
雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

13542-6367-7 2 225 芳悠土井 80.2 丸宮土井 豊岡市但東町河本

ABAAAA  原 去 27.06.02 ぼたん３ 黒原1587512 改 谷福土井 森井　正彦

13542-6365-3 4 232 照忠土井 82.0 福芳土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 去 27.05.26 ふくひさ 黒原1528518  照長土井 森井　正彦

13542-6364-6 4 236 丸富土井 80.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BACCBA  原 去 27.05.22 おかひめ２ 黒原1528523  谷美土井 森井　正彦

13542-6362-2 3 248 宮菊城 83.2 宮奥城 豊岡市但東町河本

AAABBB 去 27.05.10 みやひさ 黒原1561869  照長土井 森井　正彦

13722-5180-9 5 224 芳悠土井 80.7 丸富土井 朝来市和田山町中

BBBBBA 原 去 27.06.03 あさひめまる 黒原1508023  谷福土井 宮田　靖仁

13722-5205-9 3 260 照忠土井 80.0 福芳土井 朝来市和田山町土田

BAAAAA  原 去 27.04.28 ゆきよし 黒原1561905 改 幸豊土井 川見　和秀

13722-5204-2 2 276 丸宮土井 79.1 芳山土井 朝来市和田山町土田

BAAAAA  原 雌 27.04.12 まりこ 黒　2435141  照長土井 川見　和秀

13464-6113-5 5 266 千代藤土井 82.3 照豊土井 異性複数産子 篠山市郡家

       　 雌 27.04.22 おじろ１ 黒　2309177  福芳土井 その他 松浦　俊明

14973-6079-0 3 250 宮菊城 78.7 丸宮土井 篠山市今田町市原

AAABAA  原 雌 27.05.08 ゆききく８の１ 黒　2420161  菊俊土井 古家後　康夫

13542-6154-3 12 282 照忠土井 81.0 第２照久土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAB 　 去 27.04.06 てるひさ 黒原1237397  菊照土井 村尾　賢一

13542-5410-1 1 296 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

BAAAAA  原 去 27.03.23 りつこ２ 黒原1624564  照長土井 山本　郁夫

13542-6224-3 12 249 芳山土井 81.7 照菊波 美方郡新温泉町春来

ABACCA 原 去 27.05.09 さちとみ 黒原1206193 改 菊安土井 小谷　和信

13542-7056-9 5 273 宮喜 79.4 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

CBCCCA 原 去 27.04.15 みやもり２ 黒　2363019  北宮波 今西　修輔

13542-6531-2 7 240 照忠土井 80.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

BAABAB 　 去 27.05.18 きそきくひめ 黒原1404891  谷福土井 田中　一馬

13

14

11

12

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
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子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-6533-6 5 237 芳山土井 80.3 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

BAACAA 原 去 27.05.21 こはる 黒原1482195  照波土井 田中　一馬

13542-5546-7 7 226 芳山土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

BAACAA 原 去 27.06.01 てつしげ５ 黒原1368898  照長土井 西崎　武志

13542-5715-7 12 275 丸富土井 81.0 照長土井 美方郡香美町村岡区萩山

CACBAA 原 雌 27.04.13 てるみ 黒原1206104 改 谷福土井 西村　忠一

13542-6178-9 6 287 芳山土井 80.2 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 27.04.01 ふくまる 黒原1444379  照菊波 森脇　雄一

13542-6179-6 3 275 芳山土井 80.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 27.04.13 みつとみ 黒原1559112 改 福芳土井 森脇　薫明

13542-6187-1 9 272 照忠土井 80.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAB 原 雌 27.04.16 たにゆかひめ 黒原1331202  照長土井 森脇　雄一

13542-5781-2 3 296 福芳土井 82.1 照一土井 美方郡香美町小代区東垣

ABBBBB  原 雌 27.03.23 みかた２２ 黒　2391470  第２安鶴土井 中村　健治

13542-6571-8 5 237 芳悠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

ABACBA 原 雌 27.05.21 みのり３ 黒原1482248  谷福土井 竹下　与輔

13542-5402-6 12 268 芳悠土井 81.0 照菊波 美方郡新温泉町塩山

ACACCA 原 雌 27.04.20 さちぎく 黒原1206174  菊安土井 山本　智明

13542-5318-0 8 283 丸富土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BACCAA 原 雌 27.04.05 あき 黒原1331266  菊安土井 中井　丈文

15049-0696-6 6 281 丸富土井 79.8 第１満金波 宍粟市一宮町上岸田

BCCBCB 原 雌 27.04.07 みつなみ 黒　2289532  照菊波 大封アグリ　一宮牧場

13542-6636-4 1 249 芳山土井 80.5 照一土井 豊岡市竹野町三原

AAACAA  原 去 27.05.09 ぼたん３ 黒原1594168  谷福土井 加悦　大三郎

13542-6593-0 12 275 千代藤土井 81.3 照長土井 豊岡市但東町佐々木

BACBAA 原 去 27.04.13 ふくなが 黒原1102782 育 谷福土井 西　幸信

13542-6843-6 1 262 芳山土井 81.1 丸富土井 養父市森

       　 去 27.04.26 なつとみ 黒原1627780  照一土井 田村　正宏
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血　　統 損　　徴
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13542-6780-4 6 261 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市養父市場

AAABAA 原 去 27.04.27 あきみ 黒原1409458 高 鶴丸土井 吉村　英之

13542-6687-6 2 283 芳悠土井 80.8 菊西土井 養父市大屋町若杉

AABBAA  原 去 27.04.05 さかね 黒原1561895  谷美土井 高橋　大樹

13542-6695-1 4 271 丸宮土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 27.04.17 のぞむら 黒　2368134 改 福芳土井 高橋　副武

13542-6867-2 4 258 芳悠土井 79.7 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

ABACCA  原 去 27.04.30 てるみ２ 黒　2393915  照長土井 岩花　希

13542-6868-9 5 267 照忠土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CABBAB 雌 27.04.21 よしはな２ 黒原1489224  第２照幸土井 岩花　玉男

13542-6974-7 1 252 照忠土井 82.8 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA  原 雌 27.05.06 みやすけ 黒原1627790  福俊土井 上垣　勇吾

13542-7221-1 5 263 丸宮土井 81.0 菊俊土井 朝来市和田山町岡

CCAAAA 原 雌 27.04.25 やすなが５ 黒原1489259  第２鶴雪土井 森下　清司

13542-7222-8 7 248 丸宮土井 82.0 福芳土井 朝来市伊由市場

AAAAAA 原 雌 27.05.10 まどか２ 黒原1369071 高 菊俊土井 椿野　勝三

13542-6633-3 5 273 芳悠土井 82.0 福広土井 豊岡市清冷寺

ABBBBA  原 雌 27.04.15 しげか 黒原1489159  菊俊土井 浅井　光澄

13542-6440-7 14 286 芳山土井 81.0 照長土井 豊岡市出石町上野

AAACBA 原 雌 27.04.02 すみれ 黒原1172279  谷福土井 山本　憲一

13542-6290-8 7 243 丸宮土井 80.1 菊俊土井 豊岡市目坂

CBAAAA 原 雌 27.05.15 ひめこ１ 黒　2209088  照長土井 谷口　正徳

08617-5563-7 7 281 照香土井 79.5 北丸土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.04.07 ふくまるこ 黒　2309232  谷福土井 県北部農業技術センタ

08617-5557-6 5 296 照香土井 80.4 菊晴土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.03.23 りつこ 黒原1524514  茂美波 県北部農業技術センタ

14755-3410-6 3 256 芳山土井 80.0 菊西土井 相生市矢野町真広

AAACAA  原 雌 27.05.02 きくまる２ 黒　2426327  福広土井 坂本　修一
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血　　統 損　　徴
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13868-1893-7 4 233 丸宮土井 81.2 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

BBAAAA 原 雌 27.05.25 めぐよし 黒　2347308  菊道土井 吉岡　慎治

13833-1941-3 9 283 丸富土井 81.7 照長土井 佐用郡佐用町豊福

CACBAB 　 雌 27.04.05 まゆこ 黒　2188832  安幸土井 松本　義和

13833-1932-1 10 300 千代藤土井 80.8 照長土井 佐用郡佐用町横坂

CACCBA 原 雌 27.03.19 おさみ 黒　2157475  安美土井 横坂共栄農場

11770-9149-5 12 284 丸宮土井 81.2 第２鶴雪土井 三田市東山

CCAAAB 　 雌 27.04.04 ゆり 黒　2065579  照菊波 岡本　鷹司

14355-0564-1 6 274 芳悠土井 79.6 菊宮土井 小野市長尾町

AAAAAA 原 雌 27.04.14 おかたけ２ 黒　2347330  福俊土井 岡田　秀子

14355-0606-8 4 273 芳悠土井 79.0 菊俊土井 小野市万勝寺町

AAABAA 原 雌 27.04.15 ひでこ 黒　2396522  鶴丸土井 宮下　悦子

13636-1986-1 1 248 丸宮土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BCAABA  原 去 27.05.10 ななみ 黒原1624691  菊俊土井 上田　真吾

