
雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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

13637-7670-0 9 238 丸宮土井 81.4 照長土井 豊岡市但東町河本

AAAAAA 原 去 28.03.16 もりまつ 黒原1331073 菊安土井 森井　正彦

13637-7663-2 1 253 芳山土井 80.5 照忠土井 豊岡市但東町河本

       　 去 28.03.01 ぼたん１ 黒　2482875 丸宮土井 森井　正彦

13637-7665-6 5 253 芳悠土井 82.5 丸富土井 豊岡市但東町河本

BABBAA 原 去 28.03.01 まるしず 黒原1489175 谷福土井 森井　正彦

13542-7132-0 8 253 丸宮土井 80.3 福芳土井 朝来市和田山町土田

AAABAA 原 去 28.03.01 なみよし 黒原1340984 照波土井 川見　和秀

15047-0641-2 9 294 丸宮土井 80.4 福芳土井 小野市長尾町

AAAAAA 原 雌 28.01.20 あいこ 黒　2207177 照長土井 岡田　勇治

15044-0681-7 1 264 千代藤土井 81.0 芳悠土井 小野市万勝寺町

       　 雌 28.02.19 みやさかえ３の１ 黒　2485541 丸宮土井 宮下　俊子

14972-5919-3 4 261 千代藤土井 78.6 丸宮土井 加古川市平岡町新在家

BABAAA 原 去 28.02.22 ふじみ２ 黒　2398397 谷福土井 兵庫県立農業高等学校

15270-2404-3 8 230 芳山土井 82.4 光照土井 丹波市春日町棚原

AAACBA 原 去 28.03.24 らんらん 黒原1370058 谷福土井 山本　智

15270-2323-7 10 266 芳悠土井 81.5 鶴山土井 丹波市山南町北和田

BBBAAA 原 去 28.02.17 みつふく５の６ 黒　2110246 菊照土井 松浪　一志

15270-2333-6 7 253 丸宮土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BBBAAA 原 去 28.03.01 きたてる 黒原1449551 高 谷美土井 上田　真吾

15270-2331-2 6 255 丸宮土井 81.1 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CCBABA 　 去 28.02.28 はつふく 黒原1482294 菊安土井 上田　真吾

15270-2369-5 12 224 丸宮土井 81.8 菊原波 丹波市氷上町小谷

AAAAAA 原 去 28.03.30 ちひろ 黒原1247790 高 照長土井 細見　忠和

14730-6152-9 7 260 丸富土井 80.3 菊千代土井 篠山市曽地口

BACCAA 原 雌 28.02.23 ふくひめ 黒原1404924 照長土井 清水　健司

15090-8688-5 6 248 芳悠土井 79.3 菊俊土井 篠山市今田町市原

BAACAA  原 雌 28.03.06 てるとし 黒　2360071 鶴丸土井 古家後　康夫
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13883-8740-0 7 222 芳山土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町岸田

BAACAA 原 去 28.04.01 さとみ２ 黒原1444378 谷福土井 田中　孝広

14777-0155-1 3 265 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA  原 去 28.02.18 にしきまる２ 黒原1592107 改 丸福土井 村尾　賢一

14777-0139-1 2 252 芳悠土井 81.5 芳山土井 尿道廊形成手術 美方郡新温泉町飯野

       　 去 28.03.02 ななひめふく３ 黒原1624568 照一土井 寺谷　進

13637-7279-5 7 243 照忠土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 去 28.03.11 みやなが 黒原1331258 安幸土井 野田　良之

13883-8847-6 8 234 芳悠土井 81.6 照長土井 美方郡新温泉町丹土

BCCCCA 原 去 28.03.20 いちふく８ 黒原1299721 高 安谷土井 中井　亮太

13883-8685-4 1 229 芳悠土井 80.6 丸富土井 美方郡新温泉町多子

AABBAA  原 去 28.03.25 くにまる３ 黒　2480534 福広土井 竹下　与輔

13637-7338-9 2 248 芳山土井 82.7 福芳土井 香美町小代区久須部

AAACAA  原 去 28.03.06 よしつね８ 黒原1624657 鶴丸土井 福田　富夫

13883-8790-5 5 263 芳山土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAABAA 原 去 28.02.20 ゆきこ５ 黒原1444296 安幸土井 西山　勝

13883-8795-0 6 254 芳悠土井 80.0 福広土井 香美町村岡区味取

AABCBA  原 去 28.02.29 てるよし 黒原1444291 改 茂美波 西山　勝

14907-1024-0 9 247 芳山土井 81.6 照長土井 香美町村岡区高津

BABCAA 原 去 28.03.07 こゆき 黒原1331184 谷福土井 田中　博文

10275-8554-9 7 262 照忠土井 82.0 福広土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 28.02.21 ふくえ２ 黒原1404869 照長土井 小林　操

