

13845-8343-1 11 240 照忠土井 81.2 第２鶴雪土井 姫路市白鳥台

CACAAC 　 去 26.05.19 つるなが 黒原1085291  照長土井 石原　寛大
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13584-3383-0 2 239 千代藤土井 77.4 照一土井 相生市矢野町真広

       　 去 26.05.20 さかよ３１０の１ 黒　2426326  福広土井 坂本　修一

13592-3748-2 9 268 芳悠土井 81.0 菊伸土井 加西市常吉町

ABAAAA 原 去 26.04.21 よねのぶ 黒　2226844  菊照土井 県立農業大学校

14628-0533-2 2 293 丸宮土井 78.3 照一土井 加西市大内町

CBBAAA  原 去 26.03.27 きくこ 黒　2354004  第２安鶴土井 藤原　護

14451-7497-4 7 297 芳山土井 81.7 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 去 26.03.23 もりたけ 黒原1313590  照菊波 上田　真吾

14451-7514-8 7 262 丸宮土井 82.3 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABABBA 原 去 26.04.27 ならふく 黒原1380297 改 光照土井 須原　芳夫

13900-1489-9 11 243 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市氷上町小谷

ABAAAA 原 去 26.05.16 たけの７の５ 黒原1237308  安重土井 細見　忠和

13900-1494-3 2 261 芳山土井 81.3 丸宮土井 丹波市氷上町氷上

AAABAA  原 去 26.04.28 さくらこ 黒原1559156  照長土井 元田　松雄

14348-5947-9 2 246 菊優土井 80.7 芳山土井 篠山市曽地奥

AAACAA  原 去 26.05.13 あられ 黒　2420162  鶴長土井 岡本　栄一

14451-7771-5 1 231 芳山土井 80.6 照忠土井 右頬に大痣 美方郡新温泉町岸田

       　 去 26.05.28 ごいちよ３ 黒原1592130  菊俊土井 その他 田中　孝広

14451-7909-2 8 253 菊毬土井 80.2 照波土井 美方郡新温泉町丹土

BAABAC 　 去 26.05.06 かねふく９ 黒原1340994  菊安土井 県立但馬牧場公園

13722-3787-2 6 243 芳山土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA 原 去 26.05.16 かおり 黒原1299777  菊道土井 大田　好雄

13722-4331-6 5 253 芳悠土井 81.6 鶴丸土井 香美町小代区神水

AAABBA 原 去 26.05.06 おじろ２０ 黒原1444312 高 谷福土井 藤原　吉子

13722-3999-9 3 235 芳悠土井 85.0 福芳土井 香美町小代区野間谷

       　 去 26.05.24 としふく 黒原1524437  菊俊土井 朝倉　久子

13722-4443-6 14 254 宮菊城 82.0 照長土井 香美町香住区丹生地

BBAAAA 原 去 26.05.05 いずみ 黒原1129030 高育改 安幸土井 今西　修輔
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4211-1 9 244 照忠土井 81.3 福芳土井 香美町香住区三谷

AAAAAB 　 去 26.05.15 さつき 黒原1299685  菊安土井 清水　容和

13722-4605-8 1 248 丸富土井 80.4 福芳土井 香美町村岡区境

AABBAA  原 去 26.05.11 ひめかひめ 黒原1592065  照俊土井 田中　一馬

13722-3694-3 6 263 照忠土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区味取

BABAAA 原 去 26.04.26 いつひめ２ 黒原1368929  第２安鶴土井 西山　勝

13722-3692-9 4 275 芳悠土井 80.8 丸福土井 香美町村岡区味取

BABAAA  原 雌 26.04.14 なつこ２の１ 黒原1482185  谷福土井 西山　康子

13722-3715-5 11 263 芳悠土井 81.6 照長土井 香美町村岡区味取

AAAAAA 原 雌 26.04.26 ゆきてる 黒原1237458 高育 安幸土井 西山　勝

13722-3846-6 5 253 丸富土井 80.8 照一土井 香美町村岡区丸味

BACBAA 原 雌 26.05.06 ２８みつふく４ 黒原1423390  谷福土井 長瀬　久美子

13722-3760-5 2 274 芳山土井 82.0 丸富土井 香美町小代区東垣

AAACAA  原 雌 26.04.15 みやふくまる 黒原1559097  福芳土井 中村　健治

13722-4239-5 3 241 芳山土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 雌 26.05.18 みわこ２ 黒原1524494  照長土井 中村　文吾

