
雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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

13542-6220-5 6 267 照忠土井 80.2 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 去 27.08.18 にしき２ 黒原1423399  菊安土井 植田　光隆

14210-1188-0 7 233 芳山土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 27.09.21 みゆき３ 黒原1444373  照長土井 植田　秀作

13637-7637-3 5 234 照忠土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BAACAB 去 27.09.20 たけとし 黒原1449824  谷福土井 森井　正彦

13542-7124-5 3 265 丸宮土井 80.7 芳山土井 朝来市和田山町土田

       　 去 27.08.20 さかえやま 黒原1576346  鶴山土井 川見　和秀

13637-7969-5 5 241 芳悠土井 80.7 宮弘波 朝来市和田山町中

BABBAA 原 去 27.09.13 きたみや 黒原1528566 改 鶴丸土井 宮田　靖仁

13637-7895-7 4 246 丸宮土井 80.7 芳寛土井 朝来市和田山町野村

AAAAAA  原 去 27.09.08 ひろふく１０ 黒原1553226  菊俊土井 宮田　貴身仁

13542-6985-3 8 232 照忠土井 80.3 谷福土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 27.09.22 なおうめ 黒原1331108  菊安土井 上垣　耕作

13722-5042-0 2 243 芳悠土井 83.4 照一土井 養父市養父市場

BBCBCA  原 去 27.09.11 てるしげ 黒　2435137  茂丸波 吉村　英美

15018-0891-1 5 279 芳悠土井 80.3 光安土井 豊岡市竹野町三原

CBBABA 　 去 27.08.06 あざみ７ 黒　2368115  第２安鶴土井 加悦　大三郎

13542-6459-9 6 305 丸宮土井 80.7 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

BCABCA 原 去 27.07.11 さよこの２ 黒原1449816 改 第２鶴雪土井 旗谷　仁志

08617-5625-2 6 303 石義丸 80.5 北奥道 朝来市和田山町安井

BACBAC 　 去 27.07.13 そら 黒原1457368  照道土井 県北部農業技術センタ

08617-5626-9 4 301 丸尚土井 81.1 福芳土井 朝来市和田山町安井

BBBBCA  原 去 27.07.15 きくひめ２の３ 黒原1573991  第２安鶴土井 県北部農業技術センタ

08617-5630-6 8 295 丸宮土井 82.4 谷石土井 ＥＴ産子 朝来市和田山町安井

BCAAAA 原 雌 27.07.21 もりいし 黒原1313587 育 菊安土井 県北部農業技術センタ

13542-7086-6 5 257 千代藤土井 79.7 福広土井 朝来市神子畑

BACAAA 原 雌 27.08.28 かつふく 黒　2334682  鶴丸土井 仙賀　隆文
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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成28年5月11日

血　　統 損　　徴



雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13542-6889-4 1 268 丸典土井 80.8 芳山土井 養父市大屋町宮垣

       原 雌 27.08.17 みゆき５ 黒　2462991  照長土井 岩花　希

13542-6298-4 4 280 丸宮土井 82.6 菊西土井 豊岡市目坂

ABAAAA  原 雌 27.08.05 かりゆし３ 黒原1542196  菊安土井 谷口　正徳

15068-2043-7 3 274 芳山土井 80.8 福広土井 佐用郡佐用町金屋

AAACAA  原 雌 27.08.11 にしひろ 黒　2423292  菊俊土井 大西　功

15068-2057-4 4 246 芳悠土井 82.3 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

       　 雌 27.09.08 きくよし 黒　2402102  谷美土井 横坂共栄農場

14755-3419-9 8 283 芳悠土井 79.7 鶴山土井 相生市矢野町真広

BBBBBA 原 雌 27.08.02 さかもと８４５５ 黒　2247585  菊原波 坂本　修一

13868-1897-5 3 284 照忠土井 80.8 菊西土井 宍粟市山崎町葛根

       　 雌 27.08.01 みく 黒　2396566  照宮土井 吉岡　慎治

15068-2028-4 7 259 丸宮土井 80.3 照長土井 神崎郡神河町猪篠

CBBAAA 原 雌 27.08.26 ふくたか 黒　2309213  谷福土井 藤原　孝作

15068-2025-3 12 282 芳山土井 80.6 谷石土井 姫路市白鳥台

BAACAB 原 雌 27.08.03 ふくてる 黒　2047774  菊照土井 石原　寛大

13673-3916-1 5 242 照一土井 80.5 菊俊土井 多可郡多可町八千代区

CBCBAA 　 去 27.09.12 きくひめ 黒　2380580  谷福土井 有田　覚

11549-1634-6 2 291 丸宮土井 80.7 福広土井 川辺郡猪名川町紫合

CBBAAA  原 雌 27.07.25 ほまれ 黒　2444570  照長土井 森田　和子

15047-0628-3 9 286 芳悠土井 80.0 菊俊土井 小野市長尾町

BBABBA 原 雌 27.07.30 いってつ 黒　2188887  第２鶴雪土井 岡田　秀子

15047-0651-1 5 277 丸宮土井 81.0 福芳土井 小野市広渡町

BBAAAA 原 雌 27.08.08 ちかこ 黒　2369443  光照土井 前田　勇雄

14875-2863-6 4 273 丸宮土井 80.1 菊西土井 小野市河合西町

       　 雌 27.08.12 たかよし２の１ 黒　2407212  菊俊土井 堀井　光仁

14355-0612-9 3 271 丸宮土井 80.3 菊西土井 小野市万勝寺町

BAAAAA  原 雌 27.08.14 みやいずみ４の３ 黒　2423275  福広土井 宮下　俊子
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13775-2181-5 6 229 丸宮土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

BBAAAA 原 去 27.09.25 よしみ 黒原1444399  福芳土井 下山　一彦

13775-2130-3 1 248 宮菊城 80.7 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

