
雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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

13637-7657-1 7 265 丸宮土井 78.7 福芳土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA 原 去 28.01.21 みやふく 黒　2294595  第２鶴雪土井 森井　正彦

13637-7241-2 4 268 照忠土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA  原 去 28.01.18 つねふじ 黒原1559125  照長土井 村尾　賢一

13658-2060-9 1 256 丸宮土井 80.2 宮菊城 神戸市北区淡河町神田

       　 去 28.01.30 ひでよし２ 黒　2482940  照一土井 奥下　均

14972-3323-0 11 279 芳悠土井 81.7 照長土井 小野市昭和町

BBABBA 原 雌 28.01.07 なかゆき６ 黒　2157506  安幸土井 藤本　幹泰

15270-2327-5 3 232 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BBAAAA  原 去 28.02.23 ふくはな 黒　2433965  照長土井 下山　一彦

15270-2267-4 7 272 芳山土井 79.2 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

AAABAA 原 去 28.01.14 かおり 黒　2299088  安幸土井 前田　貴雄

15270-2379-4 5 235 芳山土井 81.3 丸福土井 丹波市山南町北和田

       　 雌 28.02.20 みずか 黒原1524528  菊俊土井 田中　憲蔵

15270-2324-4 10 276 芳悠土井 80.1 菊俊土井 丹波市柏原町石戸

BBBCCA 原 雌 28.01.10 きよちよ２ 黒原1271198  菊照土井 徳田　順彦

15270-2287-2 5 274 芳悠土井 81.4 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBBCCA 原 雌 28.01.12 にしふく２ 黒原1488925 改 菊照土井 堂本　義隆

14348-5965-3 9 280 照忠土井 80.8 福芳土井 篠山市曽地口

BAABAB 原 雌 28.01.06 えがお 黒　2188807  谷美土井 清水　健司

14837-3128-3 9 246 照忠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAB 　 去 28.02.09 ひさてる 黒　2252584  茂美波 森脇　雄一

14837-3121-4 2 243 照忠土井 80.1 芳山土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 去 28.02.12 たかとみ３ 黒原1624636  丸富土井 森脇　雄一

14837-3119-1 10 240 照忠土井 80.2 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 28.02.15 みつふく４ 黒原1331207 高育 照長土井 森脇　雄一

14837-3124-5 9 234 芳悠土井 82.4 丸富土井 香美町村岡区丸味

BBABAA 原 去 28.02.21 たかとよ４ 黒原1368951 改 第２安鶴土井 森脇　雄一
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摘　　要

子牛せり市出場名簿平成28年10月12日

血　　統 損　　徴



雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

14907-1015-8 7 250 茂栄波 81.3 菊俊土井 香美町小代区佐坊

       　 去 28.02.05 みすとし 黒原1444321  鶴山土井 本上　純也

14907-1021-9 9 271 芳山土井 82.5 照長土井 香美町小代区神水

BAABAA 原 去 28.01.15 まつてる２ 黒原1331234 高改 菊照土井 藤原　吉子

08609-7112-0 1 261 芳山土井 82.2 丸富土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 去 28.01.25 ふくとみ 黒原1653843  福芳土井 中村　文吾

13637-7252-8 6 243 芳悠土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

AAABBA 原 去 28.02.12 みゆき３ 黒原1482261  福芳土井 高美　萬喜子

13637-7255-9 7 270 芳悠土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町塩山

AABBAA 原 去 28.01.16 はるにしき 黒原1444364  照長土井 山本　智明

13637-7378-5 2 262 芳悠土井 80.2 照一土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 28.01.24 てるくに 黒原1624586  福芳土井 尾崎　広貴

13637-7262-7 13 281 芳山土井 83.0 照長土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 雌 28.01.05 てるながふく 黒原1237401 高育改 菊安土井 池成　肇

13883-8680-9 5 245 芳悠土井 80.2 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CABAAA 原 雌 28.02.10 てるみ 黒原1524451  谷福土井 竹下　千江子

14907-1010-3 6 265 芳山土井 81.6 菊俊土井 香美町小代区東垣

AAACAA 原 雌 28.01.21 おふくひめ 黒原1444320  福芳土井 今井　正己

14300-0828-4 3 274 照忠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区長瀬

BAAAAB  原 雌 28.01.12 よしづる 黒原1482194  安幸土井 谷渕　侑生

13637-7371-6 6 279 照忠土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区味取

BAAAAA 原 雌 28.01.07 てるゆき２の１ 黒原1423393  照長土井 西山　勝

13637-7345-7 10 263 芳山土井 81.4 照長土井 香美町村岡区丸味

BABCAA 原 雌 28.01.23 きくふく１１ 黒原1271110  菊照土井 対中　広芳

13637-7348-8 6 261 芳悠土井 81.6 第２鶴雪土井 香美町村岡区丸味

CBBBBA 原 雌 28.01.25 ふくてる６ 黒原1444337  照長土井 対中　広芳

14907-1033-2 11 240 照忠土井 82.0 照菊波 香美町村岡区口大谷

CABBAB 　 雌 28.02.15 てるひめ 黒原1206108 改 菊照土井 山本　徳至
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

15111-0739-4 7 225 宮菊城 79.8 第１満金波 宍粟市一宮町上岸田

ACABCC 　 去 28.03.01 みつなみ 黒　2289532  照菊波 大封アグリ　一宮牧場

15111-0725-7 1 263 丸宮土井 80.5 照忠土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA  原 去 28.01.23 まゆみ 黒　2476448  菊俊土井 岸本　章弘

13637-7908-4 3 253 千代藤土井 79.2 照忠土井 朝来市和田山町野村

AABAAA  原 去 28.02.02 みどり１２ 黒　2435138  第２鶴雪土井 宮田　貴身仁

13916-0682-6 12 235 丸宮土井 82.0 照長土井 豊岡市清冷寺

CCCABA 　 去 28.02.20 しげな 黒　2146479  安幸土井 浅井　一二

13542-6446-9 2 243 千代藤土井 81.0 芳山土井 豊岡市出石町上野

AACBAA  原 去 28.02.12 みさき 黒原1627768  照長土井 山本　憲一

13542-6613-5 5 254 丸宮土井 81.0 福広土井 豊岡市中郷

BBAAAA  原 去 28.02.01 ひろこ 黒原1489156  第２照久土井 新田　義孝

13542-7002-6 13 230 丸宮土井 81.1 照菊波 ＥＴ産子 養父市大屋町蔵垣

ABACBA 原 去 28.02.25 はる７ 黒原1209475  菊安土井 上垣　耕作

14560-1226-5 7 253 芳悠土井 81.5 照一土井 養父市森

AAABBA 原 去 28.02.02 まきいち 黒原1467531  福芳土井 田村　正宏

13637-7444-7 7 237 芳悠土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

AAACBA  原 去 28.02.18 たまみ６ 黒原1449839  谷美土井 岩花　希

13637-7831-5 4 258 照忠土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAB 去 28.01.28 ふくのり 黒原1489192  第２安鶴土井 高橋　副武