13636-1894-9 7 271 芳山土井 81.3 光照土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 去 27.04.17 みつこ 黒原1369889  菊安土井 上田　真吾

13636-1904-5 4 262 丸宮土井 80.5 照一土井 丹波市市島町下竹田

BAAAAA 原 去 27.04.26 たにとし 黒原1488936  福芳土井 須原　芳夫

13636-1925-0 1 299 照忠土井 80.3 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

       　 去 27.03.20 やえみや 黒　2452204  福芳土井 前田　貴雄

13636-1931-1 3 267 丸宮土井 79.8 福芳土井 丹波市氷上町油利

ABAAAA  原 去 27.04.21 みやひろなみ３ 黒　2413838  福広土井 山本　定夫

13636-1927-4 5 261 丸宮土井 80.8 福芳土井 丹波市氷上町小谷

AAABAA 原 去 27.04.27 くにしげふく 黒原1488927  照長土井 細見　忠和

13464-6112-8 3 235 照海土井 80.7 芳山土井 篠山市曽地奥

       原 雌 27.05.23 あられ 黒　2420162  鶴長土井 岡本　栄一

13464-6108-1 5 231 丸宮土井 81.0 照一土井 篠山市曽地口

BAAAAA 原 雌 27.05.27 ひより 黒　2380523  光安土井 清水　健司
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子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-5434-7 9 241 芳山土井 81.5 照広土井 美方郡香美町村岡区丸味

CAAAAA 原 去 27.05.17 まさひろ１ 黒　2209100  第２鶴雪土井 対中　広芳

13542-6203-8 5 274 芳山土井 80.0 照也土井 美方郡香美町村岡区味取

BABBAA 原 去 27.04.14 よしはな５の１ 黒原1482184  福広土井 西山　勝

13722-3764-3 1 275 千代藤土井 80.0 照一土井 美方郡香美町香住区九斗

       　 去 27.04.13 みやゆき 黒原1624660  丸宮土井 谷口　義長

13542-5751-5 9 267 照忠土井 82.0 幸福土井 美方郡香美町小代区神場

CAAAAB 　 去 27.04.21 さちなみ 黒　2174542  安谷土井 上治　秀正

13542-5806-2 11 255 丸富土井 81.3 菊俊土井 美方郡香美町小代区貫田

AABCBA 原 去 27.05.03 ふるさと１ 黒原1271123  谷福土井 小林　義富

13542-5988-5 8 257 芳山土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAB 　 去 27.05.01 あやか 黒原1368824  菊安土井 坂本　修治

13542-6111-6 1 291 芳悠土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA  原 去 27.03.28 よしはる 黒原1624580  第２照久土井 村尾　千代美

13542-6163-5 2 260 芳山土井 80.8 菊西土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 27.04.28 ひさたに５の３ 黒原1592127  福広土井 尾崎　広貴

13542-6038-6 5 274 芳悠土井 83.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBACBA 原 雌 27.04.14 さくら 黒原1482274  鶴丸土井 中井　のり子

13542-5382-1 2 275 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA  原 雌 27.04.13 てるひろ 黒原1592105  照長土井 野田　良之

13542-5372-2 3 255 菊西土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町丹土

AABCAA  原 雌 27.05.03 ななひめ５の７ 黒原1559119  照長土井 西坂　嘉津美

13542-6266-3 1 255 芳山土井 82.7 丸富土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 雌 27.05.03 しょうふく 黒原1624592  福芳土井 中村　文吾

13542-7058-3 15 258 丸宮土井 82.0 照長土井 美方郡香美町香住区丹生地

CBBAAA 原 雌 27.04.30 いずみ 黒原1129030 高育改 安幸土井 今西　修輔

13542-6237-3 2 267 丸富土井 81.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BABBAA  原 雌 27.04.21 さちか３ 黒原1592058  福芳土井 井上　哲也
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摘　　要

13542-6240-3 5 248 芳悠土井 80.6 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBBBBA 原 雌 27.05.10 おおみぞ８の１ 黒原1482226 高育 谷福土井 井上　哲也

13542-5669-3 9 273 芳山土井 81.2 鶴山土井 美方郡香美町村岡区神坂

AAACBA 原 雌 27.04.15 てるやま 黒原1331143 改 照長土井 伊沢　正一

14447-6417-6 5 242 丸宮土井 80.7 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

BBABAA  原 去 27.05.16 きみか 黒　2347292  福芳土井 小池　一博

15049-0700-0 2 224 芳悠土井 81.0 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BBAAAA  原 去 27.06.03 ゆきみや 黒　2431380  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

14451-8143-9 1 298 照和土井 81.0 丸宮土井 豊岡市宮井

       原 去 27.03.21 なつ８ 黒原1608713  照長土井 綿田　謙

13542-6427-8 2 262 芳悠土井 83.1 丸宮土井 豊岡市野上

       　 去 27.04.26 かりゆしまるこ 黒原1594173  谷石土井 西垣　富夫

13542-6645-6 8 212 丸宮土井 82.8 福芳土井 豊岡市竹野町須野谷

AAAAAA 原 去 27.06.15 しずか 黒原1368981 高育改 第２安鶴土井 田中　寛

14451-8251-1 6 261 芳悠土井 81.1 菊俊土井 豊岡市引野

ABABBA 原 去 27.04.27 としこ 黒原1423404  谷福土井 竹村　清志

13748-3535-9 7 248 芳山土井 83.0 菊俊土井 養父市左近山

AAACAA 原 去 27.05.10 たつふく 黒原1409457  谷福土井 田村　昇

13542-6870-2 1 251 照忠土井 80.4 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA  原 去 27.05.07 ゆみ２ 黒原1627786  照長土井 岩花　希

13722-5246-2 9 226 丸宮土井 81.6 福芳土井 朝来市和田山町野村

AAABAA 原 去 27.06.01 ふくまち 黒原1347512 高改 照長土井 宮田　貴身仁

13722-5242-4 2 249 芳悠土井 79.7 菊西土井 朝来市和田山町野村

AAABAA  原 雌 27.05.09 まるふく１２ 黒　2442911  丸福土井 宮田　貴身仁

13542-6806-1 4 276 丸宮土井 83.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CBAAAA 原 雌 27.04.12 むつひめ 黒原1369047  照長土井 高橋　大樹

13542-6696-8 3 293 丸富土井 80.7 菊西土井 養父市大屋町若杉

AACBAA  原 雌 27.03.26 つばめ 黒原1561897  福芳土井 高橋　副武
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-4893-9 8 280 丸宮土井 81.4 菊俊土井 養父市別宮

BAABAA 原 雌 27.04.08 ゆかり 黒原1331118 高 谷福土井 西谷　敏秀

13542-7104-7 2 272 芳山土井 81.6 菊西土井 朝来市神子畑

AAABAA  原 雌 27.04.16 てるひめぎく 黒原1594208  照長土井 仙賀　隆文

13542-6395-0 5 254 照忠土井 83.0 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA 原 雌 27.05.04 きよの３ 黒原1449815  菊安土井 小牧　伸典

13542-6353-0 9 277 芳悠土井 83.8 谷石土井 豊岡市但東町河本

BBABAA 原 雌 27.04.11 もりまさ 黒原1299844  鶴丸土井 森井　正彦

13542-6355-4 3 276 丸富土井 81.3 福芳土井 豊岡市但東町河本

AACCCA  原 雌 27.04.12 みや５ 黒原1561859 改 北宮波 森井　正彦

08617-5565-1 3 280 照香土井 81.5 茂広波 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.04.08 みやしげひろ 黒原1559188  福芳土井 県北部農業技術センタ

08617-5570-5 1 270 照香土井 81.0 丸明波 朝来市和田山町安井

       　 雌 27.04.18 かずひろあき 黒原1624825  茂広波 県北部農業技術センタ

13549-5373-8 2 273 芳悠土井 81.6 照忠土井 赤穂郡上郡町大持

AAAAAA  原 雌 27.04.15 はぎよ２ 黒　2437598  福芳土井 上郡高校

13708-1771-7 4 276 芳山土井 80.1 鶴山土井 宍粟市山崎町葛根

       　 雌 27.04.12 うめまる 黒　2376706  北宮波 吉岡　慎治

14755-3411-3 7 241 芳山土井 79.3 照長土井 相生市矢野町真広

BAACAA 原 雌 27.05.17 さかもと１６０７ 黒　2323890  照長土井 坂本　修一

13833-1973-4 5 245 丸富土井 82.3 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