AAAAAA  原 去 27.09.06 たかとみまる 黒原1634878  福芳土井 前田　貴雄

13775-2133-4 2 265 芳悠土井 80.7 照忠土井 丹波市氷上町犬岡

AAABAA  原 去 27.08.20 はるな２ 黒原1592284  福広土井 勢志　政和

13775-2162-4 5 231 照忠土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

BAAAAA 原 去 27.09.23 えびす 黒原1524543  福芳土井 大槻　良

13775-2171-6 10 213 芳悠土井 82.0 福俊土井 丹波市青垣町檜倉

ABBABA 原 去 27.10.11 りつこ５の２ 黒原1301478 高 越照波 足立　尚之

13775-2174-7 5 226 芳悠土井 80.6 宮弘波 丹波市氷上町沼

BBBBBA  原 去 27.09.28 はるなみ 黒原1488928  菊俊土井 芦田　誠治

13775-2152-5 12 252 丸宮土井 82.8 北本土井 丹波市春日町棚原

BABAAA 原 去 27.09.02 みやこ 黒原1237334 高改 照長土井 山本　浩

13775-2136-5 9 264 芳悠土井 80.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

ABABAA 原 雌 27.08.21 きくはな 黒原1336552  鶴山土井 堂本　義隆

13775-2151-8 6 259 芳山土井 83.4 照長土井 乳頭癒着 丹波市春日町棚原

AAACAA 雌 27.08.26 まりな 黒原1409632  菊俊土井 その他 山本　智

13775-2183-9 5 238 芳山土井 82.6 菊俊土井 丹波市柏原町柏原

BAACBA 原 雌 27.09.16 こいちよ３ 黒原1488942  照長土井 下山　一彦

15090-8671-7 8 290 芳悠土井 79.0 幸福土井 篠山市曽地口

CCBABA 原 雌 27.07.26 ときふく 黒　2252580 菊照土井 清水　健司

15090-8661-8 7 277 芳悠土井 78.0 福俊土井 篠山市乾新町

BBBABA 原 雌 27.08.08 こつる 黒　2301527 第２安鶴土井 小西　弘

13669-1296-9 5 272 照忠土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAB 　 去 27.08.13 あおい 黒原1482280  福代土井 尾崎　栄太郎

13748-2708-8 3 247 芳悠土井 83.8 福芳土井 美方郡新温泉町春来

ABBBBA  原 去 27.09.07 さちひめ 黒原1559104  照長土井 田中　房夫
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

14572-0739-4 7 271 照忠土井 80.3 福芳土井 美方郡香美町小代区神

BABAAA 原 去 27.08.14 めおおみぞ 黒原1368888  鶴山土井 毛戸　誠

14348-8342-9 5 273 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区味

BAAAAA  原 去 27.08.12 ふくよし 黒原1464005  第２照久土井 西山　勝

14348-8347-4 7 259 照忠土井 80.2 福広土井 美方郡香美町村岡区味

CACBAB 　 去 27.08.26 よしはな５ 黒原1404883  第２安鶴土井 西山　勝

13753-0498-4 6 271 照忠土井 81.6 福広土井 美方郡香美町村岡区高

BABAAA 原 去 27.08.14 ひろみ 黒原1444300 高 照長土井 田中　博文

14300-0837-6 11 244 芳山土井 80.8 照長土井 美方郡香美町村岡区熊

AAABAA 原 去 27.09.10 おじろ 黒原1237355  菊照土井 井上　哲也

13542-7033-0 1 294 照忠土井 80.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区神

AAAAAA  原 雌 27.07.22 さわやま 黒原1624597  鶴山土井 伊沢　正一

14210-1227-6 1 279 芳山土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸

AAACAA  原 雌 27.08.06 ひろきく 黒原1624638  福広土井 森脇　雄一

13758-5515-8 1 262 芳山土井 80.3 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸

       　 雌 27.08.23 ９４つるやま６ 黒　2461423  鶴山土井 長瀬　五一

14216-1003-8 1 269 芳山土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区長

BAACBA  原 雌 27.08.16 みやよし８ 黒　2413811  第２安鶴土井 谷渕　侑生

13436-5675-6 2 279 照忠土井 81.5 福芳土井 美方郡香美町小代区秋

       　 雌 27.08.06 ふくとし 黒原1605622  菊俊土井 今井　正人

13542-6553-4 11 282 丸富土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AABCAA 原 雌 27.08.03 ちよみ 黒原1271150  照長土井 田中　稔

13753-0503-5 5 255 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

AABCBA 原 雌 27.08.30 ちはる２ 黒原1482254  照長土井 倉田　拓磨

13753-0507-3 3 238 芳悠土井 80.7 照也土井 美方郡新温泉町海上

BABAAA  原 雌 27.09.16 つつじ３ 黒原1559131 改 鶴山土井 安田　義幸

14447-6445-9 9 281 丸宮土井 81.8 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

CBAAAA 原 雌 27.08.04 のぶこ 黒　2207158  第２安鶴土井 小池　一博
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13542-6457-5 1 321 丸宮土井 80.7 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

ABAAAA  原 去 27.06.25 ちりふく 黒　2462981  鶴山土井 旗谷　仁志

08617-5613-9 5 317 茂初波 79.3 丸富土井 朝来市和田山町安井

CABAAB 　 去 27.06.29 てるひめ 黒　2374391  照長土井 県北部農業技術センタ

08617-5617-7 1 313 千代藤土井 80.7 茂初波 朝来市和田山町安井

AABAAA  原 去 27.07.03 はつはな 黒　2463008  菊俊土井 県北部農業技術センタ

08617-5620-7 6 310 照美土井 80.1 福芳土井 朝来市和田山町安井

AABBAA 原 去 27.07.06 ろくふく３ 黒原1457358  鶴丸土井 県北部農業技術センタ

08617-5621-4 5 310 千代藤土井 81.5 菊俊土井 朝来市和田山町安井

AABBAA  原 去 27.07.06 しめとし 黒原1497629  福芳土井 県北部農業技術センタ

13542-7084-2 6 271 丸宮土井 80.1 福芳土井 朝来市神子畑

BBABAA 原 去 27.08.14 とみつるふく 黒原1449859  鶴丸土井 仙賀　隆文

13637-7963-3 11 284 照忠土井 80.3 菊俊土井 朝来市和田山町中

CAAAAA 　 去 27.08.01 ふくなみ１０ 黒原1282621  第２安鶴土井 宮田　靖仁

13722-5262-2 4 280 丸典土井 81.0 照也土井 朝来市和田山町野村

       原 雌 27.08.05 ふじなみ１０ 黒原1553227  菊俊土井 宮田　貴身仁

13542-6891-7 9 265 丸典土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮垣

       原 雌 27.08.20 みつよし 黒原1299804  照長土井 岩花　希

13542-6986-0 11 230 芳悠土井 80.7 北宮波 養父市大屋町蔵垣

ACABCA 原 雌 27.09.24 ふみこ 黒原1271506  第２安鶴土井 上垣　勇吾

13722-4843-4 4 267 芳悠土井 79.4 丸福土井 豊岡市宮井

BAABAA  原 雌 27.08.18 ふくみ３ 黒　2402118  福芳土井 綿田　正人

13542-6442-1 6 294 千代藤土井 81.5 福芳土井 豊岡市出石町上野

AABAAA 原 雌 27.07.22 さゆり 黒原1449819  照長土井 山本　憲一

13833-2001-3 2 262 芳悠土井 80.4 丸富土井 佐用郡佐用町口金近

AABBBA  原 去 27.08.23 よしひめ 黒　2441463  光照土井 田辺　裕基

15068-2058-1 2 245 千代藤土井 81.2 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AABAAA  原 雌 27.09.09 みき３ 黒　2441467  照長土井 横坂共栄農場