13637-7350-1 5 276 芳山土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

       　 去 28.02.07 ふくてるひめ１ 黒　2391456 照広土井 対中　広芳

14873-1663-9 14 270 千代藤土井 82.0 鶴山土井 香美町香住区丹生地

AACAAA 原 雌 28.02.13 ひでひめ２ 黒原1209479 改 菊伸土井 今西　修輔

13637-7335-8 2 242 芳山土井 84.0 芳悠土井 香美町小代区野間谷

AAACAA  原 雌 28.03.12 つねふじ５ 黒原1624650 鶴丸土井 朝倉　久子
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13637-7385-3 5 281 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町小代区東垣

AAACBA 原 雌 28.02.02 おふくひめ３ 黒原1524443 福芳土井 今井　正己

13883-8884-1 3 252 芳悠土井 80.5 菊西土井 美方郡新温泉町古市

AAABAA  原 雌 28.03.02 つねはな 黒原1592137 福芳土井 石原　寿

13637-7363-1 8 271 芳山土井 82.7 福広土井 美方郡新温泉町春来

AABCBA 原 雌 28.02.12 おおみぞ 黒原1404911 高 照長土井 福井　強

13637-7248-1 3 271 菊西土井 81.4 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

BABAAA  原 雌 28.02.12 ふくみ７の７ 黒　2433938 第２照久土井 西坂　嘉津美

13637-7249-8 2 268 照忠土井 81.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

BAAAAA  原 雌 28.02.15 きくみとみ 黒原1624560 改 照長土井 西坂　嘉津美

13542-6128-4 9 275 芳山土井 82.2 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 雌 28.02.08 たにとし 黒原1368876 照長土井 村尾　千代美

15111-0735-6 6 279 芳悠土井 80.1 鶴山土井 宍粟市一宮町上岸田

BCBABA 原 雌 28.02.04 しげやま 黒原1467544 菊照土井 大封アグリ　一宮牧場

13637-7735-6 5 259 丸宮土井 80.5 菊俊土井 豊岡市目坂

BBAABA  原 去 28.02.24 しずか２ 黒原1528512 照菊波 谷口　正夫

13637-7693-9 8 242 千代藤土井 81.3 菊俊土井 豊岡市宮井

BACBAA 原 去 28.03.12 みみ 黒原1368989 照長土井 綿田　謙

13883-8035-7 5 255 芳悠土井 81.3 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

AAAAAA  原 去 28.02.28 たかこ 黒原1528516 高改 福広土井 小牧　成基

13883-8038-8 5 249 芳悠土井 80.2 丸福土井 豊岡市但東町高竜寺

CABBAA 原 去 28.03.05 みみつる２ 黒原1528515 照長土井 小牧　伸典

13542-7113-9 5 241 芳悠土井 81.8 菊俊土井 朝来市神子畑

AAACBA 原 去 28.03.13 きよぎく 黒原1467549 谷福土井 仙賀　隆文

14560-1235-7 5 240 芳悠土井 81.2 菊俊土井 養父市森

BBBCBA  原 去 28.03.14 たきやま 黒原1467530 幸豊土井 田村　正宏

13542-7003-3 8 249 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

ACAABA 原 去 28.03.05 ともよし 黒原1347510 第２鶴雪土井 上垣　勇吾
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13637-7763-9 7 265 丸若土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

       原 去 28.02.18 みつまめ 黒原1331097 照長土井 高橋　副武

13637-7752-3 7 298 照忠土井 83.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 28.01.16 たねつる 黒原1369046 第２安鶴土井 高橋　大樹

13542-6617-3 5 265 丸宮土井 80.8 福芳土井 豊岡市中郷

BCAABA 原 雌 28.02.18 もみじ 黒原1467504 鶴山土井 新田　義孝

13916-0683-3 10 250 丸宮土井 81.6 光照土井 豊岡市清冷寺

ABABBB 原 雌 28.03.04 まつこ 黒　2209086 改 安美土井 浅井　光澄

13542-7130-6 1 281 山勝土井 79.8 丸宮土井 朝来市和田山町土田

       　 雌 28.02.02 あゆみ１０５１７ 黒　2482912 福芳土井 川見　和秀

15068-2088-8 5 228 千代藤土井 82.1 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