AABCBA  原 去 27.05.13 ながたけ 黒　2362273  幸豊土井 竹田　瞳

14718-9823-3 8 262 芳山土井 81.0 照長土井 ＥＴ産子 佐用郡佐用町口長谷

BAABAA 原 去 27.04.26 きくたに 黒　2207155  菊伸土井 林　良夫

13673-3907-9 6 286 丸宮土井 80.7 福広土井 多可郡多可町八千代区中野間

BBBAAA 原 雌 27.04.02 ひろこ 黒　2334703  照長土井 有田　覚

11770-9150-1 8 277 丸宮土井 81.6 菊茂土井 三田市東山

BBBAAA  原 去 27.04.11 しげみ 黒　2193443  鶴山土井 岡本　鷹司
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

14355-0595-5 9 265 丸宮土井 79.7 菊俊土井 小野市広渡町

CCBAAA 原 去 27.04.23 きくたにの３ 黒　2180459  谷村土井 前田　勇雄

14875-2853-7 5 255 芳山土井 79.6 照一土井 小野市河合西町

AAABAA 原 去 27.05.03 よしみ４ 黒　2362250  福芳土井 堀井　光仁

14447-3317-2 4 256 芳山土井 79.0 宮弘波 小野市昭和町

       　 去 27.05.02 みや 黒　2362254  菊俊土井 藤本　幹泰

13636-1934-2 3 243 芳山土井 81.8 丸富土井 丹波市山南町北和田

BAABAA  原 去 27.05.15 とみゆう 黒　2391503  安幸土井 田中　憲蔵

13636-1979-3 10 248 丸宮土井 79.5 菊宮土井 丹波市山南町長野

CAAAAA 原 去 27.05.10 みやしげ 黒　2167989  照長土井 稲場　雅二

13636-1964-9 5 222 芳山土井 80.4 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

AAACBB 　 去 27.06.05 きくはる 黒原1488929  鶴味土井 足立　尚之

13636-1942-7 12 248 宮菊城 82.2 第２鶴雪土井 丹波市春日町棚原

BBABAA 原 去 27.05.10 ちえゆき 黒原1170182 高改 谷福土井 山本　浩

13636-1901-4 4 258 丸宮土井 82.2 福芳土井 丹波市春日町鹿場

BBAAAA 原 去 27.04.30 よしひめ 黒原1524560  鶴丸土井 田川　良一

13636-1955-7 5 240 丸宮土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

ABAAAA  原 去 27.05.18 まちよし 黒原1497780 高 菊俊土井 大槻　良

13636-1954-0 6 249 丸宮土井 82.4 福芳土井 丹波市市島町岩戸

ABAAAA 原 去 27.05.09 きくひめふく 黒原1409626  第２安鶴土井 大槻　良

13464-6114-2 6 266 千代藤土井 82.3 照豊土井 異性複数産子 篠山市郡家

BACAAA 原 去 27.04.22 おじろ１ 黒　2309177  福芳土井 松浦　俊明

13464-6104-3 4 256 菊西土井 80.4 福芳土井 篠山市曽地口

AABBAA 原 去 27.05.02 ふくえ１ 黒　2402109  照一土井 清水　健司

13542-6213-7 2 236 照忠土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAA  原 去 27.05.22 のりふく２ 黒原1592121  鶴山土井 植田　秀作

13542-5309-8 4 272 丸富土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

AACCBA 原 去 27.04.16 ゆき６ 黒原1444353  照長土井 県立但馬牧場公園
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-6581-7 6 266 照忠土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町熊谷

AAAAAA 原 去 27.04.22 ひさたに１の１ 黒原1368823  照長土井 山本　賢一

13542-5811-6 10 269 芳山土井 81.2 照長土井 美方郡香美町小代区神水

CABBAA 　 去 27.04.19 みつふく３の７ 黒原1299701  安谷土井 毛戸　誠

13542-6232-8 1 264 芳悠土井 80.8 丸富土井 美方郡香美町小代区佐坊

AABBBA  原 去 27.04.24 まちとみ 黒原1624655  菊俊土井 本上　純也

13542-6180-2 9 275 丸富土井 82.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABCCCA 原 去 27.04.13 ふくこ１０ 黒原1299669  菊照土井 森脇　雄一

13542-6185-7 12 272 福芳土井 82.3 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABCCCA 原 去 27.04.16 そめいよしの 黒原1237472 高育 谷福土井 森脇　雄一

13542-5718-8 4 249 照忠土井 80.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区萩山

BAAAAA  原 去 27.05.09 てるよし 黒原1501767  照長土井 西村　忠一

13542-5722-5 4 277 照也土井 80.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区中大谷

BACBAB  原 雌 27.04.11 ふじひめふく 黒原1524343  照長土井 藤岡　義久

13542-6530-5 10 260 芳山土井 80.0 照俊土井 美方郡香美町村岡区境

AAABAA 原 雌 27.04.28 ひめか 黒原1331192 改 菊照土井 田中　一馬

13542-6528-2 2 257 照忠土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区境

AAAAAA  原 雌 27.05.01 ひめかひめ 黒原1592065  照俊土井 田中　一馬

13542-5792-8 9 253 丸富土井 82.0 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

AACCBA 原 雌 27.05.05 だいにち 黒原1299692 高 照長土井 今井　正己

13542-5567-2 12 270 芳悠土井 83.0 鶴丸土井 美方郡新温泉町春来

BACCBA 原 雌 27.04.18 こすぎ 黒原1237370 高育 菊照土井 田中　房夫

13542-5374-6 6 248 芳山土井 82.8 福広土井 美方郡新温泉町丹土

AAACAA 原 雌 27.05.10 ななひめひろ 黒原1444350  照長土井 西坂　嘉津美

13542-6577-0 1 246 丸富土井 82.0 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

AABCAA  原 雌 27.05.12 しずく 黒原1624567 改 福芳土井 山本　智明

13542-5996-0 5 265 芳山土井 81.1 福広土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA  原 雌 27.04.23 ふくなが 黒原1464023  第２照久土井 尾崎　朝子
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

15049-0699-7 4 237 丸宮土井 80.5 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

BBAAAA  原 去 27.05.21 としつる 黒　2362261  福芳土井 大封アグリ　一宮牧場

13542-6644-9 3 218 芳山土井 81.5 丸宮土井 豊岡市竹野町中村

AAACAA  原 去 27.06.09 やすひろ２３ 黒原1561861  福広土井 加藤　一郎

13542-6291-5 2 247 芳悠土井 80.8 丸宮土井 豊岡市目坂

ABAAAA  原 去 27.05.11 きよこ５ 黒原1608714  谷福土井 谷口　正徳

13542-6327-1 1 240 芳悠土井 80.8 丸富土井 豊岡市中郷

       　 去 27.05.18 ふくのはな２ 黒原1627761  福芳土井 新田　義孝

13829-0593-8 5 235 芳山土井 81.6 照一土井 養父市大屋町蔵垣

BAABAA 原 去 27.05.23 かずゆき 黒　2380541  安幸土井 上垣　利之

13542-6844-3 8 260 照忠土井 80.6 福俊土井 養父市森

BABBBC 　 去 27.04.28 さわとし 黒原1384155  菊照土井 田村　正宏

14451-8378-5 6 246 丸宮土井 80.5 照一土井 養父市大屋町宮本

CAAAAA 原 去 27.05.12 たけみ 黒原1449843  菊安土井 寺尾　和敏

13542-6872-6 5 241 千代藤土井 80.1 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

AABAAA 原 去 27.05.17 あきよし 黒原1489218  照明土井 岩花　希

13542-6691-3 14 264 芳山土井 80.5 谷美土井 養父市大屋町若杉

BAACAB 　 去 27.04.24 ひさてる 黒原1085289  菊安土井 高橋　副武

13542-6812-2 12 255 芳山土井 81.4 照長土井 養父市大屋町若杉

BAACBA 原 雌 27.05.03 みつてる 黒原1099338  菊安土井 高橋　副武

13542-6977-8 8 238 丸典土井 83.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

       原 雌 27.05.20 もりくにひめ 黒原1369039  安幸土井 上垣　耕作

13542-6781-1 2 249 芳山土井 81.2 照一土井 養父市養父市場

AAACAA  原 雌 27.05.09 てるあき 黒原1594190  福芳土井 吉村　英之

13542-6639-5 8 237 照忠土井 80.0 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

CAABAA 原 雌 27.05.21 まつきく 黒原1369034  第２照久土井 中儀　吉郎

13542-6363-9 1 240 芳山土井 82.0 石義丸 豊岡市但東町河本

AAABAA  原 雌 27.05.18 よしてる 黒　2454112  照長土井 森井　正彦
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-6592-3 4 285 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町佐々木