67

68

69

70

61

62

63

64

65

66

57

58

59

60



雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

14755-3420-5 1 278 丸宮土井 80.3 芳悠土井 相生市矢野町真広

BBAAAA  原 雌 27.08.07 ともみ７の５ 黒　2456076  照長土井 坂本　修一

15068-2036-9 5 281 丸宮土井 80.0 福芳土井 赤穂市鷆和

BBABAA 原 雌 27.08.04 ふなよし 黒　2338244  照長土井 後藤　清二

15068-2035-2 2 228 千代藤土井 81.0 芳山土井 宍粟市山崎町与位

AABAAA  原 去 27.09.26 としよし 黒　2441456  鶴丸土井 中坪　みどり

15068-2077-2 3 280 芳山土井 80.8 菊西土井 同性複数産子 赤穂市木津

AAABAA  原 去 27.08.05 きくつる 黒　2428235  鶴山土井 溝田　泰司

13893-9917-4 8 295 丸宮土井 77.5 福俊土井 ＥＴ産子 加東市吉馬

BAAAAA 原 雌 27.07.21 せいしん８５９ 黒　2314373 照長土井 戸田　稔

14881-4787-4 7 261 丸宮土井 81.2 照長土井 川辺郡猪名川町紫合

BBAAAA 原 去 27.08.24 はまてる 黒原1409594  谷福土井 森田　和子

13393-4777-4 8 283 千代藤土井 80.7 鶴山土井 神戸市西区神出町

CACAAA 原 去 27.08.02 しづこ１０ 黒　2171639  菊道土井 池本　俊彦

14754-3761-2 6 287 丸宮土井 80.1 福芳土井 加西市常吉町

BBAAAA 原 雌 27.07.29 ふくひめ 黒原1457359  照長土井 県立農業大学校

15047-0652-8 4 271 丸宮土井 81.0 菊俊土井 小野市広渡町

       　 雌 27.08.14 としみ２ 黒　2388892  福俊土井 前田　勇雄

15047-0633-7 10 257 丸宮土井 79.8 照長土井 小野市長尾町

CBBAAA 原 雌 27.08.28 ふくえ 黒　2180464  谷福土井 岡田　勇治

14355-0614-3 14 256 丸宮土井 81.3 谷福土井 小野市万勝寺町

CBAAAA 原 雌 27.08.29 みやちあき１ 黒　2056775  照長土井 宮下　俊子

13775-2142-6 3 270 芳山土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町柏原

AAAAAA  原 雌 27.08.15 わかめ３ 黒原1561860  照明土井 下山　一彦

13775-2115-0 9 250 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市市島町下竹田

ABABAA 原 雌 27.09.04 みつや 黒原1368966  北宮波 須原　芳夫

13775-2072-6 4 283 芳山土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町油利

       　 雌 27.08.02 やまみや１ 黒原1536341  福広土井 山本　定夫
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13775-2110-5 10 277 芳山土井 82.6 照長土井 丹波市春日町棚原

BAACAA 原 雌 27.08.08 ゆきひさ 黒原1300047  第２安鶴土井 山本　智

13775-2058-0 9 305 丸宮土井 82.0 照長土井 丹波市市島町北奥

CBBAAA 原 去 27.07.11 みやふく 黒原1271218  第２安鶴土井 大槻　英樹

13775-2149-5 5 240 千代藤土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BACAAA  原 去 27.09.14 しげ 黒原1380280  越照波 上田　真吾

13775-2143-3 7 248 照忠土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAABAA 原 去 27.09.06 ふくえ１の２ 黒原1444392  福芳土井 上田　真吾

13775-2145-7 4 251 芳山土井 81.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA  原 去 27.09.03 さちふく 黒原1524520  菊俊土井 上田　真吾

13775-2176-1 6 232 丸宮土井 81.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

ACAAAA 原 去 27.09.22 ゆきよし 黒原1419298  鶴山土井 松浪　一志

13775-2179-2 6 238 丸宮土井 81.4 菊宮土井 丹波市柏原町柏原

BAAAAA 原 去 27.09.16 はまかぜ５ 黒原1429644  照岸土井 下山　一彦

15090-8666-3 13 271 照忠土井 81.5 照菊波 篠山市曽地口

BABBBB 原 雌 27.08.14 みつひめ５ 黒原1206120 高 谷福土井 清水　健司

08603-9679-4 5 260 芳悠土井 80.0 照長土井 美方郡香美町村岡区和

BBCBBA 原 去 27.08.25 てるひで３ 黒原1463993  福芳土井 西崎　武志

14348-8348-1 1 253 芳山土井 81.2 丸明波 美方郡香美町村岡区味

       　 去 27.09.01 しげやま 黒　2461424  茂美波 西山　勝

14542-3155-2 10 244 照忠土井 79.5 鶴山土井 美方郡香美町村岡区味

BAAAAB 　 去 27.09.10 たにつる 黒　2174540  谷福土井 西山　勝

14516-8038-4 9 231 丸富土井 81.8 福芳土井 美方郡香美町小代区東

AACCBA 原 去 27.09.23 みやふく 黒原1299686 高 照長土井 中村　健治

14572-0733-2 14 257 芳悠土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町中辻

AABBBA 原 去 27.08.28 みゆき７の１２ 黒原1170095 高育 安谷土井 高美　萬喜子

13542-6119-2 9 242 芳悠土井 84.0 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBABBA  原 去 27.09.12 としみ 黒原1299752  鶴丸土井 村尾　千代美
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13542-6221-2 3 245 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA  原 雌 27.09.09 ちはる２の１ 黒原1559136  菊俊土井 植田　秀作

13635-0013-8 3 272 照忠土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 雌 27.08.13 ふくぎく 黒原1524459  谷福土井 山本　幸子

13354-0291-0 1 251 芳山土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA  原 雌 27.09.03 てるふく 黒原1639018  照長土井 中丘　亀雄

