
雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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

13542-5532-0 7 256 菊西土井 81.5 照長土井 香美町村岡区和池

BBCBBB 　 去 26.12.27 ともみ４ 黒原1347517  菊照土井 西崎　武志

13542-5533-7 4 250 福広土井 79.0 菊俊土井 香美町村岡区和池

BABCBA 原 去 27.01.02 あきほ７ 黒　2391451  照長土井 西崎　武志

13542-5576-4 6 244 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 去 27.01.08 ちはる８ 黒原1404938 高育 照長土井 植田　秀作

13722-4772-7 1 261 菊西土井 80.3 照忠土井 豊岡市但東町河本

       　 去 26.12.22 てるさくら 黒原1627771  芳山土井 森井　正彦

13722-4775-8 1 261 照忠土井 81.1 福芳土井 豊岡市但東町河本

       　 去 26.12.22 ふくしず 黒原1627772  丸富土井 森井　正彦

13722-4776-5 1 261 丸宮土井 81.8 芳悠土井 豊岡市但東町河本

       　 去 26.12.22 よしひさ 黒原1627774  宮奥城 森井　正彦

13722-5199-1 6 239 丸宮土井 81.6 福芳土井 朝来市和田山町土田

ABAAAA 原 去 27.01.13 よしつる５ 黒原1396791  照長土井 川見　和秀

13722-5196-0 10 255 福芳土井 81.0 越照波 朝来市和田山町土田

BCABCC 　 雌 26.12.28 つるひめ５ 黒　2082351  菊照土井 川見　和秀

13636-1747-8 8 232 丸宮土井 84.0 福芳土井 丹波市青垣町檜倉

ACAABA 原 去 27.01.20 うさぎ 黒原1300029  照長土井 足立　尚之

13632-0040-3 6 281 芳山土井 80.6 照長土井 神戸市西区神出町紫合

BAABAA 原 雌 26.12.02 みやいずみ４の１ 黒　2256503  福俊土井 淵上　晋

14355-0583-2 2 251 福芳土井 79.4 丸宮土井 小野市広渡町

       　 去 27.01.01 こうふく２の２ 黒　2428229  菊俊土井 前田　勇雄

14355-0553-5 8 247 芳山土井 80.3 照俊土井 小野市長尾町

AAACAA 原 去 27.01.05 みやいずみ５ 黒　2252627  菊井土井 岡田　秀子

11426-4175-5 1 263 丸宮土井 82.1 茂康波 加古川市平岡町新在家

BAAAAA  原 去 26.12.20 ふくのはな２ 黒　2452225  福芳土井 兵庫県立農業高等学校

13636-1727-0 8 247 丸宮土井 83.0 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA 原 去 27.01.05 はるな 黒原1299864  照長土井 上田　真吾

摘　　要

子牛せり市出場名簿平成27年9月9日

血　　統 損　　徴
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13636-1723-2 11 256 千代藤土井 81.6 照菊波 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 去 26.12.27 はまぎく２ 黒原1247781 高 谷福土井 上田　真吾

13636-1734-8 11 245 千代藤土井 82.5 第２安鶴土井 丹波市市島町下竹田

CACAAB 去 27.01.07 ふくとし 黒　2120983  菊照土井 須原　芳夫

13636-1714-0 12 289 丸宮土井 80.4 北宮波 丹波市青垣町東芦田

BBBAAA 原 去 26.11.24 ゆみこ 黒　2101645  照長土井 前田　貴雄

13636-1737-9 8 253 千代藤土井 81.0 照長土井 丹波市市島町岩戸

BACAAA 原 去 26.12.30 ひろかず２ 黒原1370054  菊安土井 大槻　良

13636-1797-3 1 268 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市氷上町横田

AAACAA  原 去 26.12.15 きくと 黒原1559159  照長土井 足立　和人

14973-6070-7 1 297 芳山土井 80.5 照忠土井 篠山市曽地口

       　 雌 26.11.16 いけだ３の１ 黒　2442898  福広土井 清水　健司

14973-6065-3 7 299 照忠土井 80.0 照長土井 篠山市曽地奥

CACAAA 　 去 26.11.14 だいふく 黒　2188808  谷福土井 岡本　栄一

12533-1563-7 2 244 芳山土井 80.0 照一土井 美方郡新温泉町岸田

AAACAA  原 去 27.01.08 てるひさ 黒原1592129  照長土井 山村　かすみ

13542-5393-7 5 224 芳悠土井 81.8 福広土井 美方郡新温泉町飯野

ABCBCA 原 去 27.01.28 みのり３の２ 黒原1482279  照長土井 寺谷　進

11549-3911-6 9 303 福芳土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町井土

ABBCCB 去 26.11.10 てるひめ５ 黒原1237374  谷福土井 岸　厚子

13542-5773-7 9 228 芳山土井 85.0 福芳土井 香美町小代区東垣

AAACBA 原 去 27.01.24 たかてる 黒原1331222 高 照長土井 中村　健治

13542-5281-7 15 267 福芳土井 80.7 第２安鶴土井 香美町村岡区味取

BCABBB 　 去 26.12.16 やすひめ 黒原1045378  照長土井 西山　勝

13542-5842-0 10 286 丸富土井 81.6 谷福土井 香美町村岡区丸味

BABBBA 原 去 26.11.27 ふくえ５ 黒原1271082 高 第２安鶴土井 小林　操

13722-3993-7 7 247 照忠土井 80.7 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 27.01.05 ひろまさてる３ 黒原1404871  照長土井 対中　広芳
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13542-5455-2 3 293 菊西土井 79.3 丸宮土井 香美町村岡区宿

       　 去 26.11.20 あいまるみや 黒　2413787  菊俊土井 上田　伸也

13542-5463-7 4 275 菊西土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区宿

AABBBA  原 去 26.12.08 てるよ 黒原1524359  鶴丸土井 上田　伸也

13542-5462-0 6 275 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区宿

BBABAA 原 去 26.12.08 ふくつるひめ 黒原1444258  鶴山土井 上田　伸也

11549-3906-2 8 312 芳悠土井 80.0 照長土井 香美町村岡区熊波

BABBAA 原 雌 26.11.01 きくにしき 黒原1368868 改 菊安土井 井上　哲也

13722-4634-8 4 310 芳山土井 84.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACAA  原 雌 26.11.03 ふくつる４ 黒原1482224  照長土井 井上　哲也

13722-4669-0 5 297 芳悠土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

ABACCA 原 雌 26.11.16 てつふく 黒原1482191  菊照土井 谷渕　侑生

13542-5524-5 7 224 芳山土井 82.7 福広土井 美方郡新温泉町春来

AABCBA 原 雌 27.01.28 おおみぞ 黒原1404911 高 照長土井 福井　強

13542-5404-0 8 250 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BBBCCA 原 雌 27.01.02 やすあき１ 黒原1368838  菊安土井 山本　郁夫

11549-3931-4 3 240 丸富土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BABCBA  原 雌 27.01.12 つねふじ 黒原1559125  照長土井 村尾　賢一

13937-6381-7 8 294 芳悠土井 81.7 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

BBBBBA 原 雌 26.11.19 はる 黒　2252585  安幸土井 小池　一博

13937-6385-5 6 277 芳山土井 82.1 鶴山土井 宍粟市一宮町東河内

AAABAA  原 雌 26.12.06 こはく 黒　2309171  照長土井 小池　一博

14451-8708-0 2 276 照忠土井 80.4 芳山土井 養父市森

AAAAAA  原 去 26.12.07 ゆきやま 黒原1587513  鶴山土井 田村　正宏

13542-6705-7 11 277 丸福土井 83.5 照長土井 同性複数産子 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 26.12.06 いかり 黒原1299819  谷美土井 高橋　本明