13637-7836-0 2 277 芳悠土井 80.8 照武土井 養父市大屋町若杉

AAABBA  原 雌 28.01.09 ゆきひさ３ 黒原1627800  照長土井 高橋　副武

14560-1202-9 1 248 芳山土井 80.3 丸宮土井 養父市大屋町宮本

AAABAA  原 雌 28.02.07 みゆき２の２ 黒　2482889  福芳土井 寺尾　智也

13637-7603-8 3 265 丸宮土井 82.7 福芳土井 養父市養父市場

BBAAAA  原 雌 28.01.21 ふくみ 黒原1576337  照長土井 吉村　英之

08623-5675-8 5 309 広芳波 80.0 菊千代土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.12.08 ななこ 黒原1477852  菊俊土井 県北部農業技術センタ
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

08623-5692-5 1 296 奥虎 81.1 芳悠土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.12.21 みさき 黒原1650122  照菊波 県北部農業技術センタ

13542-7099-6 9 280 芳山土井 81.7 福芳土井 朝来市神子畑

AAACAA 原 雌 28.01.06 ぶんぷく 黒原1369063  菊道土井 仙賀　隆文

15248-2121-8 3 304 丸宮土井 80.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

ACAABA  原 雌 27.12.13 こうふくよし３ 黒　2423288  照菊波 横坂共栄農場

14339-6853-0 6 268 丸宮土井 82.5 福芳土井 姫路市夢前町新庄

AAAAAA 原 雌 28.01.18 ふくやま 黒　2347317  菊安土井 西影　昌久

15248-2153-9 1 280 照忠土井 80.2 丸宮土井 神崎郡神河町猪篠

BAAAAA  原 雌 28.01.06 たかまる 黒　2450341  菊安土井 藤原　孝作

13673-3919-2 5 283 丸宮土井 80.1 福芳土井 多可郡多可町八千代区

BBAAAA 原 去 28.01.03 はなこ 黒　2380581  菊俊土井 有田　覚

12533-4871-0 1 269 照忠土井 80.8 芳悠土井 三田市上内神

BAAAAA  原 去 28.01.17 きくみひさ 黒　2482942  照長土井 蓬莱　光雄

14875-2865-0 4 278 宮菊城 80.2 福広土井 小野市河合西町

BABBAA  原 雌 28.01.08 めふくみつ２ 黒　2353999  菊照土井 堀井　光仁

15044-0687-9 4 275 丸宮土井 79.5 菊西土井 小野市万勝寺町

BAAAAA  原 雌 28.01.11 みやさかえ６の２ 黒　2418414  福芳土井 宮下　俊子

15270-2307-7 3 240 芳悠土井 80.4 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

BAAAAA  原 去 28.02.15 てつしげまる 黒原1592302  照一土井 大槻　良

15270-2329-9 7 239 丸宮土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

BBBAAA  原 去 28.02.16 はるな 黒原1429654  照長土井 下山　一彦

15270-2293-3 4 243 丸宮土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA  原 去 28.02.12 てるとしの２ 黒原1559151  照俊土井 上田　真吾

15270-2290-2 7 247 丸宮土井 81.0 福広土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 去 28.02.08 ろくふく２ 黒原1409603  鶴丸土井 上田　真吾

15270-2321-3 7 250 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市氷上町油利

ABAAAA 原 去 28.02.05 ちひろ４ 黒原1429651  菊原波 山本　定夫
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

15090-8680-9 7 300 丸宮土井 81.4 光照土井 篠山市曽地奥

CCBABB 　 雌 27.12.17 ひよこ 黒　2242576  安幸土井 岡本　栄一

14210-1198-9 4 260 照海土井 83.0 芳山土井 美方郡新温泉町海上

 去 28.01.26 ゆきみ 黒原1559137  第２安鶴土井 植田　秀作

13637-7266-5 6 237 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 去 28.02.18 きよふく 黒原1482284  菊俊土井 植田　光隆

13637-7276-4 3 268 芳悠土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

AABBBA  原 去 28.01.18 みつふくひめ 黒原1573925 改 菊照土井 坂本　隆子

13637-7242-9 9 263 芳山土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 去 28.01.23 めぐみ３ 黒原1331247 高育 照長土井 中西　円吉

13883-9098-1 4 252 照忠土井 81.2 菊西土井 香美町小代区神水

BABAAA  原 去 28.02.03 にしおおみぞ 黒原1524434  谷福土井 毛戸　誠

14907-1013-4 7 262 芳山土井 80.8 福広土井 香美町小代区東垣

AAACBA 原 去 28.01.24 なかたにひめ 黒原1423397  菊照土井 中村　健治

13883-8578-9 9 248 芳悠土井 81.2 菊俊土井 同性複数産子 香美町村岡区境

BABCBA 原 去 28.02.07 きくしげ 黒原1331198 改 谷福土井 田中　一馬

13637-7354-9 1 271 照忠土井 81.6 芳悠土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA  原 去 28.01.15 はちふく３ 黒原1639015  鶴丸土井 森脇　雄一

14837-3114-6 3 259 照忠土井 81.0 芳山土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 去 28.01.27 たかきく５ 黒原1592076  菊安土井 森脇　雄一

14837-3116-0 2 253 照忠土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA  原 去 28.02.02 てるふく３ 黒原1624632  幸福土井 森脇　雄一

13637-7382-2 4 277 芳山土井 80.0 菊俊土井 香美町村岡区神坂

AAACAA  原 雌 28.01.09 ゆきとし 黒原1542169  幸豊土井 伊沢　正一

14300-0851-2 5 287 芳悠土井 80.4 照一土井 香美町村岡区熊波

BABAAA 原 雌 27.12.30 てるしげ３ 黒原1524414  谷福土井 井上　哲也

14542-3080-7 2 286 照忠土井 80.4 丸富土井 香美町村岡区熊波

       　 雌 27.12.31 はなふくまる 黒原1624641 改 福芳土井 井上　哲也
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
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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10月12日