13722-3738-4 6 271 芳山土井 83.2 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 雌 26.04.18 さかえ５の２ 黒原1404910  照長土井 田中　房夫

14451-7814-9 3 246 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA  原 雌 26.05.13 ふくかね６ 黒原1524464  谷福土井 寺谷　進

13722-4262-3 1 235 芳悠土井 80.8 菊西土井 美方郡新温泉町海上

       　 雌 26.05.24 ひさたに５の３ 黒原1592127  福広土井 尾崎　栄太郎

14434-0662-6 5 256 丸宮土井 79.0 第２鶴雪土井 宍粟市一宮町上岸田

CCBABA 去 26.05.03 ゆきふく 黒　2329915  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

14451-8309-9 1 250 丸富土井 81.2 照一土井 養父市奥米地

AABBAA  原 雌 26.05.09 てるあき 黒原1594190  福芳土井 安達　昌行

13722-4913-4 13 273 芳山土井 81.7 鶴山土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 雌 26.04.16 あさがお 黒原1188973  照長土井 上垣　勇吾
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4715-4 6 279 千代藤土井 80.7 菊宮土井 豊岡市日高町知見

CABAAA 原 雌 26.04.10 さつきみや 黒原1409421  第２安鶴土井 山崎　豊志

08600-5400-7 1 292 丸春土井 80.6 茂広波 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.03.28 はつはなしげ 黒原1592313  菊俊土井 県北部農業技術センタ

08600-5403-8 1 289 宮菊城 80.2 北丸土井 異毛色 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.03.31 てるなだこ 黒原1592315  照菊波 その他 県北部農業技術センタ

08600-5414-4 2 272 茂池波 80.0 鶴神土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 26.04.17 みやつるかみ 黒原1573996  宮照波 県北部農業技術センタ

08600-5417-5 2 266 茂池波 79.7 照也土井 朝来市和田山町安井

       　 雌 26.04.23 なりてる 黒　2423269  福芳土井 県北部農業技術センタ

14451-8561-1 3 227 芳山土井 81.5 照一土井 朝来市和田山町野村

AAABAA  原 去 26.06.01 よしのてる１０ 黒原1528655  鶴山土井 宮田　貴身仁

14451-8598-7 12 240 芳悠土井 81.0 鶴丸土井 朝来市神子畑

BBBBAA  原 去 26.05.19 とみてる３ 黒原1144380  菊照土井 仙賀　隆文

14201-2354-6 7 260 芳悠土井 80.1 菊俊土井 朝来市和田山町土田

AAABBA 原 去 26.04.29 たけとし 黒原1391346  第２菊武土井 川見　和秀

13722-4789-5 11 246 芳悠土井 81.3 照長土井 豊岡市但東町佐々木

ABBBBA 原 去 26.05.13 ふくなが 黒原1102782  谷福土井 西　幸信

13722-4899-1 10 236 芳悠土井 81.8 照長土井 養父市建屋

BABAAA 原 去 26.05.23 まさなが 黒原1271500 高 谷福土井 野中　稔

13722-4971-4 2 247 丸富土井 83.5 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

       　 去 26.05.12 ふくてるまさ 黒原1561887  菊俊土井 岩花　希

13722-4972-1 3 246 丸富土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BABCBA  原 去 26.05.13 ひめか 黒原1528539  福芳土井 岩花　玉男

13868-1820-3 7 271 丸富土井 81.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BBCBBA 原 去 26.04.18 よこさか 黒　2269289  菊重土井 矢内　忠司

14451-7241-3 8 288 菊西土井 80.8 照長土井 佐用郡佐用町本郷

BBCABC 　 雌 26.04.01 てるこ 黒　2059337  菊森土井 谷口　茂信
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