13542-6709-5 3 278 菊西土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABCBA  原 去 26.12.05 のりと 黒原1528549  幸豊土井 高橋　大樹
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13722-4996-7 9 266 福芳土井 81.0 幸豊土井 養父市大屋町大屋市場

BCBCCA 　 去 26.12.17 りつゆき 黒原1313594 改 鶴丸土井 岩花　玉男

14451-8365-5 4 268 千代藤土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

BACAAA  原 去 26.12.15 てるひめ３ 黒原1508013  照長土井 寺尾　稔

13722-4934-9 5 268 芳山土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAA  原 去 26.12.15 ふくなお 黒原1423416  照長土井 上垣　耕作

13748-3531-1 3 231 芳悠土井 80.8 菊俊土井 養父市建屋

ABBBBA  原 去 27.01.21 きくや 黒原1561881  照長土井 野中　稔

13722-5031-4 2 243 丸宮土井 82.7 福芳土井 養父市養父市場

ABAAAA  原 雌 27.01.09 ふくみ 黒原1576337  照長土井 吉村　英之

13542-6413-1 4 229 芳悠土井 80.2 丸福土井 豊岡市野上

BAABAA  原 雌 27.01.23 ひさまる１０ 黒原1528508  福芳土井 西垣　富夫

13722-4774-1 11 272 芳悠土井 83.0 照長土井 豊岡市但東町河本

BCCBCA 　 雌 26.12.11 もりあき 黒　2146476  鶴光土井 森井　正彦

13722-4770-3 1 296 丸富土井 84.2 宮奥城 豊岡市但東町河本

BACCBA  原 雌 26.11.17 みやまつ 黒　2424417  谷美土井 森井　正彦

13833-1955-0 9 228 芳悠土井 81.8 菊俊土井 宍粟市山崎町与位

BBABBA 原 雌 27.01.24 みちぎく 黒　2188889  照長土井 中坪　みどり

13833-1948-2 6 247 千代藤土井 80.0 福広土井 赤穂市木津

BACBBA  原 雌 27.01.05 つるひめ 黒　2309211  第２安鶴土井 溝田　泰司

13708-1791-5 9 255 芳山土井 81.8 茂美波 佐用郡佐用町口長谷

AAABAB 　 去 26.12.28 みやふく 黒　2207164  照長土井 竹田　瞳

13708-1789-2 1 319 照忠土井 79.8 福広土井 佐用郡佐用町本郷

AAAAAA  原 雌 26.10.25 よしひろ 黒　2441461  福芳土井 谷口　茂信

14355-0603-7 7 253 丸宮土井 81.5 照城波 加西市大内町

BCAABA 　 去 26.12.30 みな 黒　2252629  第２安鶴土井 藤原　護

13564-8420-9 6 294 丸宮土井 80.1 奥秀 兵庫県加西市剣坂町

CCAAAA 去 26.11.19 はるこ 黒　2294594  照長土井 中村　弘直
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13636-1735-5 6 265 菊西土井 82.0 光照土井 丹波市市島町岩戸

AACBAB 原 雌 26.12.18 てるこ３の１ 黒原1391335  第２安鶴土井 大槻　良

13636-1733-1 9 231 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

ABACBA 原 雌 27.01.21 きくみ 黒原1336566 高 照長土井 須原　芳夫

13636-1724-9 12 255 芳山土井 82.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 26.12.28 はまなみ 黒原1209426 高 菊安土井 上田　真吾

13636-1721-8 4 275 千代藤土井 83.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AABBAA 原 雌 26.12.08 はまてる 黒原1488913  照長土井 上田　真吾

13636-1713-3 1 281 丸宮土井 80.0 照一土井 丹波市青垣町東芦田

BAAAAA  原 雌 26.12.02 ふくてる 黒原1610929  福俊土井 前田　貴雄

13636-1786-7 2 223 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市氷上町小谷

       　 雌 27.01.29 ななひめきくの１ 黒原1592288  菊俊土井 細見　忠和

13636-1757-7 6 261 千代藤土井 82.0 福芳土井 丹波市山南町北和田

AACBAA  原 雌 26.12.22 ふくみ 黒原1409598  照長土井 田中　憲蔵

14973-6057-8 3 269 芳山土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACAA 原 去 26.12.14 なつみ 黒　2396561  谷福土井 清水　健司

14973-6061-5 6 253 福芳土井 80.4 菊俊土井 篠山市乾新町

ABACCA 原 雌 26.12.30 やちよ 黒　2347286  鶴丸土井 小西　弘

13542-5664-8 4 262 芳山土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAACBA  原 去 26.12.21 てるとし 黒原1524381  谷福土井 伊沢　正一

13542-5629-7 3 266 芳山土井 82.8 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

BAACAA  原 去 26.12.17 たかなみ３ 黒原1559106  茂美波 森脇　薫明

13542-5636-5 4 259 芳悠土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABABBA  原 去 26.12.24 としえ 黒原1524401  福芳土井 森脇　薫明

13542-5638-9 3 255 照忠土井 79.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 去 26.12.28 たかつるまる 黒　2391459  鶴丸土井 森脇　薫明

13542-5624-2 7 290 丸富土井 81.6 福広土井 香美町村岡区丸味

AABCBA 原 去 26.11.23 はるか２ 黒原1404862 高育 鶴山土井 森脇　雄一
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13722-4679-9 2 248 芳悠土井 80.1 芳山土井 香美町小代区秋岡

AAABAA  原 去 27.01.04 みやふく 黒原1592091 改 鶴丸土井 今井　正人

11549-3934-5 5 269 芳山土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町古市

BAACAA 原 去 26.12.14 としゆき 黒　2329949  第２安鶴土井 石原　美恵子

13542-5363-0 4 241 菊毬土井 82.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

BABAAA 原 去 27.01.11 たかてる５ 黒原1524455 改 照長土井 西坂　嘉津美

13542-6006-5 8 273 芳悠土井 84.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA 原 去 26.12.10 あきかつ 黒原1368864 高育改 菊照土井 中井　豊枝

13542-5573-3 10 263 芳悠土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町海上

BABBAA 原 雌 26.12.20 つねふじ８ 黒原1299759  菊安土井 植田　秀作

13542-5865-9 2 235 芳山土井 81.3 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 雌 27.01.17 みやふくの３ 黒原1592138  照長土井 村尾　和広

13722-4682-9 4 312 丸富土井 82.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AABCAA 原 雌 26.11.01 ひさまる 黒原1444360  鶴丸土井 山本　美香恵

13542-5320-3 7 237 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

ABACCA 原 雌 27.01.15 ゆりきく 黒原1404923  茂美波 高美　治

13424-0976-6 6 245 照忠土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 27.01.07 ふくふく 黒原1444383  谷福土井 大田　好雄

13722-4517-4 3 280 芳悠土井 79.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABBA  原 雌 26.12.03 きくにしき２ 黒　2413834  照長土井 中村　文吾