血　　統 損　　徴

13637-7341-9 4 270 芳悠土井 79.8 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BBACBA  原 雌 28.01.16 みつふく６の１ 黒　2413816  第２鶴雪土井 小林　操

13883-8889-6 14 259 照武土井 82.1 越照波 香美町小代区神場

CCABCC 　 雌 28.01.27 しょうふく２ 黒　2078788  安幸土井 上治　秀正

14873-1654-7 7 278 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 雌 28.01.08 おおみぞ３ 黒原1444385  照長土井 大田　好雄

13637-7240-5 5 274 芳山土井 80.3 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 雌 28.01.12 たつみ３ 黒原1482276 改 谷福土井 村尾　賢一

13637-7238-2 12 274 芳悠土井 82.5 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBBA 原 雌 28.01.12 たにひめ３ 黒原1271183  安谷土井 村尾　賢一

15089-6496-2 6 265 丸宮土井 80.7 福芳土井 ＥＴ産子 宍粟市一宮町東河内

ABAAAA 原 去 28.01.21 ふくたけ 黒　2396536  照長土井 小池　一博

13883-8033-3 4 243 丸宮土井 82.1 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BBAAAA  原 去 28.02.12 よしこ５ 黒原1561867  鶴丸土井 小牧　伸典

13637-7651-9 9 278 丸宮土井 81.8 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCAAAA 　 去 28.01.08 かなえ３ 黒原1369004  照長土井 森井　正彦

13637-7734-9 7 265 丸宮土井 81.8 菊俊土井 豊岡市目坂

BAACAA 原 去 28.01.21 はるみ 黒原1449811  谷福土井 谷口　正徳

08623-5687-1 12 299 丸富土井 81.4 照波土井 朝来市和田山町安井

AACCAA 原 去 27.12.18 ふくひめ 黒原1209557  谷福土井 県北部農業技術センタ

13542-7001-9 1 233 照忠土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA  原 去 28.02.22 つばき２ 黒原1655355  福芳土井 上垣　勇吾

13637-7851-3 7 232 丸富土井 82.0 福広土井 養父市八鹿町高柳

BBCCCA 原 去 28.02.23 ゆきひめ５の３ 黒原1449855  照長土井 但馬農高

14560-1203-6 4 239 丸宮土井 80.2 福芳土井 養父市大屋町宮本

BCAAAA 原 去 28.02.16 みつやすよし４ 黒原1561889  菊俊土井 寺尾　智也

13637-7823-0 6 265 丸宮土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA  原 去 28.01.21 きくてる 黒原1444247  照長土井 高橋　副武
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

13637-7827-8 8 273 芳山土井 82.1 光照土井 養父市大屋町若杉

ABACBB 　 去 28.01.13 かるまさ 黒原1369048  第２安鶴土井 高橋　副武

13637-7764-6 4 253 千代藤土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AABAAA  原 雌 28.02.02 まんげつふく１ 黒原1561898  福芳土井 高橋　副武

13637-7436-2 10 260 丸宮土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

CCAAAA 原 雌 28.01.26 しげてる３ 黒原1331099 高 安幸土井 岩花　玉男

14560-1224-1 4 261 丸宮土井 80.5 福広土井 養父市森

BBAAAA 原 雌 28.01.25 まきふく 黒原1561882  菊宮土井 田村　正宏

13916-0680-2 9 253 芳山土井 82.2 光照土井 豊岡市清冷寺

AAABAA 原 雌 28.02.02 よしみ 黒原1368986 高育 谷美土井 浅井　光澄

15018-0907-9 6 279 丸宮土井 80.8 菊俊土井 豊岡市辻

BAAAAA 原 雌 28.01.07 くるみ 黒原1423406  照長土井 猪師　英三良

13542-6616-6 6 239 芳悠土井 80.3 宮弘波 豊岡市中郷

AAACBA 原 雌 28.02.16 るな 黒原1489155 改 谷石土井 新田　義孝

15248-2118-8 2 301 丸宮土井 79.8 福広土井 佐用郡佐用町本郷

BBAAAA  原 雌 27.12.16 よしひろ 黒　2441461  福芳土井 谷口　茂信

15248-2143-0 3 241 芳山土井 81.5 丸宮土井 佐用郡佐用町佐用

BAABAA  原 去 28.02.14 さよひめ 黒　2423290  第１光福土井 兵庫県立佐用高等学校

13518-8561-2 6 305 丸富土井 80.5 奥隼 相生市矢野町真広

BBBCBB 　 去 27.12.12 みつよし１２ 黒　2369452  谷福土井 坂本　修一

15248-2226-0 5 246 芳山土井 80.3 丸福土井 宍粟市山崎町与位

BAABAA  原 去 28.02.09 たにつる２ 黒　2376703  鶴山土井 中坪　みどり

15047-0640-5 3 289 芳山土井 80.2 丸宮土井 小野市長尾町

BAAAAA  原 雌 27.12.28 おかほたる１ 黒　2423276  福俊土井 岡田　勇治

14972-3324-7 7 271 丸富土井 81.0 福芳土井 小野市昭和町

BACABA 原 雌 28.01.15 ふなてる 黒　2256508  鶴山土井 藤本　佳大

13637-8014-1 8 243 芳悠土井 80.5 菊波土井 朝来市産 丹波市柏原町柏原

ABACBA 原 去 28.02.12 みさき 黒　2252568  安幸土井 下山　一彦
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

15270-2326-8 3 239 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町石戸

ABAAAA  原 去 28.02.16 よしぎく 黒原1524525  照長土井 徳田　順彦

15270-2288-9 12 253 丸宮土井 81.6 菊俊土井 丹波市山南町北和田

CCBABB 　 去 28.02.02 かづよ２の５ 黒　2120974  安幸土井 堂本　義隆

15270-2296-4 2 251 千代藤土井 80.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BABAAA  原 去 28.02.04 まいこ 黒原1610926  照長土井 上田　真吾

15270-2303-9 9 269 照忠土井 83.0 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 去 28.01.17 はるな 黒原1299864  照長土井 上田　真吾

14348-5969-1 8 267 照忠土井 80.8 光安土井 篠山市曽地口

BAABAA 原 去 28.01.19 ひずみ 黒　2229220  鶴丸土井 清水　健司

14873-1668-4 9 275 芳悠土井 81.5 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BBBCBA 原 去 28.01.11 ひろまさてる２ 黒原1368943  照長土井 対中　広芳