BACAAA 原 雌 28.03.26 きく 黒　2376702 照長土井 杉田　真人

13519-6103-3 4 293 千代藤土井 81.2 第２安鶴土井 たつの市御津町中島

BABAAB 原 雌 28.01.21 つるゆき 黒　2369458 菊照土井 吉田　和子

15248-2133-1 1 290 千代藤土井 81.0 芳悠土井 佐用郡佐用町平谷

AACAAA  原 去 28.01.24 とよおか 黒　2476450 光照土井 安岡　林

15248-2128-7 4 310 芳山土井 82.8 丸富土井 佐用郡佐用町才金

AAACAA  原 雌 28.01.04 たかてる１の５ 黒　2411878 福芳土井 谷口　寿美

15173-3925-6 9 265 千代藤土井 80.5 菊俊土井 多可郡多可町八千代区

BACAAA 原 去 28.02.18 きくのり 黒　2196362 谷福土井 有田　覚

12533-4874-1 1 258 照忠土井 80.6 芳山土井 三田市上内神

AAABAA  原 去 28.02.25 よしふくやま 黒　2475060 照長土井 蓬莱　光雄

15047-0642-9 2 286 丸宮土井 80.0 福芳土井 小野市長尾町

BBAAAA  原 雌 28.01.28 おかみつ８ 黒　2446036 菊俊土井 岡田　勇治

15047-0666-5 6 259 菊西土井 80.0 福俊土井 小野市広渡町

AABBAA 原 雌 28.02.24 なつみ 黒　2299087 菊照土井 前田　勇雄

14881-4772-0 6 255 照忠土井 81.4 菊俊土井 加古川市志方町横大路

BAABAA 原 去 28.02.28 えつこ 黒　2294648 幸豊土井 松岡　功
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15270-2317-6 5 247 千代藤土井 81.7 福芳土井 丹波市青垣町東芦田

AABAAA 原 去 28.03.07 こしず 黒原1497785 菊安土井 前田　貴雄

15270-2402-9 3 239 芳山土井 80.6 丸宮土井 丹波市春日町棚原

AAABAA  原 去 28.03.15 こんと５５ 黒原1592303 谷福土井 山本　智

15270-2322-0 6 270 芳山土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

AAACBA 原 去 28.02.13 まつたに 黒原1459830 照俊土井 松浪　一志

15270-2292-6 2 262 丸宮土井 80.2 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

BBAAAA  原 去 28.02.21 てるやま 黒原1592280 照菊波 上田　真吾

15270-2294-0 11 265 芳山土井 82.0 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BBBBBB 　 去 28.02.18 たになな 黒　2146416 安幸土井 上田　真吾

14348-6045-1 5 318 芳山土井 80.3 菊俊土井 篠山市曽地奥

BAABAA 原 雌 27.12.27 ひさご 黒　2360074 幸豊土井 岡本　栄一

08603-9686-2 9 256 芳悠土井 81.0 照長土井 香美町村岡区和池

AAABAA 原 去 28.02.27 ゆきとら５ 黒原1368899 高改 谷福土井 西崎　武志

13883-8998-5 13 215 照忠土井 81.6 第２照久土井 香美町村岡区熊波

BAAAAB 　 去 28.04.08 しげひさ 黒原1237357 菊安土井 井上　哲也

14837-3120-7 5 264 照忠土井 81.5 福広土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 28.02.19 あい３ 黒原1482241 照長土井 森脇　薫明

14837-3125-2 5 259 照忠土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 28.02.24 みつえ３ 黒原1524398 高育 越照波 森脇　薫明

14837-3127-6 6 256 芳山土井 81.3 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 28.02.27 ふくさと 黒原1404859 高改 福芳土井 森脇　薫明

13883-8616-8 4 245 芳山土井 80.1 菊西土井 香美町村岡区丸味

AAABAA  原 去 28.03.09 みずき 黒原1559109 福芳土井 森脇　薫明

14837-3136-8 6 251 芳悠土井 82.5 菊俊土井 香美町小代区神水

ABACBA 原 去 28.03.03 さかえ５８１ 黒原1482202 福芳土井 藤原　吉子

13637-7285-6 2 254 照村土井 81.1 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AABAAB 去 28.02.29 みやとき 黒原1592132 照長土井 中村　文吾
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14837-3139-9 4 259 芳山土井 80.1 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

AAABAA  原 去 28.02.24 ふく７の２ 黒原1542182 鶴山土井 県立但馬牧場公園

13637-7253-5 7 259 芳悠土井 81.2 照一土井 美方郡新温泉町中辻

BABCAA 原 去 28.02.24 まりな３の２ 黒原1444355 菊俊土井 高美　治

13883-8766-0 9 247 芳山土井 81.6 照波土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 28.03.07 はなふさ 黒原1368840 高 菊安土井 山本　智明

14777-0156-8 7 265 照忠土井 82.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAB 去 28.02.18 たつみ 黒原1444367 改 安美土井 村尾　賢一

13637-7420-1 4 244 照忠土井 81.8 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA  原 去 28.03.10 とよやま 黒原1559130 幸豊土井 中井　勝