13542-5742-3 3 258 福芳土井 81.7 菊西土井 香美町小代区神場

ABACCA  原 雌 26.12.25 ゆうな 黒原1559094  幸豊土井 上治　秀正

14434-0655-8 2 265 芳山土井 79.4 光照土井 宍粟市一宮町上岸田

AAACAA  原 去 26.12.18 ふくみてる 黒　2388900  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

14122-0604-2 3 268 千代藤土井 80.0 丸宮土井 宍粟市波賀町斉木

BABAAA  原 去 26.12.15 ふな３ 黒　2396539  照長土井 舟積　一雄

14451-8218-4 4 275 千代藤土井 81.0 福広土井 豊岡市中郷

BACAAA  原 去 26.12.08 ひろこ 黒原1489156  第２照久土井 新田　義孝
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13542-6303-5 3 241 芳山土井 81.5 照一土井 豊岡市清冷寺

AAACAA 原 去 27.01.11 しげてる 黒原1517617  菊俊土井 浅井　光澄

13722-4883-0 5 248 芳山土井 80.8 菊俊土井 豊岡市辻

AAACAA 原 去 27.01.04 くるみ 黒原1423406  照長土井 猪師　英三良

13722-4822-9 6 249 丸宮土井 80.8 菊俊土井 豊岡市宮井

CAABAA 原 去 27.01.03 つるこ 黒原1449794 高育 照長土井 綿田　謙

14451-8709-7 2 272 丸宮土井 81.3 照忠土井 養父市森

       　 去 26.12.11 なつただ 黒原1594193  福芳土井 田村　正宏

13542-6711-8 12 276 芳山土井 81.2 幸豊土井 養父市大屋町若杉

CAACAA 原 去 26.12.07 ひめゆき 黒原1209498  菊安土井 高橋　本明

13542-6717-0 10 272 芳山土井 82.2 照長土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 26.12.11 ひめまつ 黒原1299816  谷福土井 高橋　副武

13722-4994-3 9 281 千代藤土井 83.0 照明土井 養父市大屋町大屋市場

BACAAA 原 雌 26.12.02 あきしろ 黒　2174567 改 鶴山土井 岩花　希

14451-8364-8 7 293 千代藤土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町宮本

BACAAA 原 雌 26.11.20 ちひろ 黒原1409477  鶴山土井 寺尾　稔

13722-5192-2 4 315 丸富土井 81.1 福広土井 乳頭数不足 朝来市和田山町土田

       　 雌 26.10.29 はなこ５ 黒原1467543  鶴丸土井 その他 川見　和秀

14754-3395-9 4 301 芳悠土井 80.0 宮弘波 相生市矢野町真広

ABABBA  原 雌 26.11.12 よしたけ２の７ 黒　2369450  菊井土井 坂本　修一

13708-1763-2 4 285 丸富土井 82.1 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

BACBBA  原 雌 26.11.28 きく 黒　2376702  照長土井 杉田　真人

13833-1905-5 1 268 丸宮土井 81.4 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

BBAAAA  原 去 26.12.15 やすよし 黒　2450339  光照土井 安岡　林

13868-1882-1 6 321 菊西土井 80.1 茂美波 佐用郡佐用町大畠

BBCCCC 　 雌 26.10.23 ふじかず２の２ 黒　2253569  照菊波 野村　克喜

13672-3895-2 1 278 芳悠土井 80.7 丸宮土井 多可町八千代区中野間

ABAAAA  原 去 26.12.05 まき 黒　2448994  福広土井 有田　覚
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

14593-2044-2 4 268 丸宮土井 82.0 福芳土井 神戸市北区淡河町神田

ABAAAA 原 雌 26.12.15 みつふく２の３ 黒　2387693  照長土井 奥下　均

14355-0582-5 7 287 丸宮土井 79.2 光照土井 小野市広渡町

CCBAAA 原 雌 26.11.26 みつみや 黒　2256501  第２安鶴土井 前田　勇雄

14447-3308-0 10 244 芳悠土井 81.7 照長土井 小野市昭和町

ACAABA 原 雌 27.01.08 なかゆき６ 黒　2157506  安幸土井 藤本　幹泰

13636-1750-8 3 259 芳山土井 81.0 福広土井 丹波市山南町北和田

AAACBA  原 去 26.12.24 かづひめ 黒原1536340  菊俊土井 堂本　義隆

13636-1876-5 11 225 芳悠土井 80.6 北本土井 丹波市山南町北和田

BBBCCA 原 去 27.01.27 しずか 黒原1271201  照長土井 田中　憲蔵

13636-1752-2 5 243 千代藤土井 80.3 光照土井 丹波市山南町北和田

AACAAA 原 去 27.01.09 みつみ 黒原1449559  福俊土井 松浪　一志

13636-1748-5 8 231 芳悠土井 81.8 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

ACBCCA 　 去 27.01.21 としふく 黒原1351941 改 照菊波 足立　尚之

13636-1722-5 13 263 芳山土井 82.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 去 26.12.20 あさみ 黒原1149994  菊安土井 上田　真吾

13636-1720-1 10 278 千代藤土井 82.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

CBCABA 　 去 26.12.05 たになな 黒　2146416  安幸土井 上田　真吾

13636-1767-6 3 245 芳山土井 81.1 菊俊土井 丹波市春日町上三井庄

AAACAA 原 去 27.01.07 ふみこ５ 黒原1536348  福芳土井 山内　治郎

14973-6054-7 1 250 照忠土井 81.5 丸宮土井 篠山市曽地口

       　 雌 27.01.02 あんみつひめ５１ 黒　2431369  菊俊土井 清水　健司

14348-6037-6 4 296 照忠土井 80.3 菊俊土井 篠山市曽地奥

BAAAAA 原 雌 26.11.17 ひさご 黒　2360074  幸豊土井 岡本　栄一

13542-5557-3 3 247 芳山土井 79.8 福芳土井 左顎鶏卵大白痣 美方郡新温泉町海上

       　 去 27.01.05 てるよ 黒　2413825  照長土井 その他 尾崎　栄太郎

13542-5344-9 6 281 芳山土井 81.3 照俊土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 去 26.12.02 たけこ 黒原1404916  菊照土井 竹下　与輔
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13424-0986-5 5 232 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

ABABAA 原 去 27.01.20 てるもり３の３ 黒原1444387  福芳土井 田中　祥子

11549-3924-6 7 278 丸富土井 81.5 福芳土井 香美町小代区佐坊

AABCBA 原 去 26.12.05 つるよし 黒原1331223  照長土井 本上　純也

13542-5504-7 7 244 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町香住区丹生地

BABBAA 原 去 27.01.08 きくよ 黒原1404827  谷福土井 淀　貴至

13722-4562-4 5 280 照忠土井 79.8 福広土井 香美町村岡区丸味

BABAAA  原 去 26.12.03 ３９みつひろ 黒　2347302  照長土井 長瀬　久美子

13542-5845-1 6 247 丸富土井 82.0 福広土井 香美町村岡区丸味

AACCBA 原 去 27.01.05 ふくえ２ 黒原1404869  照長土井 小林　操

13722-3994-4 4 244 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

       　 去 27.01.08 ふくてるひめ１ 黒　2391456  照広土井 対中　広芳

11549-3909-3 4 288 丸富土井 81.5 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BACCBA  原 去 26.11.25 さちふく５ 黒原1542172  幸豊土井 井上　哲也

13542-5593-1 6 276 芳山土井 82.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 26.12.07 ふくつる３ 黒原1444306  照長土井 井上　哲也