13637-7346-4 2 262 照忠土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA  原 去 28.01.24 ふじひめ６の６ 黒原1624625  照長土井 対中　広芳

14300-0830-7 7 264 芳悠土井 80.4 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

BBBCCA 原 去 28.01.22 ふくむすめ１ 黒原1444287  福広土井 谷渕　侑生

13637-7334-1 11 246 芳悠土井 82.2 鶴丸土井 香美町小代区野間谷

AAACAA 原 去 28.02.09 つねふじ 黒原1271118 高育 谷福土井 朝倉　久子

13637-7390-7 4 263 芳悠土井 79.5 丸福土井 香美町小代区神水

BABBAA  原 去 28.01.23 さちひさまる 黒　2413813  福芳土井 藤原　敏和

14777-0145-2 7 236 照忠土井 80.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 去 28.02.19 てるもり 黒原1404949  菊俊土井 田中　充

14659-0750-7 3 271 芳悠土井 81.2 照忠土井 美方郡新温泉町切畑

AAAAAA  原 去 28.01.15 つるひめ３ 黒原1592101  福芳土井 倉田　拓磨

13637-7256-6 12 245 芳山土井 82.7 谷福土井 美方郡新温泉町塩山

BAACAA 原 去 28.02.10 ふくてる 黒原1206173  照長土井 山本　智明

13542-6125-3 10 262 芳山土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 28.01.24 ふくこ 黒原1331273  菊安土井 村尾　憲弘
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

13637-7411-9 4 249 芳山土井 79.6 照美土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 28.02.06 ゆきひめ 黒　2413824  福広土井 中井　勝

14210-1197-2 3 266 芳悠土井 80.4 照一土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA  原 雌 28.01.20 みつふくてる 黒原1592122  福芳土井 植田　秀作

13637-7251-1 8 259 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

AAACCA 原 雌 28.01.27 ゆりきく 黒原1404923  茂美波 高美　治

08609-7114-4 4 250 芳悠土井 79.1 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA  原 雌 28.02.05 ふくの２ 黒　2413835  丸福土井 中村　文吾

14542-3148-4 13 279 芳悠土井 81.5 菊安土井 香美町村岡区丸味

ABACCA 原 雌 28.01.07 たかつる２ 黒原1237473 高 菊照土井 森脇　雄一

13637-7352-5 5 279 芳山土井 79.5 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 28.01.07 みつふく６ 黒　2363029 高育 照長土井 森脇　雄一

13637-7388-4 2 259 照忠土井 80.1 芳山土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 28.01.27 ななたに２ 黒原1624634  照長土井 森脇　雄一

13637-7353-2 12 274 芳悠土井 81.1 照長土井 香美町村岡区丸味

ABBCCA 原 雌 28.01.12 ふくよ 黒　2110263  谷福土井 森脇　薫明

08603-9685-5 4 247 茂栄波 79.0 菊俊土井 香美町村岡区和池

       原 雌 28.02.08 あきふく２ 黒　2402073  福芳土井 西崎　武志

15111-0727-1 2 253 茂栄波 81.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

 去 28.02.02 みゆき 黒　2431382  照長土井 岸本　章弘

13542-7097-2 6 284 芳山土井 80.0 照宮土井 朝来市神子畑

AAABAA 原 去 28.01.02 てるゆき 黒原1423421  福芳土井 仙賀　隆文

13637-7978-7 4 270 丸宮土井 80.4 福芳土井 朝来市和田山町中

BBAAAA  原 去 28.01.16 きくよ 黒原1542216  菊井土井 宮田　靖仁

13722-4834-2 5 261 石義丸 81.0 丸宮土井 ＥＴ産子 豊岡市宮井

CBBAAB 　 去 28.01.25 みやい 黒原1507991 改 北宮波 綿田　謙

13637-7659-5 11 245 宮喜 82.0 照長土井 豊岡市但東町河本

CBCABA 　 去 28.02.10 あゆこ 黒原1271470 育改 谷本土井 森井　正彦
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

13637-7605-2 2 246 芳悠土井 82.2 丸宮土井 養父市養父市場

       　 去 28.02.09 たじまふくの２ 黒原1594192  丸博土井 吉村　英美

14560-1232-6 8 235 芳山土井 81.5 菊俊土井 養父市森

AAACAA 原 去 28.02.20 えりとし 黒原1384181 改 谷美土井 田村　正宏

13637-7438-6 7 246 芳山土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAACAA  原 去 28.02.09 りつみきく 黒原1449840 改 幸豊土井 岩花　玉男

13637-7743-1 10 254 芳悠土井 83.3 幸豊土井 養父市大屋町若杉

BCACBA 原 去 28.02.01 のりとよ 黒原1299820 改 谷美土井 高橋　本明

13637-7835-3 10 267 芳山土井 83.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 去 28.01.19 もりさき 黒原1331098  幸豊土井 高橋　副武

13637-7782-0 1 229 照忠土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA  原 雌 28.02.26 うみの２ 黒　2482896  福芳土井 高橋　副武

14560-1201-2 1 260 照忠土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA  原 雌 28.01.26 みつやすみや 黒　2482888  福芳土井 寺尾　智也

08623-5681-9 2 304 奥虎 80.6 茂広波 左頬鶏卵大痣 朝来市和田山町安井

       　 雌 27.12.13 はつはなしげ 黒原1592313  菊俊土井 その他 県北部農業技術センタ

08623-5684-0 7 300 奥虎 80.2 谷石土井 朝来市和田山町安井

       　 雌 27.12.17 いずし 黒原1368974  谷福土井 県北部農業技術センタ

13916-0677-2 4 265 芳山土井 81.5 照一土井 豊岡市清冷寺

BAACAA 原 雌 28.01.21 しげてる 黒原1517617  菊俊土井 浅井　光澄

13542-6614-2 7 250 芳悠土井 80.8 福広土井 豊岡市中郷

AAACAA 原 雌 28.02.05 あやめ 黒原1449797  菊安土井 新田　顕雄

15248-2132-4 3 279 千代藤土井 80.1 照一土井 佐用郡佐用町平谷

       　 雌 28.01.07 よしいちやす 黒　2423291  福芳土井 安岡　林

15248-2126-3 10 266 芳山土井 81.8 茂美波 佐用郡佐用町口長谷

AABBAB 原 雌 28.01.20 みやふく 黒　2207164  照長土井 竹田　瞳

13518-8562-9 6 304 芳山土井 80.1 照長土井 相生市矢野町真広

BAACBB 　 去 27.12.13 さかもと３９９０ 黒　2354008  菊安土井 坂本　修一
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