ABABBA 原 雌 27.04.03 ふくみや 黒原1528526  照菊波 西　幸信

13542-6441-4 2 283 芳山土井 80.0 菊西土井 豊岡市出石町上野

AAABAA  原 雌 27.04.05 きみこ 黒原1594180  鶴山土井 山本　憲一

12396-6167-3 5 276 芳山土井 81.0 福広土井 加西市産 朝来市和田山町安井

AAACBA 原 雌 27.04.12 ちかこ 黒原1439279  照長土井 県北部農業技術センタ

13708-1770-0 2 279 芳山土井 79.7 丸宮土井 宍粟市山崎町葛根

       　 雌 27.04.09 みく 黒　2423286  光照土井 吉岡　慎治

14339-6846-2 4 232 千代藤土井 81.0 菊俊土井 姫路市夢前町新庄

AABBAA 原 雌 27.05.26 ごいちよ３ 黒　2396585  福芳土井 西影　昌久

14339-6845-5 3 251 照忠土井 82.0 丸宮土井 姫路市夢前町新庄

       　 雌 27.05.07 おおみぞまる 黒　2418428  福芳土井 西影　昌久

13833-1968-0 5 278 芳悠土井 81.2 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

AAACAA  原 雌 27.04.10 やすみ２ 黒　2347324  谷美土井 横坂共栄農場

13833-1975-8 14 253 芳悠土井 81.0 第２鶴雪土井 佐用郡佐用町宇根

CCCABB 　 去 27.05.05 かつつる 黒　2025736  第２安鶴土井 妹尾　良恵

14593-2050-3 2 262 芳悠土井 81.5 丸富土井 同性複数産子 神戸市北区淡河町神田

AABBBA  原 去 27.04.26 てるとみ 黒　2435151  照長土井 奥下　均

14355-0605-1 6 239 丸宮土井 80.2 福芳土井 小野市万勝寺町

CBAAAA 原 去 27.05.19 みやさかえ６ 黒　2329924 高 照長土井 宮下　俊子

15047-0619-1 5 245 丸宮土井 79.0 福芳土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 去 27.05.13 おかみつ 黒　2362270  菊俊土井 岡田　勇治

14355-0596-2 8 262 菊俊土井 80.4 照長土井 小野市広渡町

CBCCCB 　 去 27.04.26 きくなか 黒　2219698  菊照土井 前田　勇雄

13636-1902-1 4 270 照忠土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町寺内

AAAAAA 原 雌 27.04.18 みつえ 黒原1488933  照長土井 須原　喜一郎

13636-1906-9 11 254 芳悠土井 80.8 照長土井 丹波市市島町下竹田

CCCCCA 原 雌 27.05.04 ふくよ 黒原1209467  谷福土井 須原　芳夫
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13636-1842-0 4 302 丸宮土井 83.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

CBBAAA  原 雌 27.03.17 てるとし 黒原1524557  照長土井 井上　完一

13636-1969-4 9 240 芳悠土井 81.8 照長土井 丹波市氷上町小谷

ABBBCA 原 雌 27.05.18 ゆきふく８ 黒原1342766 高 谷福土井 細見　忠和

13636-1974-8 3 256 照忠土井 80.8 福芳土井 丹波市氷上町井中

AAAAAA  原 去 27.05.02 ほたる 黒原1536342  菊俊土井 中澤　一夫

13636-1940-3 3 267 芳山土井 81.0 照一土井 右頬から耳に大褐痣 丹波市柏原町石戸

去 27.04.21 ふくいち 黒原1508326 谷福土井 その他 徳田　順彦

13775-2083-2 1 201 千代藤土井 80.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

AACAAA 原 去 27.06.26 きみよし 黒原1624670 照長土井 田中　憲蔵

13464-6105-0 5 254 照忠土井 81.1 菊俊土井 篠山市曽地口

CABAAA 　 去 27.05.04 きくみはる 黒　2380522  幸豊土井 清水　健司

14973-6078-3 8 253 照忠土井 80.8 豊菊波 篠山市倉本

CABAAB 　 去 27.05.05 ひなた 黒　2207153  谷美土井 宇杉　弘

13542-5443-9 11 257 芳山土井 81.2 菊安土井 美方郡香美町村岡区味取

BAACAA 原 去 27.05.01 ふたこ１ 黒原1271087  谷福土井 阿瀬　稔

13542-5444-6 7 242 照忠土井 80.4 福広土井 美方郡香美町村岡区味取

BAAAAA  原 去 27.05.16 よしえ 黒原1404889  谷福土井 阿瀬　稔

13542-7057-6 3 261 福芳土井 81.5 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

ABACCA  原 去 27.04.27 おじろ２０の１ 黒原1524429  鶴丸土井 今西　修輔

13542-5782-9 10 257 芳山土井 84.8 鶴山土井 美方郡香美町小代区東垣

AAABAA 原 去 27.05.01 みやなか 黒原1299694  照長土井 中村　まゆみ

13542-6569-5 14 233 芳悠土井 81.3 谷福土井 美方郡新温泉町井土

BBBAAA 原 去 27.05.25 まつふく２ 黒原1170083 高改 菊照土井 岸　俊之

13542-5358-6 4 280 芳山土井 80.1 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CAACAA  原 去 27.04.08 ふくこ３ 黒原1482252  幸豊土井 竹下　千江子

13542-6243-4 11 251 芳悠土井 80.4 照長土井 美方郡新温泉町塩山

CBCBAA 原 去 27.05.07 りつこ 黒原1271165  菊安土井 山本　郁夫
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-6159-8 1 255 芳悠土井 79.7 丸明波 美方郡新温泉町飯野

       　 去 27.05.03 しげなみ２ 黒　2452185  茂美波 村尾　賢一

13542-5591-7 4 250 芳悠土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BBACBA  原 雌 27.05.08 やすみ３ 黒原1524472  谷福土井 植田　光隆

13542-5319-7 12 280 芳悠土井 81.5 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BCCCCA 原 雌 27.04.08 おじろ２ 黒原1237396  菊照土井 中井　丈文

13542-6541-1 1 278 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

BAAAAA  原 雌 27.04.10 てるなお５２ 黒原1624561  丸福土井 中井　雄次

13542-5826-0 5 288 芳悠土井 82.6 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BBAAAA 原 雌 27.03.31 たてふく 黒　2363020  第２安鶴土井 藤原　吉子

13542-6193-2 2 249 茂広波 80.8 福芳土井 乳頭数不足 美方郡香美町村岡区丸味

       　 雌 27.05.09 ふるさと３ 黒原1592080  菊俊土井 その他 森脇　雄一

13542-6192-5 3 243 茂広波 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABACCA  原 雌 27.05.15 ふるさと２ 黒原1559108 改 菊俊土井 森脇　薫明

13542-6189-5 2 243 照忠土井 80.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA  原 雌 27.05.15 さかえ 黒原1592083  菊俊土井 森脇　雄一

13542-5545-0 2 233 照香土井 80.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

       原 雌 27.05.25 ひめやすふく４ 黒原1559042  照長土井 西崎　武志

14596-0683-6 9 244 芳悠土井 81.3 照長土井 宍粟市波賀町道谷

CBBBBA 原 去 27.05.14 きよみ 黒　2219676  鶴丸土井 岸本　章弘

14451-8252-8 5 249 宮菊城 81.2 鶴山土井 豊岡市引野

ABACBB 　 去 27.05.09 もりひめ２ 黒原1423405  北宮波 竹村　清志

13542-6400-1 4 225 芳悠土井 80.7 丸福土井 豊岡市但東町高竜寺

CABBAA 原 去 27.06.02 みなこ２ 黒原1507995  照長土井 小牧　成基

14451-8149-1 1 268 照忠土井 80.0 菊郷土井 豊岡市宮井

       　 去 27.04.20 なつ８１ 黒原1627764  照長土井 綿田　謙

13722-4894-6 9 238 芳悠土井 82.8 照明土井 養父市別宮

BBBABA 原 去 27.05.20 あきふく 黒原1299800 改 照長土井 西谷　敏秀
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13829-0599-0 3 232 芳悠土井 80.0 丸宮土井 養父市左近山

AAABAA  原 去 27.05.26 たつみや 黒原1561880  菊俊土井 田村　昇

13542-6693-7 1 263 菊西土井 80.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA  原 去 27.04.25 つるはし 黒原1627791  鶴丸土井 高橋　副武

13542-6699-9 4 253 芳悠土井 83.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

ABACBA  原 去 27.05.05 まるかめ 黒原1528553  鶴丸土井 高橋　副武

13722-5178-6 5 257 芳山土井 80.6 鶴山土井 朝来市和田山町中

AAABAA 原 去 27.05.01 みつやま 黒原1449865  光照土井 宮田　靖仁

13722-5240-0 4 267 丸宮土井 81.5 照一土井 朝来市和田山町野村

CABAAA  原 雌 27.04.21 よしのてる１０ 黒原1528655  鶴山土井 宮田　貴身仁

13542-6869-6 12 253 芳山土井 81.7 照長土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA 原 雌 27.05.05 ゆみ 黒原1209510  菊安土井 岩花　希