13722-4672-0 3 278 丸富土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BACCBA 原 雌 26.12.05 みやひめ 黒原1501778  福芳土井 谷渕　侑生

13542-5830-7 12 258 丸富土井 82.2 照義土井 香美町村岡区長瀬

CBCBBA 原 雌 26.12.25 しょうふく３ 黒原1206140  第２安鶴土井 谷渕　侑生

12533-1561-3 2 244 芳悠土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

ABBBBA  原 雌 27.01.08 みつふくひめ 黒原1573925 改 菊照土井 坂本　隆子

13429-5055-8 8 264 照忠土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAAAAA 原 雌 26.12.19 やすながふく 黒原1331265  照長土井 中井　太一郎

13542-6005-8 5 276 芳山土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 26.12.07 ぼたん 黒原1482273  菊俊土井 中井　のり子

13542-5329-6 12 239 芳悠土井 83.0 照長土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAA 原 雌 27.01.13 てるながふく 黒原1237401 高育改 菊安土井 池成　肇
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13937-6388-6 4 272 丸富土井 80.4 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

       　 去 26.12.11 みちよし 黒　2388898  照長土井 小池　一博

14451-8219-1 7 264 芳山土井 81.5 照長土井 豊岡市中郷

ABACBA 原 去 26.12.19 つるひめ 黒原1384140  鶴山土井 新田　義孝

14451-8241-2 5 259 芳山土井 79.5 菊俊土井 豊岡市引野

AAACAA 原 去 26.12.24 もとこの２ 黒　2334674  谷美土井 竹村　清志

13722-4821-2 7 264 宮喜 81.2 福広土井 豊岡市宮井

BBCABA 原 去 26.12.19 まさ６の２２ 黒原1409415  菊安土井 綿田　謙

13542-6302-8 4 247 丸宮土井 82.0 福芳土井 豊岡市清冷寺

ABAAAA 原 去 27.01.05 まつよ 黒原1528503 改 照長土井 浅井　光澄

14451-8513-0 8 277 芳山土井 79.7 鶴山土井 養父市建屋

AAAAAA 原 去 26.12.06 さちつる 黒　2226830  安幸土井 大封　健太

13722-4997-4 4 259 千代藤土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

AABAAA  原 去 26.12.24 はなよし 黒原1489222  照長土井 岩花　玉男

14451-8712-7 3 258 丸宮土井 81.5 芳山土井 養父市森

BAAAAA  原 去 26.12.25 めぐやま 黒原1561884  照長土井 田村　正宏

13542-6704-0 10 282 福芳土井 81.5 菊道土井 養父市大屋町若杉

ABACCA 原 雌 26.12.01 のぞみち 黒原1271516  谷美土井 高橋　副武

13542-6702-6 13 281 芳山土井 81.7 照長土井 養父市大屋町若杉

CABCAA 原 雌 26.12.02 まさみ 黒原1087331  谷美土井 高橋　副武

13542-6720-0 13 266 福芳土井 81.3 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA 原 雌 26.12.17 ひめてる 黒原1129062  照長土井 高橋　副武

13558-6843-7 3 260 芳悠土井 80.6 照也土井 姫路市夢前町新庄

AABAAA  原 雌 26.12.23 きくふくなな 黒　2413846  菊俊土井 西影　昌久

13558-6841-3 4 301 丸宮土井 81.8 照一土井 姫路市夢前町新庄

AAAAAA  原 雌 26.11.12 かつみや 黒　2386898  福芳土井 西影　昌久

13708-1782-3 7 287 丸宮土井 80.0 照長土井 佐用郡佐用町横坂

CBBAAA 原 去 26.11.26 きょうこ 黒　2269288  谷福土井 横坂共栄農場
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13708-1788-5 6 269 丸宮土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

ABAAAA 原 去 26.12.14 つるひめ 黒　2338246  照長土井 吉田　朝雄

13672-3896-9 4 254 宮菊城 80.1 福芳土井 多可町八千代区中野間

AAABAA 原 雌 26.12.29 はなこ 黒　2380581  菊俊土井 有田　覚

14355-0552-8 2 272 照一土井 80.2 丸宮土井 小野市長尾町

       　 去 26.12.11 おかほたる１ 黒　2423276  福俊土井 岡田　勇治

14875-2851-3 3 247 丸宮土井 80.0 福広土井 小野市河合西町

BBAABA  原 去 27.01.05 すえひろ 黒　2362252  福芳土井 堀井　光仁

13469-4964-0 3 253 千代藤土井 80.8 菊俊土井 加古川市志方町横大路

AABBAA  原 去 26.12.30 おおみぞ５ 黒　2398396  福芳土井 松岡　功

13636-1749-2 11 260 芳山土井 81.6 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBACBB 原 雌 26.12.23 かづよ２の５ 黒　2120974  安幸土井 堂本　義隆

13636-1759-1 2 250 千代藤土井 79.8 丸宮土井 丹波市山南町北和田

AABAAA  原 雌 27.01.02 ひめまる 黒　2413837  菊俊土井 田中　憲蔵

13636-1766-9 2 263 千代藤土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

AACAAA 原 雌 26.12.20 みつふくよし 黒原1488934  照長土井 下山　一彦

13636-1751-5 5 269 照忠土井 80.8 菊宮土井 丹波市山南町北和田

CAAAAB 　 雌 26.12.14 ゆうこ 黒原1419299  豊菊波 松浪　一志

13636-1754-6 7 284 丸宮土井 83.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BAAAAA 原 雌 26.11.29 ぎんほ 黒原1409604 高 谷美土井 松浪　三千美

13636-1742-3 11 242 芳山土井 81.8 菊原波 丹波市氷上町小谷

AAABAA 原 雌 27.01.10 ちひろ 黒原1247790 高 照長土井 細見　忠和

13636-1717-1 1 303 芳山土井 81.2 福芳土井 丹波市市島町寺内

AAACAA  原 雌 26.11.10 ぎんひまご 黒原1610932  菊俊土井 須原　喜一郎

14973-6055-4 4 246 千代藤土井 79.7 菊俊土井 篠山市曽地口

BACAAA 原 雌 27.01.06 やすえ 黒　2360078  照長土井 清水　健司

14348-6038-3 4 278 照忠土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地奥

       　 去 26.12.05 なつこ 黒原1419304  谷福土井 岡本　栄一
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13542-5630-3 13 265 芳山土井 83.2 鶴丸土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 26.12.18 ふくこ８ 黒原1206148 高育改 菊照土井 森脇　雄一

13542-5634-1 6 261 丸富土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA 原 去 26.12.22 まさてる４ 黒原1404861  照長土井 森脇　雄一

13542-5635-8 8 259 芳悠土井 81.5 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 26.12.24 なおみ２ 黒原1331210  谷福土井 森脇　雄一

13542-5637-2 1 255 照忠土井 80.1 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA  原 去 26.12.28 ななたに２ 黒原1624634  照長土井 森脇　雄一

13542-5278-7 8 266 丸富土井 81.5 照長土井 香美町村岡区味取

       　 去 26.12.17 おおふく 黒原1331191  鶴丸土井 西山　勝

13542-5741-6 12 266 菊西土井 81.7 幸豊土井 香美町小代区神場

BCCBBB 　 去 26.12.17 しめこ３ 黒原1206226  照長土井 上治　秀正

13542-5525-2 4 224 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

BBBBCA  原 去 27.01.28 おおみぞの５ 黒原1524505  谷福土井 福井　強

13542-5381-4 5 242 芳悠土井 81.3 福広土井 美方郡新温泉町丹土

ACCCCA 原 去 27.01.10 いちふく８の２ 黒原1404917  照長土井 中井　亮太

11549-3930-7 8 263 芳山土井 81.2 茂美波 美方郡新温泉町飯野

BAACAB 　 去 26.12.20 しげふく 黒　2252569 育 菊俊土井 村尾　賢一

13542-5575-7 2 251 芳山土井 80.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA  原 雌 27.01.01 みよ３ 黒原1592119  福芳土井 植田　秀作