14339-6854-7 3 260 丸宮土井 80.5 福芳土井 姫路市夢前町新庄

BBAAAA  原 去 28.01.26 みつふくよし 黒　2423297  照長土井 西影　昌久

13673-3921-5 2 265 丸宮土井 80.2 福芳土井 多可郡多可町八千代区

ABAAAA  原 雌 28.01.21 さちふく 黒　2452229  菊俊土井 有田　覚

14875-2866-7 4 269 丸宮土井 80.0 福広土井 小野市河合西町

BBAABA  原 雌 28.01.17 すえひろ 黒　2362252  福芳土井 堀井　光仁

15047-0643-6 1 257 芳悠土井 80.4 丸宮土井 小野市長尾町

       　 去 28.01.29 おかみつ２の１ 黒　2476446  照一土井 岡田　輝泰

15270-2308-4 7 234 山勝土井 82.0 光照土井 乳頭癒着 丹波市市島町岩戸

       雌 28.02.21 てるこ３の１ 黒原1391335  第２安鶴土井 その他 大槻　良

15270-2297-1 2 270 芳山土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AAABAA  原 雌 28.01.16 たまふく 黒原1610924  菊俊土井 上田　真吾

15270-2328-2 7 233 芳悠土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BCABCA 原 雌 28.02.22 えりか１０ 黒原1409425  第２安鶴土井 下山　一彦

15270-2360-2 6 204 芳悠土井 82.5 菊宮土井 丹波市青垣町檜倉

AAACAA 原 去 28.03.22 ふくみや 黒原1449571  谷福土井 足立　尚之

15270-2284-1 9 265 芳悠土井 80.3 照長土井 丹波市氷上町油利

CABBAA 原 去 28.01.21 あけぼの２ 黒原1351938  第２安鶴土井 山本　定夫

14730-6157-4 1 274 丸宮土井 81.0 芳山土井 篠山市今田町市原

BAABAA  原 去 28.01.12 きくよし 黒　2485549  菊俊土井 吉田　繁雄

13669-1303-4 4 261 照忠土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA  原 去 28.01.25 しげよし 黒原1559133 高育 福代土井 尾崎　栄太郎

13669-1305-8 3 260 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町海上

       　 去 28.01.26 きみふく 黒原1592125  第２照久土井 尾崎　栄太郎

13637-7376-1 3 241 芳悠土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BABBBA  原 去 28.02.14 てるひめ 黒　2433940  菊俊土井 村尾　賢一

13637-7272-6 3 256 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町塩山

CABBAA  原 去 28.01.30 ひでまる 黒原1559122  照長土井 山本　郁夫
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

13637-7362-4 5 264 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

BBBCBA  原 去 28.01.22 おおみぞの５ 黒原1524505  谷福土井 福井　強

13637-7289-4 1 285 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

       　 去 28.01.01 ふくさかえ 黒原1653842  菊俊土井 鎌田　活美

08567-2400-6 1 271 照忠土井 80.5 丸富土井 香美町小代区貫田

BAAAAA  原 去 28.01.15 ふるさと２ 黒　2480521  菊俊土井 小林　義富

14907-1004-2 6 283 芳山土井 81.7 菊俊土井 香美町小代区秋岡

AAACAA  原 去 28.01.03 やえうめ 黒原1482210 高 谷福土井 今井　正人

14873-1662-2 11 266 千代藤土井 81.5 照長土井 香美町香住区丹生地

BACAAB 　 去 28.01.20 たかこ 黒原1299683  菊安土井 今西　修輔

13637-7372-3 7 283 芳山土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAACAA 原 去 28.01.03 きくひめ 黒原1404884  照長土井 西山　勝

14542-3085-2 5 245 芳山土井 82.4 丸富土井 香美町村岡区熊波

AAABAA 原 雌 28.02.10 おふく１０の２ 黒原1524415 改 福芳土井 井上　哲也

14542-3087-6 3 243 芳悠土井 81.5 照忠土井 香美町村岡区熊波

AAAAAA  原 雌 28.02.12 みつふく５ 黒原1592055  鶴山土井 井上　哲也

14542-3083-8 8 262 照忠土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAABAA 原 雌 28.01.24 よしふくきく 黒原1331178 高改 照長土井 井上　哲也

12316-5060-6 13 259 芳山土井 82.4 照長土井 左後肢拳大白痣 香美町村岡区丸味

       　 雌 28.01.27 まつよ５ 黒原1206138 安谷土井 その他 小林　操

13637-8005-9 13 254 芳悠土井 81.1 第２照久土井 香美町小代区東垣

CBCBBA 原 雌 28.02.01 みつひめ２ 黒　2110255  照長土井 中村　まゆみ

13883-8682-3 5 238 照忠土井 80.3 福芳土井 美方郡新温泉町多子

BAAAAA 原 雌 28.02.17 きよひめ 黒原1524450  菊道土井 竹下　与輔

13637-7244-3 15 280 芳山土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町丹土

BAACAA 原 雌 28.01.06 たにひめ 黒原1045113  谷福土井 中井　雄次

13542-6129-1 13 238 芳悠土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町飯野

CCBABA 原 雌 28.02.17 ふくつるなが 黒原1170070  安幸土井 村尾　千代美
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

15111-0728-8 11 244 丸宮土井 82.5 照長土井 宍粟市波賀町道谷

CABBAA 　 去 28.02.11 たつふみ１ 黒　2123448  谷福土井 岸本　章弘

13883-8068-5 2 250 芳山土井 81.1 照武土井 豊岡市野上

       　 去 28.02.05 まるたけ２５ 黒原1627762  丸福土井 西垣　富夫

15018-0911-6 4 250 千代藤土井 81.4 丸福土井 豊岡市城崎町飯谷

CACAAA  原 去 28.02.05 ゆりみや４ 黒原1561856  福芳土井 北村　幸弘

08623-5696-3 2 288 奥虎 80.4 丸宮土井 朝来市和田山町安井

 去 27.12.29 まるもり 黒原1608711  北宮波 県北部農業技術センタ

08623-5674-1 3 309 奥虎 79.7 照美土井 朝来市和田山町安井

       原 去 27.12.08 ひさみ 黒　2433976  豊松土井 県北部農業技術センタ

13637-7435-5 10 260 芳悠土井 81.3 照長土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA 原 去 28.01.26 たまみ３ 黒原1313593 高 谷美土井 岩花　玉男