13542-6978-5 5 232 照忠土井 81.6 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA 原 雌 27.05.26 きくすけ 黒原1449845  福俊土井 上垣　勇吾

13748-3536-6 3 222 茂広波 81.1 丸富土井 養父市大屋町宮本

ABBCCA  原 雌 27.06.05 第４つつじ 黒原1561888 改 福広土井 寺尾　智也

13542-6361-5 8 256 千代藤土井 83.7 谷石土井 豊岡市但東町河本

BACAAA 原 雌 27.05.02 もりつる 黒　2252631  谷福土井 森井　正彦

13542-6352-3 7 272 芳山土井 79.8 菊宮土井 豊岡市但東町河本

BAABAA 原 雌 27.04.16 よしたに 黒　2294599 育改 谷福土井 森井　正彦

13542-6638-8 1 268 照忠土井 83.1 福芳土井 豊岡市竹野町須野谷

BAAAAA  原 雌 27.04.20 はるか 黒原1627760  照長土井 田中　寛

13542-7106-1 2 269 照忠土井 80.8 丸宮土井 朝来市神子畑

AAAAAA  原 雌 27.04.19 きくみまる 黒原1594207  福芳土井 仙賀　隆文

13823-6080-5 16 299 福芳土井 81.5 菊茂土井 たつの市御津町中島

ABACBC 　 雌 27.03.20 のりこ 黒　2009545  安美土井 吉田　和子

15068-2012-3 3 245 照忠土井 80.8 福芳土井 宍粟市山崎町与位

BAAAAA  原 去 27.05.13 としこ 黒　2369454  鶴丸土井 中坪　みどり
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

14755-3409-0 5 266 菊西土井 79.0 福芳土井 相生市矢野町真広

BBBAAB 　 去 27.04.22 まつふく１ 黒　2376710  第２安鶴土井 坂本　修一

13833-1969-7 4 271 千代藤土井 82.6 谷美土井 佐用郡佐用町横坂

BACAAA  原 去 27.04.17 むらよし 黒　2338231  谷福土井 横坂共栄農場

13833-1974-1 10 239 千代藤土井 81.8 福俊土井 佐用郡佐用町口長谷

AACAAA 原 雌 27.05.19 ひろみ 黒　2180453  安美土井 竹田　瞳

13673-3908-6 1 280 丸宮土井 80.2 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

ABAABA  原 雌 27.04.08 ひめこ 黒　2458454  北宮波 有田　覚

14593-2049-7 1 262 芳悠土井 81.5 丸富土井 同性複数産子 神戸市北区淡河町神田

AABBBA  原 去 27.04.26 てるとみ 黒　2435151  照長土井 奥下　均

14875-2854-4 2 252 宮菊城 80.7 福芳土井 小野市河合西町

AAABAA  原 去 27.05.06 ゆき２ 黒　2437581  菊俊土井 堀井　光仁

14447-3316-5 1 263 丸宮土井 80.7 福芳土井 小野市昭和町

BBAAAA  原 去 27.04.25 ふくよし 黒　2456064  鶴丸土井 藤本　幹泰

14628-0531-8 8 242 芳山土井 81.2 照長土井 小野市万勝寺町

AAACAA 原 去 27.05.16 たかてる 黒原1342771 高 安谷土井 五島　貴

11426-4178-6 8 249 丸宮土井 81.8 福芳土井 加古川市平岡町新在家

ABABBA 原 去 27.05.09 るりこ 黒　2226828 高 北宮波 兵庫県立農業高等学校

13636-1948-9 7 230 丸宮土井 82.3 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABAAAA 原 雌 27.05.28 ふくみや 黒原1351954  北宮波 須原　芳夫

13636-1985-4 6 257 芳悠土井 82.1 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BBBCBA 原 雌 27.05.01 ふくつる 黒原1404946  照長土井 上田　真吾

13636-1984-7 12 261 千代藤土井 80.8 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BACAAA 原 雌 27.04.27 みやてる２ 黒原1115469  安谷土井 上田　真吾

13636-1947-2 9 228 芳山土井 81.2 北本土井 丹波市春日町野上野

AAACBC 　 雌 27.05.30 しょうこ 黒　2110251  安幸土井 山本　昇治

13636-1926-7 6 265 丸富土井 79.5 菊宮土井 丹波市青垣町東芦田

CACCAA 原 雌 27.04.23 そのこ１ 黒　2294637  谷福土井 前田　貴雄
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13636-1853-6 9 281 芳悠土井 81.6 菊俊土井 乳頭癒着 丹波市市島町岩戸

       　 雌 27.04.07 まちなが２ 黒原1310049  照長土井 その他 大槻　良

13636-1899-4 3 263 丸宮土井 82.3 芳山土井 丹波市春日町棚原

AAABAA  原 雌 27.04.25 よしやす 黒原1559181 改 菊俊土井 山本　浩

14973-6082-0 6 246 丸宮土井 80.1 菊俊土井 篠山市今田町市原

BBABAA 原 去 27.05.12 ゆききく８ 黒　2347283  福芳土井 古家後　康夫

13464-6111-1 2 244 芳悠土井 82.1 菊西土井 篠山市小原

ABBABA  原 去 27.05.14 まさみ 黒　2402114  鶴山土井 勝木　清市

13542-6559-6 7 235 芳山土井 83.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 27.05.23 さかえ５の２の６ 黒原1404937 高育 照長土井 安田　義幸

13542-6578-7 6 238 芳山土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 去 27.05.20 ふくよしふく 黒原1444362  菊安土井 山本　智明

13542-5373-9 10 252 菊西土井 81.3 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

AACABB 　 去 27.05.06 たかてる４ 黒原1299724  照長土井 西坂　嘉津美

13542-6170-3 8 252 芳山土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 去 27.05.06 やすふく 黒原1271154 改 谷福土井 中丘　亀雄

13542-5791-1 5 257 芳山土井 81.8 菊俊土井 美方郡香美町小代区東垣

AAACAA 原 去 27.05.01 おふくひめ２ 黒原1482215  福芳土井 今井　正己

13542-5445-3 3 255 照忠土井 79.5 芳山土井 美方郡香美町香住区九斗

BAAAAA  原 去 27.05.03 てるよ２ 黒　2413809 改 鶴丸土井 谷口　義長

13542-6241-0 3 244 丸富土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACCCA  原 去 27.05.14 おふく３ 黒原1542173  鶴山土井 井上　哲也

13542-6546-6 14 224 丸富土井 82.1 幸豊土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBCCBB 　 去 27.06.03 みつゆき 黒原1170078 改 菊照土井 井上　哲也

13542-5442-2 2 262 照忠土井 80.3 芳山土井 美方郡香美町村岡区味取

       　 雌 27.04.26 てるよし 黒　2433935  照也土井 阿瀬　稔

13542-5841-3 3 287 丸富土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区長瀬

       　 雌 27.04.01 よしみ５の６ 黒　2413810  照也土井 谷渕　侑生
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-7059-0 6 248 丸宮土井 82.0 福広土井 美方郡香美町香住区丹生地

CBBAAA 原 雌 27.05.10 いずみ１ 黒原1444270  照長土井 今西　修輔

13542-6276-2 1 265 丸富土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BACBBA  原 雌 27.04.23 てるもり１の３ 黒原1624595  第２照久土井 田中　祥子

13542-6247-2 13 279 芳悠土井 81.8 照長土井 美方郡新温泉町数久谷

BBCBBA 原 雌 27.04.09 てるみ 黒原1206162  菊照土井 西村　竹二

13542-7040-8 5 227 照忠土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

BBAABB 原 雌 27.05.31 ゆきみなな 黒原1482260  第２安鶴土井 西　逸子

13542-6040-9 6 267 芳悠土井 81.7 福広土井 美方郡新温泉町飯野

ABBCBA 原 雌 27.04.21 ひろにしき 黒　2289515  菊俊土井 中井　豊枝

13542-6041-6 5 266 芳悠土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 雌 27.04.22 ふくよ２ 黒原1482275  鶴山土井 中井　のり子

15049-0698-0 4 263 芳山土井 80.5 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

AAABAA 原 去 27.04.25 ふくいち 黒原1489251  菊安土井 大封アグリ　一宮牧場

14447-6420-6 6 234 照忠土井 81.3 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

AAABAA  原 去 27.05.24 ふくもち 黒　2338226  菊道土井 小池　一博

13542-6438-4 5 238 丸宮土井 82.5 菊俊土井 豊岡市出石町上野

CBAAAA 原 去 27.05.20 あい 黒原1489173  照長土井 山本　憲一

13542-6455-1 4 217 丸宮土井 80.4 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