13542-6543-5 5 289 芳山土井 82.0 福広土井 美方郡香美町小代区秋

AAACBA 原 雌 27.07.27 ゆきふくひろ 黒原1482209  菊俊土井 小谷　よしの

13542-7061-3 5 259 芳悠土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹

ABABAA  原 雌 27.08.26 ゆきなが６ 黒原1482197  照長土井 今西　修輔

14560-1247-0 6 243 芳悠土井 82.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

BBBBBA 原 雌 27.09.11 てるとよひめ 黒原1423401  幸豊土井 田中　一馬

13758-5518-9 6 253 照忠土井 81.5 福広土井 美方郡香美町村岡区丸

BABAAA  原 雌 27.09.01 ４０おおふく６ 黒原1464012 高育 照長土井 長瀬　五一

13758-5520-2 3 247 芳山土井 81.0 照一土井 美方郡香美町村岡区丸

AAABAA  原 雌 27.09.07 ７４てるとよ 黒原1573917  照長土井 長瀬　五一

14210-1245-0 1 284 照忠土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区神

BAAAAA  原 雌 27.08.01 よしこ 黒原1639010  照一土井 伊沢　正一

15049-0717-8 6 219 丸宮土井 80.8 菊千代土井 宍粟市波賀町道谷

BBBABA 原 去 27.10.05 しげちよ 黒　2329918  安美土井 岸本　章弘

13542-6892-4 10 268 丸宮土井 81.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 27.08.17 たつひめ１ 黒原1249391  谷福土井 岩花　玉男

15018-0892-8 17 268 千代藤土井 80.4 照長土井 豊岡市竹野町三原

CACBAB 　 去 27.08.17 たかね１０ 黒原1045187 育改 奥谷 加悦　大三郎

15018-0896-6 3 275 丸宮土井 80.6 福広土井 豊岡市日高町石井

BBAAAA  原 去 27.08.10 ひろこ 黒原1561846  鶴山土井 安堵　正男

08617-5627-6 3 298 照忠土井 81.0 茂広波 朝来市和田山町安井

BAABAA  原 去 27.07.18 かずみしげ 黒原1573993  照長土井 県北部農業技術センタ
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

08617-5628-3 6 297 茂池波 80.8 茂広波 朝来市和田山町安井

       　 去 27.07.19 しげの 黒　2275942  照長土井 県北部農業技術センタ

08617-5638-2 3 284 茂池波 78.7 照一土井 朝来市和田山町安井

       原 去 27.08.01 えりこ 黒　2391497  第２安鶴土井 県北部農業技術センタ

13542-7088-0 13 250 芳悠土井 81.0 鶴丸土井 朝来市神子畑

BBACAA 原 去 27.09.04 とみてる３ 黒原1144380  菊照土井 仙賀　隆文

13637-7894-0 2 249 丸宮土井 81.1 芳悠土井 朝来市和田山町野村

       　 去 27.09.05 ひでひさ１２ 黒　2442910  菊俊土井 宮田　貴身仁

13637-7968-8 6 249 芳悠土井 81.2 菊俊土井 朝来市和田山町中

BBBBBA  原 雌 27.09.05 としむすめ 黒原1467556  照長土井 宮田　靖仁

14560-1196-1 5 270 千代藤土井 80.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

AABAAA  原 雌 27.08.15 しげふく 黒原1489225  菊安土井 寺尾　稔

13722-4840-3 8 301 芳悠土井 81.5 菊俊土井 豊岡市宮井

BBBBBA 原 雌 27.07.15 ふくさち 黒　2209108  谷福土井 綿田　謙

13542-6443-8 3 263 千代藤土井 79.6 福芳土井 豊岡市出石町上野

AABAAA  原 雌 27.08.22 みずほ 黒　2410371  菊安土井 山本　憲一

15068-2059-8 2 239 丸宮土井 81.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

       　 去 27.09.15 ゆきなが７ 黒　2441466  菊俊土井 横坂共栄農場

15068-2041-3 7 270 丸富土井 80.8 福俊土井 佐用郡佐用町口長谷

BBCBBB 　 去 27.08.15 たから 黒　2309188  第２鶴雪土井 竹田　瞳

15068-2044-4 2 259 芳悠土井 80.3 照忠土井 佐用郡佐用町金屋

BAAAAA  原 雌 27.08.26 にしてる 黒　2441462  菊俊土井 大西　功

14755-3421-2 1 276 丸福土井 79.8 芳悠土井 相生市矢野町真広

       　 雌 27.08.09 ふくひめ２ 黒　2456078  菊西土井 坂本　修一

14086-8245-4 10 269 千代藤土井 80.5 福俊土井 ＥＴ産子 赤穂市高野

       　 雌 27.08.16 せいしん８１４ 黒　2241306  安幸土井 株式会社　丸尾牧場

15068-2031-4 13 253 菊優土井 80.4 谷福土井 赤穂市木津

CBBBBB 　 去 27.09.01 ふくふく 黒原1170151 高 照長土井 溝田　泰司
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

14776-8355-0 4 239 芳悠土井 81.1 丸福土井 姫路市白鳥台

CABBAA  原 去 27.09.15 第２よしみ 黒　2396550  照長土井 石原　寛大

14006-0005-0 9 282 芳悠土井 82.4 光照土井 加東市吉馬

AAACBA 原 去 27.08.03 みつこ 黒原1342649  照長土井 戸田　稔

13393-4778-1 1 276 芳悠土井 79.4 照也土井 神戸市西区神出町

BABBAA  原 去 27.08.09 てるふく 黒　2465283  谷福土井 池本　俊彦

13658-2055-5 5 270 芳悠土井 79.2 丸福土井 神戸市北区淡河町神田

BABCBA 原 去 27.08.15 てるまる 黒　2380576  照菊波 奥下　均

15047-0634-4 9 257 丸富土井 79.5 照長土井 小野市長尾町

BACBBA 原 雌 27.08.28 かつみてる 黒　2207176  谷福土井 岡田　勇治

14447-3322-6 5 239 宮菊城 80.8 福芳土井 小野市昭和町

ABACBA  原 雌 27.09.15 よしみ 黒　2354003  第２照久土井 藤本　幹泰

14875-2862-9 1 280 丸宮土井 80.6 照長土井 小野市河合西町

       　 去 27.08.05 めふくみつ２１１ 黒　2461432  福芳土井 堀井　昭子

15047-0653-5 8 267 丸宮土井 79.6 菊俊土井 小野市広渡町

CBABAA 原 去 27.08.18 そのきく 黒　2277774  谷福土井 前田　勇雄

13665-8702-0 2 246 芳悠土井 80.2 丸宮土井 加古郡稲美町印南

       　 去 27.09.08 こまるこ 黒　2444568  光照土井 丸尾　喜之

13775-2117-4 2 247 芳山土井 80.1 照一土井 丹波市市島町岩戸

       　 去 27.09.07 おおまちよし 黒原1601481  福芳土井 大槻　良

13775-2168-6 9 236 芳悠土井 80.4 照菊波 丹波市青垣町檜倉

BCACCA 　 去 27.09.18 たま 黒原1336563 改 菊安土井 足立　尚之

13775-2131-0 5 260 芳山土井 81.0 菊宮土井 丹波市青垣町東芦田

AAABAA 原 去 27.08.25 みさと 黒原1419303  谷美土井 前田　貴雄

13775-2135-8 6 265 照忠土井 79.8 福芳土井 丹波市山南町北和田

AAABAA 原 去 27.08.20 てるみ 黒　2264318  幸豊土井 堂本　義隆

13775-2140-2 5 275 照忠土井 80.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BAAAAB 　 去 27.08.10 ふくなみ 黒原1467440  越照波 下山　一彦
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13775-2173-0 2 236 千代藤土井 80.8 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