13637-7432-4 4 271 芳山土井 78.1 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AAABAA 原 去 28.01.15 ふくみや 黒　2402127  菊俊土井 岩花　希

13637-7837-7 9 266 芳悠土井 81.7 照長土井 養父市大屋町若杉

BABBAA 原 去 28.01.20 さゆき 黒原1299821 改 安幸土井 高橋　本明

13637-7819-3 1 275 芳悠土井 80.5 丸福土井 養父市大屋町若杉

       　 去 28.01.11 きくたき 黒　2482897  照一土井 高橋　副武

13637-7839-1 16 264 芳山土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 去 28.01.22 ゆきひめ３ 黒原1085158 高 谷福土井 高橋　副武

13829-0603-4 7 281 芳山土井 81.6 菊俊土井 養父市建屋

AAACAA 原 雌 28.01.05 ふくはな 黒原1449832  照長土井 野中　稔

14560-1223-4 2 269 丸宮土井 80.5 照忠土井 養父市森

       　 雌 28.01.17 めぐてる 黒原1627783  芳山土井 田村　正宏

13542-7100-9 1 270 千代藤土井 80.1 丸宮土井 朝来市神子畑

BABAAA  原 雌 28.01.16 しげてる２ 黒　2462994  照長土井 仙賀　隆文

13637-8015-8 2 250 芳山土井 80.5 丸宮土井 朝来市和田山町岡

AAABAA  原 雌 28.02.05 まるふく 黒原1627810  福芳土井 森下　清司
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

13542-6618-0 4 235 丸宮土井 81.0 福芳土井 豊岡市中郷

BBABAA 原 雌 28.02.20 第２きくてる 黒原1528500  菊安土井 新田　顕雄

13637-7655-7 1 279 丸宮土井 81.6 芳悠土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA  原 雌 28.01.07 よしてる 黒原1655342  光照土井 森井　正彦

15248-2127-0 5 284 千代藤土井 81.2 菊俊土井 佐用郡佐用町才金

AABAAA  原 雌 28.01.02 みゆき４の２ 黒　2388886 高 福芳土井 谷口　寿美

15248-2134-8 10 259 芳山土井 80.8 照長土井 佐用郡佐用町横坂

BAACBA 原 雌 28.01.27 ながふじ 黒原1237336  第２安鶴土井 横坂共栄農場

13518-8563-6 4 289 芳山土井 79.7 丸福土井 相生市矢野町真広

BAACAA  原 去 27.12.28 わかば４ 黒　2386900  福芳土井 坂本　修一

13541-0014-9 2 266 菊西土井 80.0 菊西土井 加東市吉馬

AACBBA  原 去 28.01.20 ふく 黒　2446061  福芳土井 戸田　稔

13783-4782-7 3 279 芳悠土井 80.4 照一土井 神戸市西区神出町

       　 去 28.01.07 いちきく 黒　2439203  菊俊土井 池本　俊彦

15044-0699-2 7 256 丸宮土井 81.1 照長土井 加西市別府町

CCBABA 　 去 28.01.30 てるいくこ 黒原1360511  第２安鶴土井 兵庫畜産技術センター

15047-0664-1 5 267 丸富土井 78.5 菊俊土井 小野市広渡町

CACCBA 去 28.01.19 みき 黒　2369442  鶴丸土井 前田　勇雄

15270-2378-7 12 254 丸宮土井 80.6 北本土井 丹波市山南町北和田

CCBBBB 　 雌 28.02.01 しずか 黒原1271201  照長土井 田中　憲蔵

14755-7200-9 4 281 照忠土井 79.2 福芳土井 丹波市市島町乙河内

AAABAA 原 雌 28.01.05 うえとの１ 黒　2413840  光照土井 荻野　浩

15270-2298-8 5 233 丸宮土井 84.2 福芳土井 丹波市春日町棚原

AAAAAA 原 雌 28.02.22 みやふくよし 黒原1524555  照長土井 山本　浩

15270-2299-5 6 248 照忠土井 82.0 福広土井 丹波市春日町松森

CABAAB 　 去 28.02.07 ふくひろ 黒原1409630  第２安鶴土井 秋末　一男

15270-2301-5 1 250 丸宮土井 82.4 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

BBAAAA  原 去 28.02.05 きみ 黒原1653971  菊俊土井 田川　良一
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

14348-5964-6 1 264 丸宮土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

BBAAAA  原 去 28.01.22 きたもり４ 黒　2475085  谷石土井 清水　健司

13637-7383-9 6 252 芳悠土井 81.0 丸福土井 香美町村岡区川会

CABBAA 原 去 28.02.03 ときふく８の２ 黒原1482180  照長土井 谷　俊一

13883-8579-6 10 248 芳悠土井 81.2 菊俊土井 同性複数産子 香美町村岡区境

BABCBA 原 去 28.02.07 きくしげ 黒原1331198 改 谷福土井 田中　一馬

14907-1029-5 2 262 芳悠土井 82.2 丸富土井 香美町小代区神場

AAABAA  原 去 28.01.24 とみこ 黒原1624649  福芳土井 上治　秀正

14907-1011-0 7 258 芳悠土井 84.0 福広土井 香美町小代区東垣

AABCBA 原 去 28.01.28 おおみぞ２ 黒原1404902  福芳土井 今井　正己

08609-7113-7 5 256 芳山土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

CAABAA 　 去 28.01.30 つるみの５ 黒原1524488  照長土井 中村　文吾

13637-7283-2 5 248 芳山土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA  原 去 28.02.07 かねまさ２ 黒原1524491  照長土井 中村　文吾

14659-0751-4 11 243 芳悠土井 82.5 照長土井 美方郡新温泉町切畑

AACCCA 原 去 28.02.12 みのり３ 黒原1271175 育 谷福土井 倉田　拓磨

13637-7273-3 13 253 芳山土井 81.7 谷福土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 28.02.02 まりな 黒原1170097 高育 菊安土井 山本　隆夫

13637-7259-7 6 265 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAB 　 去 28.01.21 あやや 黒原1464021 高改 第２安鶴土井 中井　丈文