13542-5392-0 12 276 照忠土井 81.7 谷福土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAB 原 雌 26.12.07 かねふく 黒原1170104  安幸土井 寺谷　進

13542-5405-7 8 250 芳山土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 27.01.02 としふく２ 黒原1331260  福芳土井 山本　玉枝

13542-5519-1 4 249 芳山土井 82.2 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 雌 27.01.03 さかえ５の７の４ 黒原1524497  福芳土井 鎌田　活美

13542-5793-5 1 266 丸富土井 81.4 照一土井 香美町小代区佐坊

BACBAA  原 雌 26.12.17 ふく５ 黒原1605621  谷福土井 本上　純也
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13542-5592-4 2 281 丸富土井 80.0 照一土井 香美町村岡区熊波

CACBAA  原 雌 26.12.02 ふくつる５ 黒原1592054 改 照長土井 井上　哲也

13542-5600-6 7 228 福芳土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

ABACCA 原 雌 27.01.24 ふくつる２ 黒原1404879 高育 照長土井 井上　哲也

14122-0602-8 7 293 宮菊城 82.7 照長土井 宍粟市千種町黒土

BAAAAA 原 雌 26.11.20 きくこ 黒　2182725  谷福土井 鳥居　せつ雄

14434-0643-5 13 253 芳山土井 81.5 第２照久土井 宍粟市波賀町道谷

CAACAA 原 雌 26.12.30 みなよ 黒　2038102  第２安鶴土井 岸本　章弘

13748-3190-0 5 270 芳悠土井 81.2 福芳土井 豊岡市目坂

ACACCA 　 去 26.12.13 ます 黒原1449810  菊道土井 谷口　正徳

14451-8221-4 4 242 芳悠土井 82.0 福広土井 豊岡市中郷

       　 去 27.01.10 ふくみ２の１ 黒原1528499  菊俊土井 新田　義孝

13722-4802-1 6 242 千代藤土井 81.3 菊俊土井 豊岡市但東町佐々木

BACCAA 原 去 27.01.10 ふくとし 黒原1423410  谷福土井 西　幸信

14451-8613-7 7 272 芳悠土井 79.7 菊宮土井 朝来市神子畑

AAAAAA 原 去 26.12.11 しげぎく 黒　2294614  照長土井 仙賀　隆文

13542-6719-4 5 267 菊西土井 81.5 福俊土井 養父市大屋町若杉

AACAAB 　 去 26.12.16 ゆりこ 黒原1409481  照長土井 高橋　副武

13542-6721-7 6 268 丸福土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

CABAAA 　 去 26.12.15 みつまめ 黒原1331097  照長土井 高橋　副武

13542-6822-1 7 250 芳悠土井 81.1 照長土井 養父市森

ABBBBA 原 去 27.01.02 ふさてる 黒原1331083  谷福土井 田村　正宏

13722-4998-1 9 249 芳悠土井 81.3 照長土井 養父市大屋町大屋市場

ABBBBA 原 雌 27.01.03 たまみ３ 黒原1313593 高 谷美土井 岩花　玉男

14451-8514-7 5 276 照忠土井 80.3 福芳土井 養父市建屋

BAAAAA  原 雌 26.12.07 まさよし 黒原1467527  第２安鶴土井 大封　健太

13722-5225-7 4 258 丸富土井 81.3 菊俊土井 朝来市和田山町野村

CACBAA 原 雌 26.12.25 ふくひめ１０ 黒原1528563  茂金波 宮田　貴身仁
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13833-1954-3 9 238 丸富土井 81.5 照長土井 宍粟市山崎町与位

CACCBA 原 去 27.01.14 つるこ 黒原1299689  第２鶴雪土井 中坪　みどり

14755-3405-2 5 238 芳山土井 80.5 奥隼 相生市矢野町真広

AAABAA  原 去 27.01.14 みつよし１２ 黒　2369452  谷福土井 坂本　修一

13833-1919-2 2 253 丸宮土井 79.1 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

AAABAA  原 去 26.12.30 なおこ３ 黒　2432160  菊俊土井 田辺　裕基

13670-3898-9 9 251 芳悠土井 79.6 菊俊土井 多可町八千代区中野間

BBBAAA 原 去 27.01.01 もりつる 黒　2185181  照長土井 有田　覚

14593-2045-9 4 245 芳悠土井 81.1 菊西土井 神戸市北区淡河町神田

       　 去 27.01.07 さちか１ 黒　2393953  福芳土井 奥下　均

14355-0581-8 3 303 丸宮土井 78.5 福芳土井 小野市広渡町

BBAABA  原 雌 26.11.10 よしひめ 黒　2388894  照長土井 前田　勇雄

12396-6165-9 7 282 芳悠土井 80.5 菊俊土井 加西市別府町

ABBBBA 原 雌 26.12.01 きくゆき 黒原1360512  谷福土井 兵庫畜産技術センター

13636-1765-2 5 261 芳山土井 80.2 菊宮土井 丹波市柏原町柏原

BAACAA 原 去 26.12.22 みちる 黒　2347276  谷福土井 下山　一彦

13636-1788-1 4 259 照忠土井 83.2 菊俊土井 丹波市氷上町氷上

AAAAAA 原 去 26.12.24 みずか５ 黒原1449564  谷美土井 元田　松雄

13636-1726-3 11 258 谷福土井 81.1 鶴丸土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAC 　 去 26.12.25 きくこ 黒原1181699  谷美土井 上田　真吾

13636-1725-6 1 259 千代藤土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BABAAA  原 去 26.12.24 たまふく 黒原1610924  菊俊土井 上田　真吾

13636-1731-7 7 262 千代藤土井 81.0 照長土井 丹波市市島町下竹田

CACBAA 　 去 26.12.21 ながみ 黒原1391336  菊道土井 須原　芳夫

13636-1768-3 2 241 丸宮土井 81.8 芳山土井 丹波市春日町上三井庄

BBAAAA  原 去 27.01.11 たもり２ 黒原1592304  菊俊土井 山内　治郎

14973-6058-5 11 246 芳山土井 82.0 照長土井 篠山市曽地口

BAABAA 原 去 27.01.06 やすふくみ 黒原1206118 高 第２安鶴土井 清水　健司
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

14348-6039-0 6 267 照忠土井 81.4 光照土井 篠山市曽地奥

BABAAB 　 去 26.12.16 ひよこ 黒　2242576  安幸土井 岡本　栄一

13542-6010-2 4 262 芳山土井 84.6 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 26.12.21 ますよし 黒原1524466  照長土井 中井　のり子

13429-5054-1 9 242 芳山土井 82.7 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

BAACAA 原 去 27.01.10 きくみや 黒原1299727 高 照長土井 安田　洋一

13542-5853-6 3 227 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 去 27.01.25 きくこ 黒　2391488  福広土井 中村　文吾