BACAAA  原 雌 27.09.18 ゆきふく８の６ 黒原1592287  照長土井 細見　忠和

13775-2113-6 5 255 芳悠土井 80.5 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

AAACBA  原 雌 27.08.30 とくとし 黒原1508334  福芳土井 須原　芳夫

13775-2109-9 4 277 芳悠土井 84.1 照長土井 丹波市春日町棚原

BBBBBA 原 雌 27.08.08 はるな 黒原1488945  谷福土井 山本　智

13775-2146-4 10 241 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BABAAA 原 雌 27.09.13 こだま 黒原1313554  照長土井 上田　真吾

13775-2089-4 8 269 芳山土井 82.6 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 雌 27.08.16 きくひめ６ 黒原1370032  谷福土井 上田　真吾

15090-8667-0 4 247 芳山土井 80.8 照一土井 篠山市曽地口

AAABAA  原 雌 27.09.07 みやぎの３ 黒　2396564 菊俊土井 清水　健司

15090-8670-0 1 274 芳山土井 80.7 福芳土井 篠山市乾新町

       　 雌 27.08.11 あさがお 黒　2463035 菊俊土井 小西　弘

13542-5999-1 4 269 照忠土井 82.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

CABAAA 　 去 27.08.16 かづてる 黒　2363036  第２安鶴土井 尾崎　栄太郎

13542-6245-8 7 260 照忠土井 81.4 茂広波 美方郡新温泉町塩山

BBBBBA 原 去 27.08.25 としみ 黒　2289514  第２安鶴土井 山本　郁夫

13354-0289-7 9 229 芳悠土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

BCBBBA 原 去 27.09.25 ふくとく 黒原1331299  谷福土井 田中　充

11549-3903-1 14 304 丸富土井 81.5 第２安鶴土井 美方郡香美町小代区貫

CBCAAB 　 去 27.07.12 ふくつる 黒原1085205  菊照土井 小林　義富

14516-8042-1 3 224 芳山土井 84.0 宮奥城 美方郡香美町香住区丹

BAACAA  原 去 27.09.30 おくふく 黒原1559183  照長土井 淀　貴至

13753-0499-1 7 249 芳山土井 81.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区高

AAACAA 原 去 27.09.05 みゆき 黒原1404882  照長土井 田中　博文

14210-1226-9 6 283 丸富土井 80.6 福広土井 美方郡香美町村岡区丸

AACBBA 原 去 27.08.02 おおみぞ 黒原1444332  谷福土井 森脇　雄一
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13542-5990-8 6 275 芳悠土井 80.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区池

ABACCA 原 雌 27.08.10 あやふく 黒原1463994  照長土井 西井　秀一

13542-7068-2 9 284 照忠土井 82.4 照波土井 美方郡香美町村岡区熊

BACAAB 原 雌 27.08.01 きくひめなみ 黒原1331180  第２安鶴土井 井上　哲也

14348-8343-6 10 313 照忠土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味

CAAAAA 原 雌 27.07.03 きくてる 黒原1299661 高育 第２鶴雪土井 西山　勝

14348-8345-0 7 264 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味

BAAAAA 原 雌 27.08.21 いつひめ２ 黒原1368929  第２安鶴土井 西山　勝

13542-7053-8 3 289 芳山土井 80.5 丸宮土井 美方郡香美町香住区九

AAABAA  原 雌 27.07.27 ゆきこ 黒原1524428 改 照長土井 合同会社　谷口畜産

14300-0835-2 9 248 照忠土井 81.2 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 27.09.06 とくよし 黒原1331303 高 照長土井 田中　稔

13542-7205-1 4 291 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CABAAA  原 雌 27.07.25 えいこ５ 黒原1482253  谷福土井 竹下　与輔

14210-1189-7 8 232 芳悠土井 81.4 鶴山土井 乳頭癒着 美方郡新温泉町海上

ACBBCA 雌 27.09.22 まさかね 黒原1299737  菊照土井 その他 植田　秀作

14447-6448-0 1 275 芳悠土井 81.3 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

ABAAAA  原 去 27.08.10 のぶえ 黒　2456072  福芳土井 小池　一博

14447-6446-6 1 278 芳悠土井 80.1 鶴丸土井 宍粟市一宮町東河内

       　 去 27.08.07 ひろさと 黒　2456071  福芳土井 小池　一博

13542-6890-0 8 268 芳悠土井 81.5 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

ABABBA 原 去 27.08.17 ほまれ 黒原1369031  照長土井 岩花　希

13637-7635-9 2 245 芳山土井 81.1 照一土井 豊岡市但東町河本

       　 去 27.09.09 てるまる 黒原1608716  鶴丸土井 森井　正彦

15018-0893-5 9 266 宮菊城 79.8 照長土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA 原 去 27.08.19 ぼたん４ 黒　2188809 育改 谷福土井 加悦　大三郎

08617-5631-3 4 292 菊西土井 79.6 宮弘波 朝来市和田山町安井

BBCCCA 原 去 27.07.24 のりか 黒　2374388  北宮波 県北部農業技術センタ
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

08617-5633-7 1 291 芳山土井 80.4 茂初波 朝来市和田山町安井

AAACAA  原 去 27.07.25 とよはつ 黒　2463000  豊松土井 県北部農業技術センタ

08617-5634-4 6 290 千代藤土井 79.4 北俊土井 朝来市和田山町安井

BACAAA 原 去 27.07.26 ことなみとし 黒　2374387  照菊波 県北部農業技術センタ

13542-7122-1 2 288 千代藤土井 80.8 丸富土井 朝来市和田山町土田

AACBAA  原 去 27.07.28 りなこ 黒原1608731  福広土井 川見　和秀

13637-7964-0 4 266 照忠土井 79.7 福芳土井 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 27.08.19 ゆりな３の５ 黒　2402133  菊俊土井 宮田　靖仁