13637-7412-6 6 244 芳悠土井 81.0 菊俊土井 右前肢鶏卵大白痣 美方郡新温泉町飯野

       　 去 28.02.11 あやこ 黒原1482269  照長土井 その他 中井　のり子

13669-1301-0 4 264 芳悠土井 79.5 丸福土井 美方郡新温泉町海上

CABBAA  原 雌 28.01.22 みどり３の２の３ 黒　2402092  幸豊土井 尾崎　栄太郎

13637-7375-4 2 259 芳山土井 81.3 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA  原 雌 28.01.27 たつふく２ 黒原1624569  福芳土井 村尾　賢一

14907-1020-2 8 281 芳悠土井 86.3 福芳土井 香美町小代区神水

AAABAA 原 雌 28.01.05 さかえ５の８ 黒原1368890 高 第２安鶴土井 藤原　吉子
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

14542-3145-3 1 282 芳山土井 80.0 丸富土井 乳頭癒着 香美町村岡区丸味

       　 雌 28.01.04 はちまる２ 黒　2480525  福広土井 その他 森脇　雄一

14542-3144-6 9 282 芳山土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

ABACBA 原 雌 28.01.04 たかとよ３ 黒原1331203  第２安鶴土井 森脇　雄一

14542-3147-7 9 282 芳山土井 80.8 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 28.01.04 ろくふく 黒原1331205 改 鶴丸土井 森脇　雄一

14542-3081-4 4 278 丸福土井 85.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

CBCBAA  原 雌 28.01.08 はなふく 黒原1559082  照長土井 井上　哲也

14542-3082-1 8 270 芳山土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BAACAA 原 雌 28.01.16 ふくつる２ 黒原1404879 高育 照長土井 井上　哲也

15049-0713-0 3 272 芳山土井 79.4 光照土井 宍粟市一宮町上岸田

AAACAA  原 雌 28.01.14 ふくみてる 黒　2388900  谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

15018-0910-9 6 250 石義丸 80.6 谷石土井 豊岡市城崎町飯谷

BBBAAC 　 去 28.02.05 もりひめ 黒原1384142 育改 北宮波 北村　幸弘

13542-6503-9 8 268 芳山土井 80.3 照俊土井 豊岡市引野

AAACAB 　 去 28.01.18 ますてるこ 黒　2294590  安幸土井 竹村　清志

13542-7101-6 9 269 丸宮土井 81.7 菊俊土井 朝来市神子畑

ABACBA 原 去 28.01.17 とみぎく 黒原1331127 高改 北宮波 仙賀　隆文

13637-7910-7 5 253 芳悠土井 80.1 丸富土井 朝来市和田山町野村

AABCBA 原 去 28.02.02 ふくとみ９ 黒原1508018  安重土井 宮田　貴身仁

13637-7829-2 1 261 照忠土井 79.5 芳山土井 養父市大屋町若杉

       　 去 28.01.25 みやよし 黒　2482902  丸福土井 高橋　副武

13637-7813-1 15 283 丸典土井 81.6 谷福土井 養父市大屋町若杉

CCCABA 　 去 28.01.03 そのふく１ 黒原1172239  菊照土井 高橋　副武

13637-7825-4 4 267 丸典土井 80.1 芳山土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA  原 去 28.01.19 みらい 黒原1561899 改 菊俊土井 高橋　副武

13637-7437-9 5 259 千代藤土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町宮垣

AABBAA  原 去 28.01.27 もみじ 黒原1508009  照長土井 岩花　希
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

13829-0607-2 4 266 芳悠土井 80.8 菊俊土井 養父市建屋

AAACAA  原 去 28.01.20 きくや 黒原1561881  照長土井 野中　稔

13637-7872-8 9 293 丸宮土井 80.1 福芳土井 養父市建屋

CCBABB 　 雌 27.12.24 みよこ４ 黒原1331080  安美土井 大封　健太

14560-1220-3 8 289 芳悠土井 81.1 照長土井 養父市森

AAACBA 原 雌 27.12.28 ふさてる 黒原1331083  谷福土井 田村　正宏

13637-7649-6 2 293 芳山土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AAABAA  原 雌 27.12.24 はるみや 黒原1587511  照長土井 森井　正彦

13542-6340-0 1 269 丸宮土井 81.2 芳悠土井 豊岡市中郷

BAAAAA  原 雌 28.01.17 ふくみふく３ 黒原1655331  菊俊土井 新田　拡樹

13542-6619-7 9 231 芳悠土井 80.8 光照土井 豊岡市中郷

BAACAA 原 雌 28.02.24 ももふく 黒原1368984 高育 第２鶴雪土井 新田　拡樹

15248-2119-5 11 297 菊優土井 81.0 幸豊土井 佐用郡佐用町本郷

CCBBBB 　 雌 27.12.20 あきよ３ 黒　2059336  第２安鶴土井 谷口　茂信

15248-2135-5 10 272 芳山土井 82.2 幸豊土井 佐用郡佐用町豊福

BBABAB 　 去 28.01.14 たつみ 黒　2150911  安幸土井 松本　義和

15248-2229-1 8 227 丸宮土井 81.0 福芳土井 宍粟市山崎町与位

BBAAAA 原 去 28.02.28 てるふく 黒　2256513  菊照土井 中坪　みどり

15012-8357-2 14 248 芳悠土井 82.0 照長土井 姫路市白鳥台

AAACAA 原 去 28.02.07 あさみ 黒原1149994  菊安土井 石原　寛大

13673-3922-2 2 263 芳山土井 80.7 丸宮土井 多可郡多可町八千代区

AAABAA  原 雌 28.01.23 まき 黒　2448994  福広土井 有田　覚

13783-4781-0 14 286 芳悠土井 81.1 幸豊土井 神戸市西区神出町

CCBCCA 原 去 27.12.31 せつふく９９ 黒原1127073  菊照土井 池本　俊彦

15270-2315-2 2 229 芳悠土井 81.0 丸富土井 丹波市青垣町檜倉

       　 去 28.02.26 はまとみ 黒原1624675  福芳土井 足立　尚之

15270-2272-8 4 266 丸宮土井 81.4 福芳土井 丹波市市島町寺内

BBAAAA 原 雌 28.01.20 ふくよ 黒　2391505  菊俊土井 須原　喜一郎

235

236

237

238

229

230

231

232

233

234

225

226

227

228



雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

14348-5968-4 5 259 丸富土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地口

BACCBA  原 去 28.01.27 いくとし 黒　2396558  鶴山土井 清水　健司

13542-6127-7 8 249 芳山土井 81.7 安幸土井 美方郡新温泉町飯野

AAAAAA 原 去 28.02.06 ますしげ 黒　2252573  谷福土井 村尾　千代美

13883-8806-3 1 231 芳山土井 81.2 照也土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 去 28.02.24 ふくこ 黒原1653808  福芳土井 村尾　千代美