ABABBA  原 去 27.06.10 ひさきく 黒原1542199 改 北宮波 旗谷　仁志

13542-7023-1 7 238 芳山土井 79.6 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAA 原 去 27.05.20 ごふく 黒　2294612  照長土井 上垣　康成

13542-6847-4 3 238 丸宮土井 81.0 照一土井 養父市森

BAAAAA  原 去 27.05.20 なついち 黒原1576339 改 福芳土井 田村　正宏

13722-4952-3 6 273 丸宮土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 27.04.15 おきなお 黒原1449846  谷福土井 上垣　勇吾

13542-6875-7 1 239 照忠土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA  原 去 27.05.19 てるふく１ 黒原1627785  福芳土井 岩花　希
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13829-0594-5 7 213 丸宮土井 82.8 光照土井 養父市大屋町蔵垣

CCBABA 　 去 27.06.14 ゆきみつ 黒原1384156  安幸土井 上垣　利之

13542-6805-4 7 248 丸宮土井 82.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA 原 去 27.05.10 しげ 黒原1368830  照長土井 高橋　副武

13542-6816-0 2 237 丸富土井 81.1 光照土井 養父市大屋町若杉

BACBAA 原 雌 27.05.21 あめまさ 黒原1489238  谷福土井 高橋　副武

13722-5041-3 12 261 照忠土井 80.2 鶴山土井 養父市養父市場

CBBAAB 　 雌 27.04.27 こやま 黒　2082349  安幸土井 吉村　英美

14451-8380-8 3 233 照忠土井 80.4 芳山土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA  原 雌 27.05.25 なみひさ２の１ 黒原1576342  幸豊土井 寺尾　智也

13542-6326-4 3 260 丸宮土井 82.0 福芳土井 豊岡市中郷

BAAAAA  原 雌 27.04.28 ふくのはな 黒原1576330  鶴丸土井 新田　義孝

13542-6354-7 6 276 芳山土井 80.7 奥秀 豊岡市但東町河本

AAACAB 原 雌 27.04.12 おくあさ 黒　2334676 改 照長土井 森井　正彦

13542-6358-5 8 274 芳山土井 81.0 照長土井 豊岡市但東町河本

BAABAA 原 雌 27.04.14 ふくじ３の１ 黒　2174609  第２照久土井 森井　正彦

13542-6288-5 6 263 芳悠土井 84.0 谷石土井 豊岡市目坂

ABABAA  原 雌 27.04.25 かりゆし 黒原1449812 改 菊安土井 谷口　正徳

13542-6594-7 2 272 丸宮土井 80.0 照一土井 豊岡市但東町佐々木

BBAAAA  原 雌 27.04.16 てるぎく 黒原1594185  照菊波 西　幸信

14339-6847-9 4 231 丸宮土井 81.7 福芳土井 姫路市夢前町新庄

       　 去 27.05.27 おおみぞ８２４ 黒　2376707  照長土井 西影　昌久

13833-1957-4 7 323 照忠土井 81.0 福芳土井 宍粟市山崎町与位

AAAAAA 原 去 27.02.24 てるふく 黒　2256513  菊照土井 中坪　みどり

13719-0658-8 5 233 丸宮土井 80.7 菊俊土井 神崎郡市川町保喜

CBABBA 　 去 27.05.25 きくきよ 黒　2347315  第２鶴雪土井 松岡　千津子

13833-1983-3 11 254 芳山土井 80.5 照長土井 佐用郡佐用町横坂

BAACBA 原 去 27.05.04 みやいずみ２ 黒　2115461  菊井土井 横坂共栄農場
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13868-1840-1 6 239 芳悠土井 81.2 菊宮土井 佐用郡佐用町佐用

AAAAAA 原 雌 27.05.19 みやぎく 黒　2329905  谷福土井 兵庫県立佐用高等学校

11957-3617-0 7 261 丸宮土井 80.5 福広土井 神戸市西区神出町紫合

CBAAAA 原 去 27.04.27 みやいずみ２の４ 黒　2299086  照長土井 淵上　晋

14355-0598-6 1 257 照忠土井 79.4 芳悠土井 小野市広渡町

       　 雌 27.05.01 ひさよしまる 黒　2456060  丸宮土井 前田　勇雄

15047-0618-4 8 264 丸宮土井 79.8 鶴山土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 雌 27.04.24 いつひめ 黒　2252625  谷福土井 岡田　秀子

13636-1911-3 1 251 照忠土井 81.5 芳悠土井 顔に大白輪 丹波市市島町岩戸

去 27.05.07 まちひさ 黒原1624678  菊宮土井 その他 大槻　良

13636-1910-6 4 258 照忠土井 81.4 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

AAAAAA  原 去 27.04.30 たかやすまる 黒原1536344 高改 福芳土井 大槻　良

13636-1900-7 4 275 芳山土井 82.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

AAACAA 原 去 27.04.13 ふくとし 黒原1524558  照長土井 田川　良一

13636-1930-4 7 287 千代藤土井 81.5 福芳土井 丹波市氷上町犬岡

AACBBA 原 去 27.04.01 るみ 黒原1380284  第２鶴雪土井 勢志　政和

13636-1945-8 8 249 照忠土井 81.3 福芳土井 丹波市春日町棚原

BACAAB 　 去 27.05.09 ゆきよし 黒原1391337  菊照土井 山本　浩

13636-1916-8 14 235 芳山土井 81.1 光照土井 丹波市青垣町檜倉

AAACAA 原 去 27.05.23 みつてるみや 黒原1209555  谷福土井 足立　尚之

13636-1977-9 3 261 芳山土井 81.3 丸宮土井 丹波市氷上町氷上

AAABAA  原 去 27.04.27 さくらこ 黒原1559156  照長土井 元田　松雄

13464-6115-9 1 222 丸宮土井 81.4 芳悠土井 篠山市郡家

BBAAAA  原 去 27.06.05 えいこ 黒　2456055  鶴丸土井 松浦　俊明

13464-6109-8 10 213 丸富土井 82.0 福芳土井 篠山市小原

AACCBA  原 去 27.06.14 たけの８の６の２ 黒　2180450 高 照長土井 勝木　清市

13542-6190-1 13 243 福芳土井 81.3 鶴山土井 美方郡香美町村岡区丸味

ACABBB 　 去 27.05.15 しげくに 黒原1206145 高 谷福土井 森脇　雄一
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-6194-9 2 230 芳悠土井 80.5 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABCBA  原 去 27.05.28 かずにしき 黒原1592079  福広土井 森脇　雄一

13542-6534-3 6 234 照忠土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区境

AAABAB 　 去 27.05.24 あんこ 黒原1444277  第２安鶴土井 田中　一馬

13542-7079-8 6 225 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡香美町小代区神場

AAACBA  原 去 27.06.02 ふくよ５の１ 黒原1444315  照長土井 上治　秀正

14302-0757-1 7 241 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡香美町小代区佐坊

AAAAAB 　 去 27.05.17 しめよし 黒原1404904 高 安幸土井 本上　純也

13542-5361-6 1 252 照忠土井 80.2 丸富土井 美方郡新温泉町多子

BABAAA  原 去 27.05.06 きよみ 黒原1624557  福芳土井 竹下　与輔

13542-5310-4 6 247 茂広波 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

ACBCCC 　 去 27.05.11 きくよし 黒原1423443 改 茂幸波 県立但馬牧場公園

13542-6113-0 12 264 芳悠土井 83.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABABBA 原 去 27.04.24 ともよし 黒原1237407 高育 安幸土井 村尾　千代美

13542-6560-2 2 256 芳山土井 82.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA  原 雌 27.05.02 ちはる７の５ 黒原1592118  越照波 池成　肇

13542-6156-7 5 265 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 雌 27.04.23 あんみつ２ 黒原1482278  照長土井 村尾　高司

13542-6540-4 3 251 芳山土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

CAABAA  原 雌 27.05.07 おじろ７ 黒原1559121  第２安鶴土井 中井　雄次

13542-6267-0 4 243 芳悠土井 80.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

ABACCA  原 雌 27.05.15 あやとし 黒原1524495  福芳土井 中村　文吾

13542-6228-1 7 245 福芳土井 82.0 菊波土井 美方郡香美町小代区新屋

ABACCB 原 雌 27.05.13 きくひろ 黒　2269254 改 谷勝土井 中村　芳老

13542-5810-9 3 239 照忠土井 83.0 菊也土井 美方郡香美町村岡区熊波

CACAAA  原 雌 27.05.19 みぞえの１ 黒原1559084  照長土井 井上　哲也

13542-6545-9 6 229 照忠土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAABAA 原 雌 27.05.29 ゆきとし 黒原1444305 改 幸福土井 井上　哲也

277

278

279

280

273

274

275

276

269

270

271

272

267

268



雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-5717-1 5 253 芳悠土井 80.1 菊俊土井 美方郡香美町村岡区萩山