13722-5263-9 6 277 照忠土井 80.6 福芳土井 朝来市和田山町野村

BAAAAA 原 雌 27.08.08 ふじふく 黒原1409495  照長土井 宮田　貴身仁

13542-7085-9 2 263 芳悠土井 81.5 照忠土井 朝来市神子畑

AAABAA  原 雌 27.08.22 とみただ 黒原1608727  菊俊土井 仙賀　隆文

13542-6851-1 9 236 照忠土井 81.7 福芳土井 養父市森

AAAAAA 原 雌 27.09.18 なつよし 黒原1331082  照長土井 田村　正宏

15018-0895-9 10 277 丸富土井 80.8 菊伸土井 面大輪 豊岡市日高町石井

       　 雌 27.08.08 ふくてる 黒原1239754  第２安鶴土井 その他 安堵　正男

15068-2060-4 1 234 芳山土井 81.7 丸宮土井 佐用郡佐用町横坂

AAABAA  原 去 27.09.20 たけ 黒　2461442  福広土井 横坂共栄農場

15068-2061-1 3 242 芳山土井 80.8 光照土井 佐用郡佐用町仁方

AAABAA  原 去 27.09.12 たつもと 黒　2376701  安幸土井 孝橋　求

13518-8551-3 1 268 菊西土井 79.2 照忠土井 相生市矢野町真広

       　 雌 27.08.17 かずよし２の１ 黒　2456075  福芳土井 坂本　修一

15068-2030-7 3 266 千代藤土井 79.0 福芳土井 赤穂市木津

AABAAA  原 雌 27.08.19 しげこ２ 黒　2369455  第２安鶴土井 溝田　泰司

14339-6851-6 4 245 菊西土井 79.0 福芳土井 姫路市夢前町新庄

AAABAA  原 去 27.09.09 きんぼたん 黒　2396552  照明土井 西影　昌久

13868-1899-9 4 260 丸宮土井 81.3 菊俊土井 宍粟市山崎町葛根

BCAAAA  原 去 27.08.25 おじろ７８ 黒　2362282  照長土井 吉岡　慎治

181

182

175

176

177

178

179

180

169

170

171

172

173

174



雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13673-3915-4 11 277 丸宮土井 80.5 北宮波 多可郡多可町八千代区

BCBABA 原 雌 27.08.08 みやひめ 黒　2150914  照長土井 有田　覚

13393-4779-8 1 265 千代藤土井 80.0 芳山土井 神戸市西区神出町

BABAAA  原 雌 27.08.20 しづこ１６ 黒　2465285  鶴山土井 池本　俊彦

13658-2056-2 5 268 芳悠土井 80.8 丸福土井 神戸市北区淡河町神田

CBCABA 原 去 27.08.17 ふくまさ 黒　2380577  照長土井 奥下　均

14447-3320-2 1 301 丸宮土井 80.1 照長土井 小野市昭和町

       　 去 27.07.15 てるひめ 黒　2461433  福芳土井 藤本　幹泰

15047-0631-3 8 266 芳山土井 79.4 光照土井 小野市長尾町

AAACAA 原 去 27.08.19 おかひめ 黒　2269296  菊俊土井 岡田　秀子

15047-0654-2 2 239 芳山土井 80.2 照一土井 小野市広渡町

AAACAA  原 去 27.09.15 そのきく１ 黒　2428232  菊俊土井 前田　勇雄

15047-0676-4 12 222 千代藤土井 82.0 谷福土井 加西市大内町

BACBAA 原 去 27.10.02 すぎひめ３ 黒原1126919  安美土井 藤原　護

13775-2141-9 6 277 照忠土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BAAAAA  原 去 27.08.08 ゆきてる 黒　2314342  照長土井 下山　一彦

13775-2118-1 5 247 芳山土井 80.0 照一土井 丹波市市島町岩戸

BAAAAA  原 去 27.09.07 てつしげ０９ 黒原1508336  安幸土井 大槻　良

13775-2134-1 6 274 千代藤土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町油利

AACBAA 原 去 27.08.11 たつみふく 黒原1429650  谷福土井 山本　定夫

13775-2091-7 7 266 照忠土井 80.1 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA 原 去 27.08.19 みつやひめ 黒原1368971  北宮波 上田　真吾

13775-2098-6 3 267 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 27.08.18 おおふく１ 黒　2405253  照長土井 上田　真吾

13775-2116-7 7 237 芳山土井 80.6 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

AAACAA 原 去 27.09.17 やすふく５ 黒原1429662  福芳土井 須原　芳夫

13775-2172-3 11 249 芳山土井 81.5 照長土井 丹波市氷上町小谷

AAACAA 原 雌 27.09.05 ふくむすめ 黒原1271204  安幸土井 細見　忠和
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13775-2137-2 5 254 丸宮土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