14451-7245-1 9 259 芳山土井 81.1 照長土井 姫路市継

BAACAA 原 去 26.04.30 さつき 黒原1271480  谷本土井 松浦　勝義

13584-3382-3 2 241 芳山土井 80.0 菊西土井 相生市矢野町真広

AAACAA  原 去 26.05.18 みつふく３５の６ 黒　2402147  照長土井 坂本　修一

13484-2036-9 3 275 丸宮土井 81.3 福芳土井 神戸市北区淡河町神田

ABABAA  原 去 26.04.14 しょうふく２２ 黒　2387692  菊俊土井 奥下　均

13467-3306-5 3 299 芳山土井 79.0 宮弘波 小野市昭和町

       　 雌 26.03.21 みや 黒　2362254  菊俊土井 藤本　幹泰

14336-0440-7 3 253 芳山土井 79.0 菊俊土井 小野市万勝寺町

AAACAA  原 雌 26.05.06 ひでこ 黒　2396522  鶴丸土井 宮下　悦子

14628-0494-6 1 272 芳悠土井 80.4 丸宮土井 小野市長尾町

AAAAAA  原 雌 26.04.17 おかるい５ 黒　2432153  光照土井 岡田　秀子

13900-1498-1 10 262 芳悠土井 81.6 照菊波 丹波市山南町長野

ACABBA 原 雌 26.04.27 さよなみ 黒原1217904 改 菊安土井 稲場　雅二

14451-7496-7 6 287 丸宮土井 81.3 光照土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 雌 26.04.02 みつこ 黒原1369889  菊安土井 上田　真吾

14451-7515-5 1 252 丸宮土井 81.4 福芳土井 乳頭数不足 丹波市市島町岩戸

BBAAAA 雌 26.05.07 いくつるこ 黒原1592301  照長土井 その他 大槻　良

14451-7521-6 5 253 丸富土井 81.8 福芳土井 丹波市青垣町東芦田

AABBAA  原 雌 26.05.06 みやよし１ 黒原1449569 改 谷福土井 前田　貴雄

14348-5996-7 3 241 丸宮土井 80.4 福芳土井 篠山市曽地口

       　 去 26.05.18 ふくえ１ 黒　2402109  照一土井 清水　健司

14201-1063-8 10 256 芳悠土井 80.7 幸豊土井 香美町村岡区池ケ平

CCBABA 　 去 26.05.03 ひめさち 黒原1206116  菊照土井 西井　秀一

13722-4250-0 5 259 丸富土井 81.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCBA  原 去 26.04.30 まるこ４ 黒原1444327  鶴丸土井 森脇　雄一

13722-4254-8 5 257 芳悠土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 26.05.02 ひちふく 黒原1444333 改 照長土井 森脇　雄一
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-4112-1 10 230 芳悠土井 81.2 菊安土井 香美町村岡区味取

BBABBA 原 去 26.05.29 ふたこ１ 黒原1271087  谷福土井 阿瀬　稔

13722-3813-8 3 269 菊毬土井 81.4 福広土井 香美町村岡区長瀬

AAABBA  原 去 26.04.20 おおみぞ５の３ 黒原1482189  照長土井 谷渕　侑生

13722-4355-2 1 267 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町小代区秋岡

       　 去 26.04.22 ふくよ 黒原1592090  菊俊土井 今井　正人

13722-3874-9 15 249 丸富土井 82.3 第２照久土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAB 　 去 26.05.10 ふくみ７ 黒原1085232  安美土井 西坂　嘉津美

13722-3948-7 2 240 菊西土井 80.4 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABCAA  原 去 26.05.19 つるよしまる 黒原1559129 改 鶴丸土井 中井　のり子

14451-7792-0 7 249 丸富土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA 原 去 26.05.10 よしみやひさ 黒原1368862  第２安鶴土井 坂本　忠美

12083-3053-1 2 261 芳悠土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 雌 26.04.28 てるひさかず 黒原1559141  福芳土井 鎌田　活美

14451-7837-8 5 279 照忠土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町熊谷

AAABAB 原 雌 26.04.10 きくひめ 黒原1404913  菊安土井 左右田　哲夫

13722-3734-6 11 242 丸富土井 83.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BABCBA 原 雌 26.05.17 ともよし 黒原1237407 高育 安幸土井 村尾　千代美

13722-3783-4 11 248 福芳土井 81.7 照長土井 香美町小代区大谷

ABABBC 　 雌 26.05.11 みやてる 黒原1237338 高 安重土井 増田　丹

13722-4144-2 14 253 丸富土井 81.3 谷福土井 香美町小代区神水

AAABAA 原 雌 26.05.06 たつたにひめ 黒原1170072 高育改 菊照土井 藤原　幸恵

13722-3848-0 1 241 丸富土井 81.3 照一土井 香美町村岡区丸味

BACAAA  原 雌 26.05.18 ８３もりつる６ 黒原1605638  第２安鶴土井 長瀬　五一

13722-4280-7 8 241 丸富土井 80.0 照波土井 香美町村岡区熊波

CACCBB 　 雌 26.05.18 てるまさ 黒原1331150  谷福土井 井上　哲也

13722-4285-2 4 227 芳悠土井 80.6 丸福土井 香美町村岡区熊波

BABBAA  原 雌 26.06.01 おおみぞ８の１ 黒原1482226 高 谷福土井 井上　哲也
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雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