13542-5854-3 3 209 福芳土井 79.1 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA  原 去 27.02.12 ふくの２ 黒　2413835  丸福土井 中村　文吾

13722-4671-3 6 293 照忠土井 81.5 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BAAAAA 原 去 26.11.20 みやふくとし２ 黒原1444280 改 福芳土井 谷渕　侑生

13542-5846-8 3 241 芳悠土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BBACBA  原 去 27.01.11 みつふく６の１ 黒　2413816  第２鶴雪土井 小林　操

13542-5421-7 8 235 芳悠土井 81.5 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BBBCCA 原 去 27.01.17 ひろまさてる２ 黒原1368943  照長土井 対中　広芳

13542-5639-6 1 249 芳悠土井 79.6 丸富土井 香美町村岡区丸味

AABBAA  原 去 27.01.03 あきひめ 黒　2452198  福芳土井 森脇　雄一

13542-5647-1 2 243 芳山土井 81.0 照忠土井 香美町村岡区丸味

       　 去 27.01.09 みつくに 黒原1592074  福芳土井 森脇　雄一

13542-5651-8 8 237 芳山土井 81.0 幸福土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 27.01.15 かねみつ 黒原1368956 高 照長土井 森脇　雄一

13542-5662-4 3 255 照忠土井 80.0 菊俊土井 香美町村岡区神坂

BAAAAA  原 雌 26.12.28 ゆきとし 黒原1542169  幸豊土井 伊沢　正一

13542-5279-4 6 265 福芳土井 79.4 菊俊土井 香美町村岡区味取

ABACBA 原 雌 26.12.18 ゆきてる１ 黒　2329940  照長土井 西山　勝

13542-5823-9 5 260 芳山土井 82.0 福広土井 香美町小代区神水

AAACAA  原 雌 26.12.23 ゆうき 黒原1482201  照長土井 藤原　敏和
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13542-5345-6 7 271 芳悠土井 84.3 照長土井 美方郡新温泉町多子

ABBABA  原 雌 26.12.12 えいこ３ 黒原1299719  谷福土井 竹下　与輔

11549-3913-0 9 291 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA 原 雌 26.11.22 ひさとし 黒　2209110  福芳土井 山本　美香恵

13542-5554-2 3 245 照忠土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町海上

CAAAAA  原 雌 27.01.07 しげよし 黒原1559133  福代土井 尾崎　栄太郎

14445-6374-8 1 310 芳悠土井 82.0 丸富土井 宍粟市一宮町東河内

AABBAA  原 雌 26.11.03 はるみ 黒　2450340  菊俊土井 小池　一博

14445-6373-1 2 312 芳山土井 80.0 鶴神土井 宍粟市一宮町東河内

BAACAA  原 雌 26.11.01 こいちよ 黒　2431379  照菊波 小池　一博

08623-5503-4 1 323 丸宮土井 80.0 菊西土井 朝来市和田山町安井

       　 去 26.10.21 たけえり 黒　2442904  鶴神土井 県北部農業技術センタ

14451-8611-3 7 294 芳悠土井 81.0 菊宮土井 朝来市神子畑

BCBBBA 　 去 26.11.19 たにみや 黒原1409488 改 幸豊土井 仙賀　隆文

13748-3191-7 6 269 丸宮土井 81.8 菊俊土井 豊岡市目坂

AAACAA 原 去 26.12.14 はるみ 黒原1449811  谷福土井 谷口　正徳

13542-6312-7 5 236 芳悠土井 80.3 宮弘波 豊岡市中郷

ABACBA 原 去 27.01.16 るな 黒原1489155 改 谷石土井 新田　義孝

14201-2207-5 4 258 丸宮土井 80.8 福広土井 朝来市山東町西谷

BBBAAA 原 去 26.12.25 ひさながひろ 黒原1449570 改 福芳土井 足立　喜平次

13722-4999-8 9 235 丸宮土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA 原 去 27.01.17 しげてる３ 黒原1331099 高 安幸土井 岩花　玉男

13542-6824-5 9 246 芳悠土井 81.0 照俊土井 養父市森

AAACBA 原 去 27.01.06 めぐこ 黒原1331085  菊道土井 田村　正宏

13542-6724-8 6 263 丸富土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABCBA 原 雌 26.12.20 てるきち 黒原1409484  照長土井 高橋　大樹

13542-6732-3 12 259 芳山土井 81.5 照長土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 雌 26.12.24 たにみつ 黒原1045315  菊安土井 高橋　副武
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13542-6730-9 6 256 菊西土井 83.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBBB 原 雌 26.12.27 たねつる 黒原1369046  第２安鶴土井 高橋　大樹

14755-3404-5 3 240 丸宮土井 80.0 茂広波 相生市矢野町真広

ACACCA  原 去 27.01.12 さかえまる３１ 黒　2413849  北丸土井 坂本　修一

13833-1944-4 8 271 丸福土井 81.0 照長土井 宍粟市山崎町与位

CACCAA 　 去 26.12.12 ふみこ 黒原1336561  照菊波 中坪　みどり

13708-1785-4 5 289 千代藤土井 81.7 福芳土井 佐用郡佐用町櫛田

AABAAA  原 去 26.11.24 まゆげ 黒　2309189  照長土井 竹内　隆

13708-1787-8 4 276 福広土井 81.2 菊俊土井 佐用郡佐用町才金

BBBCCB 去 26.12.07 みゆき４の２ 黒　2388886 高 福芳土井 谷口　寿美

13670-3899-6 4 250 照忠土井 80.8 福広土井 多可町八千代区中野間

AAABAA  原 去 27.01.02 なるよ 黒　2360088  照長土井 有田　敏夫

13564-8412-4 10 272 芳山土井 81.3 鶴味土井 兵庫県加西市剣坂町

BBACBA 原 去 26.12.11 さくら３ 黒原1237304  菊照土井 中村　弘直

14355-0554-2 2 239 芳悠土井 80.3 丸宮土井 小野市長尾町

AAAAAA  原 去 27.01.13 おかるい６ 黒　2423279  菊伸土井 岡田　勇治

13636-1712-6 5 286 照忠土井 82.5 菊宮土井 丹波市青垣町檜倉

BAAAAB 原 雌 26.11.27 ふくみや 黒原1449571  谷福土井 足立　尚之

13636-1718-8 3 271 千代藤土井 81.4 福芳土井 丹波市市島町寺内

AABAAA  原 雌 26.12.12 ふくよ 黒　2391505  菊俊土井 須原　喜一郎

13636-1763-8 2 280 照忠土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町石戸

BAABAA  原 雌 26.12.03 きくたに 黒原1524524  谷福土井 徳田　順彦

13636-1729-4 3 258 芳山土井 78.3 福広土井 丹波市春日町野上野

       　 雌 26.12.25 ふくてるひろ 黒　2398405  照長土井 山本　昇治

13636-1879-6 5 210 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBBBBA 原 雌 27.02.11 きくな 黒　2334640  第２安鶴土井 田中　憲蔵

13636-1755-3 4 286 芳山土井 81.5 福芳土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 雌 26.11.27 ぎんな 黒原1524529  菊俊土井 松浪　三千美
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13636-1831-4 11 231 千代藤土井 80.4 谷美土井 丹波市氷上町氷上