CBAAAA 原 雌 27.08.31 ゆき 黒原1351936  谷福土井 松浪　一志

13775-2206-5 11 246 芳山土井 80.2 鶴丸土井 丹波市氷上町横田

BAABAA 原 雌 27.09.08 つるみ 黒　2123451  谷本土井 足立　和人

13775-2112-9 5 259 千代藤土井 81.1 光照土井 丹波市春日町黒井

BACBAA 原 雌 27.08.26 ゆめ 黒原1488947  菊俊土井 氷上高等学校

13464-6130-2 5 288 菊優土井 82.5 福芳土井 篠山市小原

AAACBA 原 雌 27.07.28 いちふく８の２ 黒　2327005 照長土井 勝木　清市

14210-1244-3 1 276 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区神

AAABBA  原 去 27.08.09 しめの 黒原1639009  福芳土井 伊沢　正一

13542-5437-8 7 230 芳山土井 80.1 第２安鶴土井 美方郡香美町村岡区丸

CAACAA 原 去 27.09.24 てるひめ７の２ 黒原1368946  照長土井 対中　広芳

14542-3117-0 3 258 照忠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区境

BAAAAA  原 去 27.08.27 あきふく３ 黒原1573921  福芳土井 田中　一馬

14516-8052-0 5 255 芳悠土井 80.2 菊俊土井 美方郡香美町小代区神

BABBAA 原 去 27.08.30 ふくみつめす 黒原1501789  菊照土井 毛戸　誠

14572-0735-6 9 249 芳悠土井 81.3 茂美波 美方郡新温泉町中辻

ABACCB 　 去 27.09.05 さゆり３の７ 黒原1331257 改 照菊波 高美　治

14572-0740-0 8 260 丸富土井 81.0 福芳土井 右頚肩大輪 美方郡新温泉町飯野

ABBCCB 　 去 27.08.25 よしみやひさ 黒原1368862  第２安鶴土井 その他 坂本　忠美

13635-0018-3 4 232 芳悠土井 81.8 鶴丸土井 美方郡新温泉町塩山

BBCAAA 原 雌 27.09.22 ともつる 黒　2391476  茂美波 山本　智明

14659-0748-4 1 248 芳悠土井 81.3 丸富土井 美方郡新温泉町切畑

ABBABA  原 雌 27.09.06 いつき 黒　2461427  鶴山土井 倉田　拓磨

13436-5677-0 4 276 照忠土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町小代区秋

BAABAB 原 雌 27.08.09 かんな 黒原1524442  第２鶴雪土井 今井　正人

14300-0831-4 4 242 芳悠土井 79.1 福芳土井 美方郡香美町香住区丹

ABACBA  原 雌 27.09.12 きくひさ１ 黒　2391468  菊俊土井 今西　修輔
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

14348-8346-7 9 258 芳悠土井 81.0 茂美波 美方郡香美町村岡区味

CBBBAB 雌 27.08.27 しげゆき 黒　2209099 育改 第２鶴雪土井 西山　勝

14542-3156-9 2 246 芳悠土井 79.8 菊西土井 美方郡香美町村岡区味

       　 雌 27.09.08 なみひで１の１ 黒　2433934  鶴丸土井 西山　勝

13758-5521-9 11 239 芳山土井 81.0 照長土井 美方郡香美町村岡区丸

BAABAA 原 雌 27.09.15 １８９ゆきふく 黒原1317194  谷福土井 長瀬　五一

13542-7071-2 1 257 芳悠土井 81.6 丸富土井 美方郡香美町村岡区熊

AABBBA  原 雌 27.08.28 おおみぞ８の３ 黒原1639014  谷福土井 井上　哲也

08603-9680-0 5 250 芳悠土井 80.4 福芳土井 乳頭癒着 美方郡香美町村岡区和

       　 雌 27.09.04 さちかね６ 黒原1501760  茂金波 その他 西崎　武志

14447-6453-4 3 262 照忠土井 79.1 菊西土井 宍粟市一宮町東河内

BAAAAB 　 去 27.08.23 たまにし 黒　2396534  菊照土井 小池　一博

13542-6894-8 4 249 丸典土井 80.7 福芳土井 養父市大屋町宮垣

       原 去 27.09.05 るみよし１ 黒原1542208  菊俊土井 岩花　希

13542-6895-5 4 235 丸典土井 81.5 福芳土井 養父市大屋町宮垣

       原 去 27.09.19 てるふくてる２ 黒原1508010  照長土井 岩花　希

13542-6336-3 4 262 丸富土井 81.3 福芳土井 豊岡市中郷

AABCBA 原 去 27.08.23 ぼたん５の１ 黒原1528498  照長土井 新田　義孝

15018-0894-2 6 261 芳悠土井 80.1 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

BAABAA 原 去 27.08.24 ぼたん８ 黒原1467503  谷福土井 加悦　大三郎

08617-5636-8 4 288 照美土井 80.3 丸宮土井 朝来市和田山町安井

BABBAA 原 去 27.07.28 ゆうこ 黒原1535106  福芳土井 県北部農業技術センタ

08617-5637-5 5 285 菊西土井 81.1 宮照波 朝来市和田山町安井

AABCBA 原 去 27.07.31 ななみ２ 黒原1423451  菊俊土井 県北部農業技術センタ

08617-5641-2 9 284 茂和美波 80.4 菊俊土井 朝来市和田山町安井

       　 去 27.08.01 みやぎく２ 黒原1340993  照長土井 県北部農業技術センタ

08617-5629-0 1 297 千代藤土井 80.5 芳悠土井 朝来市和田山町安井

       　 去 27.07.19 まつひさ 黒　2463006  菊西土井 県北部農業技術センタ
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13722-5213-4 2 297 芳山土井 81.4 丸富土井 朝来市和田山町土田

AAACAA  原 雌 27.07.19 さちとみ 黒原1608730  福芳土井 川見　和秀

13542-6850-4 13 259 菊西土井 81.3 照長土井 養父市森

BACBAA 原 雌 27.08.26 めぐなが 黒原1209523  第２安鶴土井 田村　正宏

13637-7632-8 1 253 芳山土井 80.6 芳山土井 豊岡市但東町河本

AAACAA  原 雌 27.09.01 みやよし 黒　2462983  丸福土井 森井　正彦

13542-6495-7 3 287 丸宮土井 80.4 福芳土井 豊岡市引野

BBAAAA  原 雌 27.07.29 としこ３ 黒原1576331  菊俊土井 竹村　清志

15068-2049-9 5 241 照忠土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

BAAAAA 原 去 27.09.13 とよた 黒　2388884  照長土井 吉田　朝雄

15052-9868-8 11 242 丸宮土井 79.8 福芳土井 ＥＴ産子 佐用郡佐用町口長谷

AAAAAA 原 去 27.09.12 せいしん８６０ 黒　2304017  照長土井 林　良夫

15068-2042-0 3 266 照忠土井 80.0 菊西土井 佐用郡佐用町本郷

BABAAA  原 去 27.08.19 みやふくみ 黒原1546255  第２安鶴土井 谷口　茂信

13518-8552-0 3 243 丸宮土井 80.8 福芳土井 同性複数産子 相生市矢野町真広

       　 去 27.09.11 よしたけ２７の３ 黒　2441459  宮弘波 坂本　修一

15068-2029-1 5 259 丸宮土井 79.2 福俊土井 赤穂市木津

CCBAAA 去 27.08.26 はなこ２ 黒　2388907  菊照土井 溝田　泰司

14086-8260-7 21 225 芳山土井 82.8 照長土井 ＥＴ産子 赤穂市高野

       　 去 27.09.29 ひかる 黒原1135474  谷本土井 株式会社　丸尾牧場

13541-0011-8 7 260 芳山土井 80.5 第１満金波 加東市吉馬

AAACAA 原 去 27.08.25 みつる 黒　2294639  福俊土井 戸田　稔

13658-2057-9 2 260 芳山土井 81.0 丸富土井 神戸市北区淡河町神田

BAACAA  原 雌 27.08.25 ふくまる 黒　2435150  照長土井 奥下　均

14447-3321-9 4 272 芳悠土井 79.4 菊俊土井 小野市昭和町

ABABBA 原 去 27.08.13 みやきく 黒　2362253  福芳土井 藤本　幹泰

15047-0632-0 3 264 丸富土井 80.8 菊西土井 小野市長尾町

AACCAA  原 去 27.08.21 おかるい４ 黒　2423277  光照土井 岡田　秀子
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