13722-3981-4 11 245 芳悠土井 81.0 照長土井 香美町村岡区萩山

BABAAA 原 雌 26.05.14 てるみ 黒原1206104 改 谷福土井 西村　忠一

14434-0630-5 5 264 丸宮土井 81.1 菊俊土井 宍粟市波賀町道谷

BBAAAA  原 去 26.04.25 きくみ 黒　2264327  谷福土井 岸本　章弘

14201-1697-5 7 263 丸宮土井 79.1 福芳土井 ＥＴ産子 豊岡市但東町小谷

       　 雌 26.04.26 しらさわ２２８ 黒　2334719  越照波 全農兵庫　但東畜産Ｃ

13748-3179-5 6 250 芳悠土井 80.1 菊俊土井 豊岡市目坂

BBABAA 原 雌 26.05.09 ひめこ１ 黒　2209088  照長土井 谷口　正徳

14451-8701-1 3 254 芳悠土井 82.0 菊西土井 養父市森

AABBAA  原 雌 26.05.05 てるにし 黒原1528536  第２鶴雪土井 田村　正宏

13722-5074-1 7 248 丸宮土井 80.0 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

CCBAAA 原 雌 26.05.11 なみ 黒原1331109  第２安鶴土井 上垣　康成

14451-8500-0 16 264 福芳土井 81.8 鶴光土井 養父市大屋町若杉

BCBBCB 原 雌 26.04.25 かなゆき 黒原1045319  谷美土井 高橋　副武

14451-8492-8 3 278 福芳土井 83.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

ABACBA  原 雌 26.04.11 むつひめ 黒原1369047  照長土井 高橋　大樹

14451-8475-1 7 269 丸宮土井 82.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA 原 去 26.04.20 かつてる２ 黒原1369044  照長土井 高橋　大樹

14451-8207-8 11 279 丸宮土井 81.8 谷美土井 豊岡市中郷

CBAAAA 原 去 26.04.10 ぴんこ 黒原1209491  鶴丸土井 新田　義孝

14451-8208-5 4 261 丸宮土井 81.5 菊宮土井 豊岡市中郷

ABAAAA 原 去 26.04.28 みやこ 黒原1449962  北宮波 新田　義孝

13841-0664-7 10 237 福芳土井 80.5 照長土井 豊岡市出石町上野

BBBBBA 原 去 26.05.22 まゆみ 黒原1282637  第２安鶴土井 山本　憲一

14451-8183-5 1 238 丸宮土井 83.1 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

BBAAAA  原 去 26.05.21 ふくわか 黒原1594178  照明土井 旗谷　仁志

08600-5424-3 1 236 菊西土井 80.6 丸宮土井 朝来市和田山町安井

       　 去 26.05.23 みやていか 黒原1608706  宮奥城 県北部農業技術センタ

341

342

343

344

337

338

339

340

349

350

345

346

347

348



雌： 173 雄： 去： 204 合計 377
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27年1月14日