AACCAA 原 雌 27.01.21 まいこ３ 黒　2065580  照長土井 元田　松雄

14973-6060-8 7 229 照忠土井 80.8 光安土井 篠山市曽地口

BAABAA 原 去 27.01.23 ひずみ 黒　2229220  鶴丸土井 清水　健司

14348-6035-2 4 269 丸宮土井 80.5 福俊土井 篠山市山田

BBBAAA  原 去 26.12.14 あかり 黒　2326996  照義土井 辻　良平

13542-5472-9 5 265 芳山土井 80.5 照一土井 香美町村岡区宿

AAABAA 原 去 26.12.18 おふく１ 黒　2347299  福芳土井 上田　伸也

13542-5473-6 6 261 芳山土井 81.8 菊俊土井 香美町村岡区宿

AAACAA 原 去 26.12.22 ふじはる 黒原1444235  谷福土井 上田　伸也

13542-5602-0 4 227 芳山土井 82.4 丸富土井 香美町村岡区熊波

AAACAA  原 去 27.01.25 おふく１０の２ 黒原1524415  福芳土井 井上　哲也

13722-4565-5 1 261 芳山土井 81.1 丸富土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 26.12.22 ９０きくとみ 黒原1624626  照長土井 長瀬　五一

13542-6522-0 7 254 芳悠土井 79.3 菊俊土井 香美町村岡区境

ABAAAA 原 去 26.12.29 たかふく 黒　2252581  福芳土井 田中　一馬

13542-5764-5 1 240 芳悠土井 80.5 丸富土井 香美町小代区秋岡

       　 去 27.01.12 ふくとみ 黒原1624653  福芳土井 今井　正人

12533-1564-4 8 282 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡新温泉町熊谷

BCCABA 　 去 26.12.01 ふくなみ１ 黒原1331243  谷福土井 山本　賢一

13542-5312-8 13 222 芳山土井 81.6 照菊波 美方郡新温泉町飯野

AAACBC 　 去 27.01.30 おじろ１ 黒原1206177  安谷土井 中井　丈文

13542-5574-0 9 259 芳悠土井 80.6 照長土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 去 26.12.24 ふくにしき 黒原1299758  菊安土井 植田　秀作

13542-5386-9 7 244 芳山土井 83.6 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 27.01.08 みつかね 黒原1368842 高 福芳土井 坂本　忠美

13542-5868-0 9 219 芳山土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 27.02.02 ふくこ 黒原1331273  菊安土井 村尾　憲弘
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13429-5051-0 8 244 丸富土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町多子

BABBAA 原 雌 27.01.08 めぐみ３ 黒原1331247 高育 照長土井 中西　円吉

13542-5627-3 11 270 福芳土井 80.6 照長土井 香美町村岡区丸味

ABABBA 原 雌 26.12.13 みつかね 黒原1237469 高改 茂金波 森脇　薫明

13542-5631-0 11 265 芳悠土井 81.1 照長土井 香美町村岡区丸味

ACBCCA 原 雌 26.12.18 ふくよ 黒　2110263  谷福土井 森脇　薫明

13542-5633-4 10 266 芳山土井 80.8 照長土井 香美町村岡区丸味

BBBBBA 原 雌 26.12.17 つるひめ３ 黒原1237470 高育 菊照土井 森脇　雄一

13542-5844-4 5 246 芳山土井 80.5 照一土井 香美町村岡区丸味

BAABAA  原 雌 27.01.06 まさゆき 黒　2363030  第２安鶴土井 小林　操

14434-0654-1 5 277 芳山土井 80.0 照一土井 異性複数産子 宍粟市一宮町上岸田

       　 雌 26.12.06 ふくいち 黒　2347295  谷福土井 その他 大封アグリ　一宮牧場

14596-0666-9 2 242 丸富土井 82.0 芳山土井 宍粟市一宮町能倉

       　 雌 27.01.10 よしえ 黒　2431378  照一土井 森岡　信雄

13722-4771-0 8 291 丸富土井 81.4 照長土井 豊岡市但東町河本

AACCAA 原 去 26.11.22 もりまつ 黒原1331073  菊安土井 森井　正彦

13722-4773-4 3 261 菊西土井 80.2 宮弘波 豊岡市但東町河本

AABCAA  原 去 26.12.22 まさみや 黒原1528522  照長土井 森井　正彦

13542-6279-3 13 237 宮菊城 81.2 照長土井 豊岡市目坂

AAACAB 　 去 27.01.15 ともこ３ 黒原1129019 改 奥谷 谷口　正徳

14451-8222-1 2 231 丸宮土井 81.3 福芳土井 豊岡市中郷

       　 去 27.01.21 第２ふくみふく 黒原1594171  菊俊土井 新田　義孝

13722-4880-9 13 273 芳悠土井 81.6 照長土井 豊岡市城崎町飯谷

AABBAA 原 去 26.12.10 きくひめ４ 黒原1172273 高育改 安谷土井 北村　幸弘

13542-6725-5 2 260 菊西土井 80.0 芳寛土井 養父市大屋町若杉

AAACBA  原 去 26.12.23 ひろし 黒原1576344  谷福土井 高橋　副武

13542-6727-9 11 254 芳山土井 81.2 谷福土井 養父市大屋町若杉

BAACBA 原 去 26.12.29 そのふく２ 黒原1209497  菊照土井 高橋　本明
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

14451-8710-3 4 267 照忠土井 81.3 福広土井 養父市森

BAABAA  原 雌 26.12.16 ふさひろ 黒原1517627  照長土井 田村　正宏

13722-4995-0 7 270 千代藤土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BACAAA 原 雌 26.12.13 やすか０７ 黒原1409475 改 第２安鶴土井 岩花　玉男

13722-4903-5 8 249 丸富土井 81.5 照長土井 養父市建屋

BACBAA 原 雌 27.01.03 ふくみ 黒原1299789 高 谷福土井 野中　稔

14754-3399-7 3 265 芳悠土井 80.0 丸富土井 相生市矢野町真広

AABBAA  原 去 26.12.18 ごいちよ２ 黒　2407216  菊俊土井 坂本　修一

13833-1950-5 2 252 菊俊土井 81.0 福芳土井 神崎郡神河町猪篠

ABACBA  原 去 26.12.31 はるこ３ 黒　2432158  照長土井 藤原　孝作

13833-1949-9 1 241 福広土井 80.6 千代藤土井 赤穂市木津

BACBAA  原 去 27.01.11 かつしげ２１１ 黒　2450342  安幸土井 溝田　泰司

13708-1790-8 9 267 芳山土井 80.8 照長土井 佐用郡佐用町横坂

BAACBA 原 去 26.12.16 ながふじ 黒原1237336  第２安鶴土井 横坂共栄農場

14006-0001-2 11 286 芳山土井 81.4 照長土井 加東市吉馬

AAABAA 原 雌 26.11.27 つるふく 黒原1181779  第２安鶴土井 戸田　稔

13632-0041-0 3 230 芳山土井 79.1 照長土井 神戸市西区神出町紫合

CABBAA 　 去 27.01.22 みやしげ６ 黒　2384190  第２鶴雪土井 淵上　晋

12396-6166-6 3 253 芳悠土井 80.1 菊西土井 加西市別府町

BBBBAA  原 雌 26.12.30 えみ 黒原1542222  鶴丸土井 兵庫畜産技術センター

13636-1878-9 6 220 芳山土井 81.0 菊宮土井 丹波市山南町北和田

BAABAB 　 去 27.02.01 ふうこ 黒原1409599  谷美土井 田中　憲蔵

13636-1730-0 6 282 千代藤土井 82.0 照長土井 丹波市市島町下竹田

BACBAA 原 去 26.12.01 はつろう 黒原1419310  谷福土井 須原　芳夫

13636-1710-2 6 294 丸宮土井 81.0 福広土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 雌 26.11.19 ろくふく２ 黒原1409603  鶴丸土井 上田　真吾