15047-0655-9 2 238 丸宮土井 80.3 福芳土井 小野市広渡町

BCAAAA  原 去 27.09.16 てるみや１の３ 黒　2432157  幸豊土井 前田　勇雄

13775-2205-8 6 244 丸宮土井 80.8 福芳土井 丹波市氷上町井中

BBAAAA 原 去 27.09.10 みやよし 黒原1449560  照長土井 中澤　一夫

13775-2095-5 8 300 芳山土井 81.1 照長土井 丹波市柏原町柏原

BAACAA 原 去 27.07.16 さちよ 黒原1331105  安幸土井 下山　一彦

13775-2175-4 6 265 丸宮土井 82.6 福芳土井 丹波市氷上町氷上

BBAAAA 原 去 27.08.20 おおみぞ 黒原1449565  照長土井 元田　松雄

13775-2111-2 10 273 芳山土井 81.4 菊俊土井 丹波市春日町黒井

CBACBB 　 去 27.08.12 ゆき 黒原1271226  照長土井 氷上高等学校

13775-2207-2 8 239 丸宮土井 82.2 福俊土井 丹波市氷上町横田

BBAAAA  原 去 27.09.15 こはま 黒原1336559  照長土井 足立　和人

13775-2161-7 4 233 芳悠土井 80.2 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

BBAAAA  原 雌 27.09.21 まるほ 黒原1546254  菊宮土井 大槻　良

13775-2104-4 8 281 照忠土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 雌 27.08.04 みつふく７ 黒原1370033  照長土井 上田　真吾

13775-2101-3 6 283 丸宮土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA 原 雌 27.08.02 よしひで８ 黒　2347304  福芳土井 上田　真吾

13775-2068-9 11 284 芳悠土井 81.3 北宮波 丹波市氷上町小谷

ABBCCA 原 雌 27.08.01 ゆうみや 黒原1247791  鶴丸土井 細見　忠和

13775-2093-1 11 280 照忠土井 81.6 照菊波 丹波市山南町長野

BAAAAC 　 雌 27.08.05 さよなみ 黒原1217904  菊安土井 稲場　雅二

15090-8668-7 4 231 丸宮土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

CBBABA 原 去 27.09.23 きょうこ 黒　2396562 第２鶴雪土井 清水　健司

13669-1297-6 4 260 芳山土井 80.6 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 27.08.25 みやよし 黒原1524476  福広土井 尾崎　栄太郎

13354-0292-7 6 267 芳山土井 81.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

AAABAA 原 去 27.08.18 つるひめ３ 黒原1464019  照長土井 竹下　与輔
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

08567-2398-6 14 283 芳悠土井 82.0 照長土井 美方郡香美町小代区貫

CACAAA 原 去 27.08.02 ひろふく 黒原1127004  谷福土井 小林　義富

13436-5674-9 1 281 芳山土井 81.5 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋

       　 去 27.08.04 ひさふく 黒原1624651  菊俊土井 今井　正人

13817-6435-2 13 229 芳悠土井 80.7 幸豊土井 美方郡香美町村岡区境

CCBABA 原 去 27.09.25 てるとよ 黒原1206206 高育 照長土井 田中　一馬

13753-0504-2 10 270 芳山土井 81.6 照長土井 美方郡香美町村岡区川

AAACBA 原 去 27.08.15 たにきそひめ 黒原1299655  谷福土井 谷　俊一

13542-5660-0 4 254 芳悠土井 79.1 丸福土井 美方郡香美町村岡区神

CBBAAA 原 去 27.08.31 きくまる 黒　2391454  照長土井 伊沢　栄一

13542-5379-1 10 279 芳悠土井 80.0 第２照久土井 美方郡香美町村岡区中

BABBAB 原 雌 27.08.06 ひさこ 黒　2174534 改 第２安鶴土井 藤岡　義久

14210-1231-3 11 249 芳悠土井 81.6 茂美波 美方郡香美町村岡区丸

BBBABA 原 雌 27.09.05 やすふくひめ 黒　2146402  照長土井 森脇　雄一

14216-1002-1 4 275 芳悠土井 81.3 丸福土井 美方郡香美町村岡区長

BBABAA  原 雌 27.08.10 しよふく 黒原1524422  福芳土井 谷渕　侑生

13542-6588-6 1 301 照忠土井 81.7 丸富土井 美方郡香美町香住区丹

BAAAAA  原 雌 27.07.15 くらら 黒原1624666 改 福芳土井 淀　貴至

08586-7135-3 1 275 芳悠土井 80.3 丸富土井 美方郡香美町小代区秋

BABBAA  原 雌 27.08.10 まつよし 黒　2461426  照長土井 吉岡　芳彦

13542-6555-8 10 286 照忠土井 81.1 第２鶴雪土井 美方郡新温泉町古市

CABAAB 　 雌 27.07.30 ゆきつる 黒　2078783  第２安鶴土井 石原　寿

13542-6244-1 11 263 丸富土井 81.2 照長土井 美方郡新温泉町塩山

BACBAA 原 雌 27.08.22 ひでこ 黒原1237391 高 菊安土井 山本　郁夫

13417-5464-5 10 277 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

CBBCCA 原 雌 27.08.08 やましげ３ 黒　2174548  菊安土井 村尾　賢一

15049-0706-2 5 254 照一土井 79.4 丸福土井 宍粟市一宮町上岸田

CACAAA 去 27.08.31 まりも２ 黒　2369434  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場
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雌： 122 雄： 去： 149 合計 271
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28年5月11日

血　　統 損　　徴

13542-7029-3 3 267 丸宮土井 80.5 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BBAAAA  原 去 27.08.18 ろみ 黒原1489230  菊道土井 上垣　康成

13542-7030-9 12 263 芳悠土井 79.8 照菊波 養父市大屋町蔵垣

BCABCC 　 去 27.08.22 いちご 黒　2082362  安美土井 上垣　康成

13542-7028-6 5 274 芳山土井 80.2 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BAACAA 原 雌 27.08.11 きい 黒原1467541  照長土井 上垣　康成

13542-6120-8 5 240 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

ABACBA 原 雌 27.09.14 せつきく 黒原1467559 照長土井 村尾　和広

15018-0902-4 7 243 丸宮土井 80.8 福広土井 豊岡市辻

BBACBA 原 去 27.09.11 てる 黒原1409417 菊安土井 猪師　英三良
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