13637-7257-3 10 244 芳悠土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

CABBAA 原 去 28.02.11 ともはる 黒原1271172  照長土井 山本　智明

13883-8681-6 12 239 芳悠土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町多子

BABBAA 原 去 28.02.16 ふくひめ６ 黒原1271155 改 茂金波 竹下　与輔

13637-7368-6 5 247 芳悠土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町諸寄

BAACAA 原 去 28.02.08 おふく１３の３ 黒原1524503  福芳土井 田中　稔

13637-8006-6 8 239 芳悠土井 84.7 福広土井 香美町小代区東垣

ABBCCA 原 去 28.02.16 みやよしひろ 黒原1404903  照長土井 中村　まゆみ

14907-1005-9 3 269 照忠土井 80.1 芳山土井 香美町小代区秋岡

BAAAAA  原 去 28.01.17 みやふく 黒原1592091 改 鶴丸土井 今井　正人

14873-1674-5 2 242 芳山土井 82.1 芳悠土井 香美町香住区丹生地

       　 去 28.02.13 みやつばき 黒原1624663 改 丸宮土井 淀　貴至

13883-8787-5 7 250 芳山土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAABAA 原 去 28.02.05 ゆきなが５ 黒原1404887  照長土井 西山　勝

13637-7340-2 10 275 芳山土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 28.01.11 ゆきひめ６ 黒原1331200 高育 照長土井 小林　操

13542-5378-4 11 233 芳悠土井 81.1 照丸土井 香美町村岡区中大谷

BABBAA 原 雌 28.02.22 ゆきてる 黒原1237420  幸豊土井 藤岡　義久

14873-1670-7 8 273 照忠土井 80.7 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 28.01.13 ひろまさてる３ 黒原1404871  照長土井 対中　広芳

14542-3063-0 3 262 照忠土井 80.0 芳山土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 28.01.24 ７５みつやま 黒原1574001  照一土井 長瀬　久美子
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

14516-8051-3 12 259 芳山土井 82.0 照長土井 香美町小代区貫田

BAABAA 原 雌 28.01.27 ふじきく 黒原1237346  菊安土井 小林　義富

14873-1655-4 2 274 照忠土井 83.5 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA  原 雌 28.01.12 ふくてる 黒原1559140  照長土井 大田　好雄

13637-7992-3 2 237 芳悠土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA  原 雌 28.02.18 おおみぞ８ 黒　2452182  谷福土井 福井　強

13637-7247-4 9 264 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BAABAA 原 雌 28.01.22 ちよひめ 黒原1368832  照長土井 西坂　嘉津美

13637-7265-8 1 259 照忠土井 82.7 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

       　 雌 28.01.27 よしふく２ 黒原1653839  照一土井 植田　秀作

13542-6463-6 5 261 宮喜 79.7 福芳土井 豊岡市出石町暮坂

CBCBBA 原 去 28.01.25 ひさこの４ 黒　2350114 改 菊道土井 旗谷　仁志

13637-7722-6 10 238 石義丸 81.4 第２鶴雪土井 豊岡市九日市中町

CBBAAB 　 去 28.02.17 きよこ 黒原1144373 育改 菊安土井 谷山　悦子

13542-6485-8 12 221 芳山土井 81.6 照長土井 豊岡市日高町知見

BAACBA 原 去 28.03.05 よしてる 黒原1209484  安美土井 山崎　豊志

13542-6504-6 6 250 芳山土井 80.0 菊宮土井 豊岡市引野

AAACAA  原 去 28.02.05 いなぎく 黒原1467505  照長土井 竹村　清志

13542-7000-2 7 238 芳悠土井 82.0 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAA 原 去 28.02.17 みなえ 黒原1409470  照長土井 上垣　勇吾

13637-7877-3 9 263 芳山土井 79.7 菊安土井 養父市建屋

AAACAB 去 28.01.23 やすもり 黒　2209091  照菊波 大封　健太

13637-7841-4 3 254 芳悠土井 79.8 照一土井 養父市大屋町若杉

       　 去 28.02.01 みやまる 黒　2431359  丸福土井 高橋　副武

13637-7749-3 4 249 丸若土井 80.5 福広土井 養父市大屋町若杉

       　 去 28.02.06 ちさこ 黒原1489242  第２安鶴土井 高橋　副武

13637-7778-3 11 225 芳悠土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 雌 28.03.01 よしなが 黒原1271517  谷美土井 高橋　大樹
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雌： 114 雄： 去： 161 合計 275
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10月12日

血　　統 損　　徴

14560-1227-2 6 249 芳山土井 81.6 菊俊土井 養父市森

AAACAA  原 雌 28.02.06 めぐたけ 黒原1489215  福俊土井 田村　正宏

13542-6901-3 4 274 丸宮土井 80.5 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

BBABAA 原 雌 28.01.12 みつとし 黒原1561885  福芳土井 岩花　希

13542-7110-8 9 267 丸宮土井 81.1 福芳土井 朝来市神子畑

ABAABA 原 雌 28.01.19 きくみ６ 黒原1369064  菊俊土井 仙賀　隆文

08623-5697-0 3 282 奥虎 79.7 丸宮土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 28.01.04 きたおくまる 黒　2433977  北奥照 県北部農業技術センタ

08623-5694-9 2 295 奥虎 80.1 北美波 朝来市和田山町安井

 雌 27.12.22 きたひろなみ 黒　2442903  茂広波 県北部農業技術センタ

15248-2168-3 3 233 芳山土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

AAACAA  原 去 28.02.22 たけかめ 黒　2437586  照長土井 竹田　瞳

13518-8564-3 5 287 丸宮土井 79.5 福広土井 相生市矢野町真広

BBBAAA  原 去 27.12.30 さかよ３の１０ 黒　2369461  照長土井 坂本　修一

13673-3923-9 6 258 千代藤土井 80.8 光照土井 多可郡多可町八千代区

AACAAA 原 去 28.01.28 としみつ 黒　2343517  菊俊土井 有田　覚

14873-1673-8 6 242 丸宮土井 81.0 菊俊土井 香美町香住区丹生地

CBABAA 原 雌 28.02.13 みなこ 黒原1444274 照長土井 淀　貴至
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