血　　統 損　　徴

08600-5429-8 4 232 芳山土井 80.1 茂悠波 朝来市和田山町安井

AAACBA 原 去 26.05.27 みつしげひさ 黒原1497631  照幸波 県北部農業技術センタ

08600-5434-2 8 231 茂初波 80.4 菊俊土井 朝来市和田山町安井

       原 去 26.05.28 みやぎく２ 黒原1340993  照長土井 県北部農業技術センタ

14451-7242-0 4 275 芳山土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町金屋

AAACAA 原 去 26.04.14 ふじ 黒　2329910  第２安鶴土井 大西　功

13584-3384-7 2 227 丸宮土井 80.0 菊西土井 相生市矢野町真広

       　 去 26.06.01 きくまる２ 黒　2426327  福広土井 坂本　修一

14451-7202-4 11 338 菊西土井 80.5 谷福土井 姫路市継

BBCBCC 　 去 26.02.10 むらゆき 黒　2059332  安幸土井 松浦　勝義

11548-7118-8 11 279 照一土井 81.2 第２鶴雪土井 三田市東山

CCBAAC 　 去 26.04.10 ゆり 黒　2065579  照菊波 岡本　鷹司

13573-2841-0 2 249 芳山土井 79.1 菊西土井 小野市河合西町

       　 去 26.05.10 ともえ１ 黒　2411877  福芳土井 堀井　光仁

13592-3750-5 1 260 丸福土井 80.7 鶴神土井 加西市常吉町

       　 去 26.04.29 きょうこ 黒　2431364  茂広波 県立農業大学校

13900-1463-9 6 246 丸富土井 80.5 福俊土井 丹波市山南町北和田

BACBBA  原 去 26.05.13 しずもち 黒原1409600  照長土井 田中　憲蔵

14451-7513-1 3 264 芳悠土井 81.5 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

ABABBA  原 去 26.04.25 きくまる 黒原1524547  鶴丸土井 須原　芳夫

13900-1524-7 6 211 芳山土井 82.0 光照土井 丹波市柏原町柏原

AAACBA 原 去 26.06.17 はまぎく６ 黒原1380281 改 照菊波 下山　一彦

13900-1470-7 2 246 芳悠土井 79.1 照一土井 丹波市春日町野上野

AAABAA  原 去 26.05.13 なつてる 黒　2413842  鶴長土井 山本　昇治

14348-5994-3 6 240 芳山土井 82.3 鶴山土井 篠山市曽地口

AAABAA  原 去 26.05.19 さつき 黒原1369947  照長土井 清水　健司

13748-3184-9 7 218 福芳土井 81.6 照明土井 豊岡市目坂

ABACBB 　 去 26.06.10 あけむすめ 黒原1331059 育改 谷福土井 谷口　正徳
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血　　統 損　　徴

13722-4729-1 10 288 芳山土井 83.0 鶴丸土井 豊岡市但東町河本

BAACAA 原 去 26.04.01 もりかね 黒　2112391  安美土井 森井　正彦

14451-7501-8 8 266 芳悠土井 81.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAABAA 原 雌 26.04.23 よしまる 黒　2174610  鶴丸土井 上田　真吾

11549-1608-7 5 247 丸宮土井 79.5 福芳土井 神戸市西区神出町

BCAABA 原 去 26.05.12 むつき 黒　2338230  幸豊土井 池本　俊彦

14355-0541-2 3 239 丸宮土井 79.4 菊俊土井 加西市大内町

BBAAAA  原 雌 26.05.20 はつひめ 黒　2388890  安幸土井 藤原　護

14451-7671-8 8 232 芳山土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

AAABAA 原 雌 26.05.27 さちふく２ 黒原1331154 高育 照長土井 西井　秀一

13722-3966-1 3 291 芳悠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区神坂

ABABBA  原 雌 26.03.29 さわふく 黒原1524383  菊俊土井 伊沢　正一

13722-3913-5 7 284 丸富土井 80.6 鶴山土井 香美町村岡区川会

ABBCCB 原 雌 26.04.05 たにきそひめ２ 黒原1368926  谷福土井 谷　祥一

13722-3789-6 4 295 芳悠土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区川会

ABACBA  原 去 26.03.25 ときとし 黒　2329941  照長土井 谷　俊一

13722-4129-9 2 290 菊西土井 79.4 芳山土井 香美町村岡区村岡

       　 去 26.03.30 こゆき 黒　2413806  丸福土井 ㈱美方ファーム

13722-4117-6 8 254 芳山土井 80.7 照長土井 香美町村岡区村岡

AAACAA 原 雌 26.05.05 みゆき 黒原1331148 育改 谷福土井 ㈱美方ファーム

13756-0398-8 10 290 丸宮土井 80.1 照長土井 加西市産 朝来市和田山町安井

CBBCBA 　 去 26.03.30 かずこ 黒　2084745 谷福土井 県北部農業技術センタ

13756-0399-5 6 289 丸宮土井 80.1 光照土井 加西市産 朝来市和田山町安井

BCBCCA 　 去 26.03.31 まつり 黒原1309918 谷福土井 県北部農業技術センタ

14201-2241-9 3 224 福芳土井 81.1 菊俊土井 朝来市山東町大月

ABACCA  原 雌 26.06.04 みやよし２ 黒原1528567 福芳土井 浅野　登
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