13636-1741-6 4 238 丸宮土井 82.3 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

BBAAAA 原 雌 27.01.14 ちひろ６ 黒原1508330  菊原波 細見　忠和
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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9月9日

血　　統 損　　徴

13636-1756-0 7 245 芳山土井 81.8 菊俊土井 丹波市山南町北和田

AAACAA 原 雌 27.01.07 まいこ２７ 黒原1391322  谷美土井 松浪　三千美

13636-1764-5 7 260 千代藤土井 81.0 第１菊武土井 丹波市柏原町柏原

AACBAA 原 雌 26.12.23 はなはな 黒　2269226  照長土井 下山　一彦

14973-6062-2 12 253 芳山土井 81.0 代幸土井 篠山市乾新町

AAABAB 　 去 26.12.30 しろゆき 黒原1137878  照菊波 小西　弘

14973-6051-6 5 280 芳山土井 81.1 菊俊土井 篠山市今田町市原

AAACAB 原 雌 26.12.03 てるぎく 黒　2347285  菊原波 古家後　康夫

13542-5616-7 3 272 芳山土井 81.1 丸福土井 両飛節異常 美方郡新温泉町切畑

BAACAA 去 26.12.11 さかえまる 黒原1559118  福芳土井 その他 倉田　拓磨

13542-6011-9 2 261 丸富土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA  原 去 26.12.22 ふくよし１２ 黒原1592113  菊俊土井 中井　勝

11549-3943-7 4 250 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

ABACBA  原 去 27.01.02 きくひめ２ 黒原1524504  福芳土井 田中　稔

13542-5663-1 8 259 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区神坂

BBABAA 原 去 26.12.24 としみ 黒原1368892  第２鶴雪土井 伊沢　正一

13542-5794-2 6 247 芳悠土井 81.3 菊俊土井 香美町小代区佐坊

ABBBBA 原 去 27.01.05 みすとし 黒原1444321  鶴山土井 本上　純也

13722-4674-4 5 263 芳山土井 80.8 福広土井 香美町村岡区長瀬

AAACAA 原 去 26.12.20 ふくみ 黒原1444278  菊照土井 谷渕　侑生

13542-5831-4 5 247 芳山土井 81.6 茂広波 香美町村岡区長瀬

ABACCA 原 去 27.01.05 しげひめ２ 黒　2363016  茂美波 谷渕　侑生

13542-5283-1 7 255 丸富土井 79.8 福広土井 香美町村岡区味取

BACBAA 原 去 26.12.28 たにふく 黒　2289510  谷福土井 西山　勝

13542-5596-2 2 242 芳悠土井 81.5 照忠土井 香美町村岡区熊波

AAAAAA  原 去 27.01.10 みつふく５ 黒原1592055  鶴山土井 井上　哲也

13542-5598-6 2 228 芳山土井 81.2 照一土井 香美町村岡区熊波

AAABAA  原 去 27.01.24 ふくゆき１ 黒原1592057  幸豊土井 井上　哲也
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雌： 128 雄： 去： 189 合計 317
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血　　統 損　　徴

13542-5640-2 6 257 芳山土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 26.12.26 そめいよしの４ 黒原1444329  谷福土井 森脇　雄一

13542-5641-9 2 249 丸富土井 81.0 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 27.01.03 たかきく５ 黒原1592076  菊安土井 森脇　雄一

13542-5645-7 1 249 照忠土井 82.0 芳悠土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 27.01.03 ゆきみ５ 黒原1624633  鶴丸土井 森脇　雄一

13424-0977-3 1 224 芳悠土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

AABAAA  原 雌 27.01.28 みやよし１ 黒原1624596  福広土井 大田　好雄

13542-5362-3 1 246 芳山土井 81.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

AAACAA  原 雌 27.01.06 きくみとみ 黒原1624560  照長土井 西坂　嘉津美

13542-5972-4 11 237 芳悠土井 82.5 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BBCBBA 原 雌 27.01.15 たにひめ３ 黒原1271183  安谷土井 村尾　賢一

13542-5556-6 2 241 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町海上

       　 雌 27.01.11 きみふく 黒原1592125  第２照久土井 尾崎　栄太郎

14434-0652-7 4 298 千代藤土井 79.3 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

BACBAA  原 去 26.11.15 きくまる 黒　2369435  鶴丸土井 大封アグリ　一宮牧場

14451-8612-0 4 278 千代藤土井 81.0 福広土井 朝来市神子畑

AACBAA 原 去 26.12.05 ふくふく 黒原1489250  菊道土井 仙賀　隆文

14201-2208-2 11 251 照忠土井 81.6 谷福土井 朝来市和田山町岡

BBBAAB 　 去 27.01.01 みずか 黒原1278310  菊照土井 森下　清司

13722-5032-1 7 237 芳悠土井 80.8 菊俊土井 養父市養父市場

ABACBA 原 去 27.01.15 そのきく 黒原1409456 高 谷福土井 吉村　英美

13722-4935-6 2 258 芳山土井 83.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA  原 去 26.12.25 みなまる 黒原1587515  菊俊土井 上垣　勇吾

14451-8366-2 7 242 丸富土井 80.5 鶴山土井 養父市大屋町宮本

CBCAAA 　 去 27.01.10 はなき 黒　2269221  安幸土井 寺尾　稔

13542-6723-1 9 253 芳山土井 81.6 照長土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 去 26.12.30 まさひめ 黒原1331077  谷福土井 高橋　副武
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13542-6733-0 3 244 芳山土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

       　 去 27.01.08 ともふみ２ 黒　2416017  菊俊土井 高橋　大樹

14451-8711-0 6 267 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市森

AAABAA 原 雌 26.12.16 めぐはる 黒原1449834  照俊土井 田村　正宏

13542-6278-6 3 258 芳山土井 83.4 宮奥城 豊岡市目坂

AAACAA  原 雌 26.12.25 ふくみや 黒原1561852  福俊土井 谷口　正徳

13722-4823-6 5 222 芳悠土井 80.7 菊俊土井 豊岡市宮井

AAACAA 原 雌 27.01.30 よしひめ 黒原1489153  照長土井 綿田　謙

14755-3403-8 4 241 丸宮土井 79.5 福広土井 相生市矢野町真広

BBBAAA  原 去 27.01.11 さかよ３の１０ 黒　2369461  照長土井 坂本　修一

13833-1945-1 4 267 芳悠土井 80.3 丸福土井 宍粟市山崎町与位

BBBAAA  原 雌 26.12.16 たにつる２ 黒　2376703  鶴山土井 中坪　みどり

13708-1764-9 5 269 芳山土井 80.6 光菊波 宍粟市山崎町葛根

ABABAA 原 雌 26.12.14 おじろ７７ 黒　2329937  照長土井 吉岡　慎治

13833-1947-5 3 275 千代藤土井 79.5 福広土井 赤穂市木津

BACAAA  原 去 26.12.08 ふくひで２ 黒　2347339  菊照土井 溝田　泰司

14006-0002-9 15 270 芳山土井 82.4 安幸土井 加東市吉馬

BAAAAA 原 雌 26.12.13 かつしげ２の１ 黒原1084989  照長土井 戸田　稔
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