AAABAA 原 雌 27.05.05 たけとし 黒原1482178  福広土井 西村　忠一

14596-0670-6 8 262 芳山土井 82.4 照長土井 宍粟市千種町河内

AAACAA 原 去 27.04.26 みちえ 黒　2188890  菊安土井 林　繁樹

08617-5580-4 1 247 照香土井 80.3 鶴神土井 朝来市和田山町安井

去 27.05.11 みやか 黒原1624827  菊俊土井 県北部農業技術センタ

08617-5581-1 4 246 照香土井 80.2 宮菊城 朝来市和田山町安井

       原 去 27.05.12 しろほたる 黒　2391499  菊川土井 県北部農業技術センタ

13542-6368-4 9 223 菊西土井 80.4 光照土井 豊岡市但東町河本

AACBBA 原 去 27.06.04 ひめてる 黒原1331074  菊俊土井 森井　正彦

13542-6396-7 14 246 丸宮土井 83.3 照長土井 豊岡市但東町高竜寺

BABAAA 原 去 27.05.12 いちこ３ 黒原1085342 改 安谷土井 小牧　伸典

14451-8520-8 3 273 照忠土井 79.1 丸福土井 養父市建屋

CABAAA 去 27.04.15 さちまる 黒　2393914  鶴山土井 大封　健太

13748-3533-5 11 241 丸宮土井 81.8 照長土井 養父市建屋

CBBAAA 原 去 27.05.17 まさなが 黒原1271500 高 谷福土井 野中　稔

13829-0602-7 3 216 丸宮土井 81.4 丸福土井 養父市畑

CBAAAA  原 去 27.06.11 ちよみ 黒原1559065  福芳土井 山根　忠行

13722-5249-3 8 218 芳山土井 79.6 菊俊土井 朝来市和田山町野村

AAACAA 原 去 27.06.09 かねとし 黒　2269223  茂金波 宮田　貴身仁

13722-5177-9 7 272 丸宮土井 80.5 福俊土井 朝来市和田山町中

CBBAAA 原 雌 27.04.16 きよふく 黒原1384165  照長土井 宮田　靖仁

13542-6818-4 12 241 芳悠土井 83.1 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 27.05.17 まりまる 黒原1239776  菊照土井 高橋　大樹

13542-6814-6 13 238 丸富土井 82.2 第２鶴雪土井 養父市大屋町若杉

CBCCCB 　 雌 27.05.20 ふくとめ 黒原1172241  菊照土井 高橋　副武

13542-6873-3 4 241 芳悠土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

ABABBA  原 雌 27.05.17 ひめか 黒原1528539  福芳土井 岩花　玉男
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

14451-8377-8 2 252 芳山土井 81.4 丸宮土井 養父市大屋町宮本

       　 雌 27.05.06 みつひめ２ 黒原1594198  福広土井 寺尾　智也

13542-7105-4 1 269 丸宮土井 80.8 照一土井 朝来市神子畑

CABAAA  原 雌 27.04.19 かつみ３の１ 黒原1627806  谷福土井 仙賀　隆文

13542-6640-1 13 232 福芳土井 83.0 照長土井 豊岡市竹野町須野谷

ABACCC 　 雌 27.05.26 あゆみ 黒原1172275  安美土井 田中　寛

14451-8151-4 1 264 照忠土井 80.2 鶴山土井 豊岡市宮井

       　 雌 27.04.24 ここ 黒原1627763 改 丸宮土井 綿田　謙

13549-5374-5 7 236 丸富土井 82.2 福芳土井 赤穂郡上郡町大持

BBBCCA 原 去 27.05.22 ふくひめ 黒原1359538  照長土井 上郡高校

14086-8211-9 14 277 芳悠土井 80.6 鶴丸土井 ＥＴ産子 赤穂市高野

BABAAA 原 去 27.04.11 たかことぶき 黒　2053889  照長土井 株式会社　丸尾牧場

13719-0661-8 7 239 丸宮土井 78.8 菊宮土井 神崎郡市川町保喜

CBAAAA 　 去 27.05.19 みかこ 黒　2294613  谷福土井 松岡　千津子

13823-6081-2 3 294 芳山土井 80.8 菊俊土井 たつの市御津町中島

AAACAA  原 去 27.03.25 なかとし 黒　2418430  鶴丸土井 吉田　和子

13833-1964-2 5 279 照忠土井 81.3 菊俊土井 佐用郡佐用町櫛田

CAABAA 原 雌 27.04.09 つるひめ 黒原1463965  谷福土井 竹内　隆

13673-3910-9 9 257 芳山土井 80.6 菊俊土井 多可郡多可町八千代区中野間

AAACAA 原 去 27.05.01 まんぷく 黒　2231010  谷福土井 有田　覚

11770-9151-8 3 258 丸宮土井 79.6 菊俊土井 三田市東山

CCAAAA 去 27.04.30 としこ 黒　2416038  第２鶴雪土井 岡本　鷹司

14447-3318-9 1 251 丸宮土井 80.3 福芳土井 小野市昭和町

ABAAAA  原 去 27.05.07 みやぎく３ 黒　2456065  菊俊土井 藤本　幹泰

15047-0616-0 4 194 福芳土井 79.4 菊俊土井 加西市大内町

ACACCB 去 27.07.03 はつひめ 黒　2388890  安幸土井 藤原　護

14875-2859-9 5 209 芳悠土井 80.5 菊俊土井 小野市河合西町

BBBBBA 原 去 27.06.18 ゆき 黒　2369445  谷福土井 堀井　光仁
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13636-1890-1 7 283 丸宮土井 81.4 茂金波 丹波市柏原町下小倉

CBBAAA 原 雌 27.04.05 あやこ 黒　2174605  照長土井 上田　真吾

13636-1907-6 10 235 照忠土井 80.7 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BAABAB 原 雌 27.05.23 きくふく 黒原1300031  菊安土井 須原　芳夫

13636-1922-9 3 252 芳悠土井 81.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

       　 雌 27.05.06 まるみや 黒原1559161  福広土井 足立　尚之

13636-1898-7 9 286 丸宮土井 82.1 福芳土井 丹波市春日町棚原

BBAAAA 原 雌 27.04.02 ふみこ 黒原1300043  安美土井 山本　浩

13636-1912-0 5 263 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町北奥

BBABBA 原 雌 27.04.25 みやふくひめ 黒原1449577  第２安鶴土井 大槻　英樹

13636-1914-4 4 289 照忠土井 83.3 福芳土井 丹波市市島町与戸

BAACAA 原 雌 27.03.30 すぎひめ 黒原1497787  鶴丸土井 森本　康典

13464-6117-3 7 248 千代藤土井 82.3 鶴山土井 篠山市曽地口

AACAAA  原 去 27.05.10 さつき 黒原1369947  照長土井 清水　健司

13464-6145-6 1 257 芳悠土井 80.0 丸宮土井 篠山市今田町市原

ABABAA  原 去 27.05.01 ゆきの 黒　2456056  菊俊土井 古家後　康夫

13542-6164-2 3 256 芳山土井 79.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA  原 去 27.05.02 きくつる 黒　2423263  第２照久土井 尾崎　広貴

13542-7074-3 6 233 芳悠土井 82.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

ABBABA  原 去 27.05.25 ななひめてる２ 黒原1444371 高 福芳土井 寺谷　進

13542-5989-2 5 256 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町多子

BAABAB 　 去 27.05.02 きよこ 黒原1482249  照長土井 坂本　修治

13542-5827-7 12 285 照忠土井 81.6 鶴丸土井 美方郡香美町小代区神水

BABAAA 原 去 27.04.03 さつき５ 黒原1237353  照長土井 藤原　幸恵

13542-5790-4 11 285 芳悠土井 81.5 菊俊土井 尿道瘻形成手術 美方郡香美町小代区東垣

AAACBA 原 去 27.04.03 みるく 黒　2146405 高育 照長土井 今井　正己

13542-5450-7 6 260 照忠土井 82.0 福広土井 美方郡香美町香住区三谷

AAAAAA 原 去 27.04.28 ゆめ 黒　2329939  照俊土井 清水　容和
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13542-6561-9 6 240 照忠土井 80.8 福広土井 美方郡香美町村岡区味取

BABAAB 　 去 27.05.18 ふくざくら 黒原1444290  鶴味土井 阿瀬　稔

13542-6562-6 9 234 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 27.05.24 ふくみつ 黒原1331185  照長土井 阿瀬　稔

13542-5671-6 9 262 芳山土井 81.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

AAACBA 原 雌 27.04.26 きくみ 黒原1331141  谷福土井 伊沢　正一

13542-6208-3 6 260 芳山土井 80.3 丸博土井 美方郡香美町村岡区味取

BAACAA 原 雌 27.04.28 やすひで１ 黒原1444293 改 照長土井 西山　勝

13542-5511-5 1 273 照忠土井 84.0 丸宮土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA  原 雌 27.04.15 こうふく１３ 黒原1624664  福芳土井 淀　貴至

13542-5802-4 3 290 芳悠土井 82.8 丸富土井 美方郡香美町小代区貫田

ABBBBA  原 雌 27.03.29 ふじみ３ 黒原1524447  照長土井 小林　義富

13542-5375-3 16 245 芳山土井 82.3 第２照久土井 美方郡新温泉町丹土

BAABAB 原 雌 27.05.13 ふくみ７ 黒原1085232  安美土井 西坂　嘉津美

13542-6044-7 2 257 芳悠土井 81.3 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 雌 27.05.01 こざくら 黒原1592116  菊俊土井 中井　のり子

13542-6045-4 1 248 照忠土井 84.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA  原 雌 27.05.10 ふくよ２の３ 黒原1624575  丸福土井 中井　のり子

13542-6212-0 1 243 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA  原 雌 27.05.15 よしえ７ 黒原1624585  照長土井 植田　秀作

14596-0680-5 2 275 丸宮土井 82.2 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

BBAAAA  原 去 27.04.13 あさふく 黒　2431383  鶴山土井 岸本　章弘

13542-6661-6 6 295 丸宮土井 82.4 福芳土井 豊岡市城崎町飯谷

BBAAAA 原 去 27.03.24 ゆみこ 黒原1449813  安幸土井 北村　幸弘

13542-6490-2 4 278 芳山土井 82.2 丸宮土井 豊岡市日高町知見

BAAAAA  原 去 27.04.10 さつきいち 黒原1528495  第２安鶴土井 山崎　豊志

13542-7223-5 9 247 芳悠土井 83.5 福芳土井 朝来市伊由市場

ABABBA 原 去 27.05.11 てるこ 黒原1331128  照長土井 椿野　勝三
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13722-5183-0 2 211 芳悠土井 81.4 丸宮土井 朝来市和田山町中

ABAABA  原 去 27.06.16 いけだ 黒原1594214  福芳土井 宮田　靖仁

13542-6976-1 8 243 照忠土井 80.8 光安土井 養父市大屋町蔵垣

CABAAA 原 去 27.05.15 ななひかり 黒原1369041  第２鶴雪土井 上垣　勇吾

13542-6877-1 6 225 丸典土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

       原 去 27.06.02 やまみや 黒原1467532  北宮波 岩花　希

13542-7024-8 4 222 丸宮土井 80.1 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

CBBAAA 　 去 27.06.05 おたま 黒原1467542  谷福土井 上垣　康成

13542-6803-0 1 246 丸宮土井 81.6 照一土井 養父市大屋町若杉

       　 去 27.05.12 ひろてるいち 黒原1594205  福芳土井 高橋　副武

13542-6804-7 3 285 丸宮土井 80.6 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA  原 雌 27.04.03 たけみつ 黒原1561896  照長土井 高橋　副武

13722-5036-9 1 312 丸宮土井 82.0 福芳土井 右頬に大輪 養父市養父市場

雌 27.03.07 ふくみつ 黒原1627778  菊俊土井 その他 吉村　英美

13542-6840-5 4 285 芳悠土井 82.0 菊西土井 養父市森

AABAAA 原 雌 27.04.03 てるにし 黒原1528536 改 第２鶴雪土井 田村　正宏

13542-6454-4 5 266 丸宮土井 80.5 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

CBAAAA 原 雌 27.04.22 しずかの２ 黒　2368116  第２鶴雪土井 旗谷　仁志

13542-6595-4 3 253 芳山土井 81.6 菊西土井 豊岡市但東町佐々木

AAACAA  原 雌 27.05.05 きくひさ 黒原1576335  第２照久土井 西　幸信

13542-6328-8 8 227 芳山土井 79.3 福俊土井 豊岡市中郷

AAACAA 原 雌 27.05.31 きくこ２ 黒　2252628  鶴味土井 新田　義孝

13542-6634-0 3 256 丸宮土井 82.1 福芳土井 豊岡市清冷寺

BBAAAA  原 雌 27.05.02 しげよ 黒原1561848  照長土井 浅井　一二

13542-6289-2 2 255 丸宮土井 81.4 照一土井 豊岡市目坂

       　 雌 27.05.03 かりゆし３の１ 黒原1594177  菊西土井 谷口　正徳

15068-2009-3 9 250 福芳土井 80.7 菊安土井 神崎郡神河町猪篠

ABACBC 　 去 27.05.08 きよみ 黒原1331125  照長土井 藤原　孝作
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雌： 166 雄： 去： 206 合計 372
入場 耳標番号 産次 日令 体　高 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 体　重 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

14755-3412-0 3 240 宮弘波 80.0 菊西土井 相生市矢野町真広

CBCCCA 去 27.05.18 みつふく３５の６ 黒　2402147  照長土井 坂本　修一

15068-2022-2 1 244 丸宮土井 78.8 福芳土井 赤穂市鷆和

ABAAAA  原 去 27.05.14 せいこ４の２ 黒　2476459  菊俊土井 後藤　清二

15068-2014-7 4 245 丸宮土井 79.0 菊俊土井 神崎郡市川町小畑

CCBAAA  原 去 27.05.13 あきこ 黒　2347316  第２安鶴土井 森本　慶子

13833-1967-3 8 285 丸宮土井 81.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BCAABA 　 去 27.04.03 よこさか 黒　2269289  菊重土井 矢内　忠司

13673-3912-3 3 248 丸宮土井 80.7 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

ABAABA  原 雌 27.05.10 よしひめ 黒　2424421  北宮波 有田　覚

14593-2051-0 5 251 芳山土井 81.1 丸宮土井 神戸市北区淡河町神田

AAABAA 原 去 27.05.07 わかこ 黒　2393952  照明土井 奥下　均

14355-0597-9 8 259 丸宮土井 79.3 福芳土井 小野市広渡町

BCAABA 原 去 27.04.29 えりこ 黒　2252622  第２安鶴土井 前田　勇雄

14447-3315-8 9 265 丸宮土井 80.8 福俊土井 小野市昭和町

CABAAA 　 去 27.04.23 かおる６ 黒　2185180  菊道土井 藤本　幹泰

14628-0524-0 4 241 丸宮土井 79.8 菊俊土井 小野市万勝寺町

BBAAAA  原 去 27.05.17 みやみつ３０ 黒　2396524  福広土井 宮下　悦子

13636-1909-0 1 271 芳悠土井 81.0 千代藤土井 丹波市市島町岩戸

       　 去 27.04.17 たかやすまる２ 黒原1624679  丸宮土井 大槻　良

13636-1852-9 2 290 照忠土井 81.4 福芳土井 丹波市市島町岩戸

BAAAAA  原 去 27.03.29 いくつるこ 黒原1592301  照長土井 大槻　良

13636-1921-2 5 237 芳悠土井 80.6 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

ABACBA 原 去 27.05.21 ちあき１ 黒原1508332  福芳土井 足立　尚之

13636-1881-9 2 294 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BBAAAA  原 去 27.03.25 ふくはな 黒　2433965  照長土井 下山　一彦

13636-1939-7 4 272 丸富土井 81.6 福広土井 丹波市柏原町石戸

AACCBA 原 去 27.04.16 みつかね３ 黒　2380703  菊俊土井 徳田　順彦
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子牛せり市出場名簿平成28年1月13日

血　　統 損　　徴
摘　　要

13636-1905-2 4 260 芳山土井 81.8 丸福土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 雌 27.04.28 よしえ 黒原1508335  菊原波 須原　芳夫

13636-1851-2 5 301 丸宮土井 80.8 福芳土井 丹波市市島町寺内

BBAAAA 原 雌 27.03.18 てるよし 黒原1488932  照長土井 須原　喜一郎

13542-6211-3 9 260 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区池ケ平

BAAAAA 原 雌 27.04.28 さちふく２ 黒原1331154 高育 照長土井 西井　秀一

13542-6188-8 13 248 芳山土井 82.0 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 27.05.10 はづき 黒原1206189 高育 安幸土井 森脇　雄一

13542-5565-8 5 276 芳山土井 83.3 丸福土井 美方郡新温泉町春来

BABCBA 原 去 27.04.12 おふく 黒原1482236  鶴山土井 田中　房夫

08617-5560-6 2 294 照香土井 80.4 丸尚土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.03.25 きそなお 黒原1592309  鶴山土井 県北部農業技術センタ

14451-8147-7 3 269 宮菊城 81.4 丸富土井 豊岡市宮井

AAACAA 原 去 27.04.19 ありがたき２ 黒原1528510  菊俊土井 綿田　謙

14355-0561-0 2 311 照一土井 80.4 丸宮土井 小野市長尾町

BABAAA  原 雌 27.03.08 おかるい５ 黒　2432153 光照土井 岡田　秀子
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