13883-8850-6 9 251 照忠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BAABAB 原 雌 28.03.03 やすあき１ 黒原1368838 改 菊安土井 山本　郁夫

13637-7365-5 11 272 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 雌 28.02.11 てるふく２ 黒原1299760 照長土井 田中　充

13883-8906-0 7 249 芳悠土井 81.7 菊俊土井 香美町小代区東垣

BABBAA 原 雌 28.03.05 みつゆうと 黒原1444319 照長土井 中村　まゆみ

13883-8606-9 5 258 千代藤土井 80.2 福芳土井 香美町香住区丹生地

AACBAA 原 雌 28.02.25 さちふく 黒原1524430 照長土井 淀　貴至

13883-8793-6 11 265 丸富土井 81.3 照長土井 香美町村岡区味取

CACBBB 　 雌 28.02.18 てるひめ 黒原1271090 育改 谷美土井 西山　勝

13883-8791-2 2 264 丸富土井 80.5 芳山土井 香美町村岡区味取

BABBAA  原 雌 28.02.19 やすひで２の１ 黒原1559091 改 丸福土井 西山　勝

13883-8651-9 3 253 丸富土井 80.4 芳山土井 香美町村岡区丸味

BABBAA  原 雌 28.03.01 ７３もりてる６ 黒原1573916 改 照長土井 長瀬　五一

13637-7380-8 11 287 照忠土井 80.8 鶴山土井 香美町村岡区神坂

AAAAAA 原 雌 28.01.27 ふくやま 黒　2174532 高 谷福土井 伊沢　正一

15111-0730-1 9 261 芳悠土井 81.1 光照土井 宍粟市波賀町道谷

BBBBBA 原 雌 28.02.22 けいこ 黒　2226846 安幸土井 岸本　章弘
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

15089-6495-5 5 299 芳山土井 80.6 福広土井 宍粟市一宮町東河内

BAABAB 原 雌 28.01.15 たまふく 黒　2338227 菊照土井 小池　一博

13722-4833-5 3 287 丸宮土井 80.4 鶴神土井 豊岡市宮井

       　 去 28.01.27 かんながら 黒　2431357 照也土井 綿田　正人

13637-7661-8 6 262 菊西土井 81.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BACBAA 原 去 28.02.21 てるゆき 黒原1467512 第２鶴雪土井 森井　正彦

13883-8040-1 3 236 芳悠土井 80.6 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA  原 去 28.03.18 わかこ２ 黒原1594181 改 北宮波 小牧　伸典

13883-8041-8 8 234 丸宮土井 81.8 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

BBAAAA 原 去 28.03.20 よしこ２ 黒原1409431 鶴丸土井 小牧　成基

13542-7108-5 13 236 芳悠土井 80.1 幸豊土井 朝来市神子畑

CCCCCA 　 去 28.03.18 たによ 黒原1249394 谷福土井 仙賀　隆文

13542-7005-7 5 237 丸宮土井 82.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

ACABBA 　 去 28.03.17 くらふく 黒原1517629 北宮波 上垣　勇吾

14560-1236-4 7 236 芳悠土井 80.2 照一土井 養父市森

AABBBA 原 去 28.03.18 さわいち 黒　2350116 福俊土井 田村　正宏

13637-7759-2 7 280 丸若土井 82.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

       原 去 28.02.03 こじま 黒原1369045 照長土井 高橋　大樹

13637-7770-7 13 270 千代藤土井 81.0 谷福土井 養父市大屋町若杉

BACAAB 原 雌 28.02.13 まさゆき６ 黒原1170025 第２安鶴土井 高橋　副武

13637-7604-5 1 269 芳山土井 82.0 丸宮土井 養父市養父市場

AAABAA  原 雌 28.02.14 ゆきひめみや 黒原1655349 福芳土井 吉村　英美

13542-6621-0 9 236 千代藤土井 81.3 谷石土井 豊岡市中郷

AABBAB 原 雌 28.03.18 はやみ 黒原1368983 谷福土井 新田　拡樹

13637-7736-3 5 250 芳悠土井 81.6 丸福土井 豊岡市目坂

BABBAA 原 雌 28.03.04 よしたけ４ 黒原1507994 高育 谷福土井 谷口　正徳

15012-8358-9 2 280 丸宮土井 80.2 福芳土井 姫路市白鳥台

AAAAAA  原 雌 28.02.03 てるひめ 黒　2446060 照明土井 石原　寛大
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

15248-2212-3 4 279 芳悠土井 80.6 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

BBBCBA 原 雌 28.02.04 きよか 黒　2388904 照長土井 藤原　幸子

15248-2144-7 5 254 丸宮土井 80.8 菊俊土井 佐用郡佐用町佐用

BBAAAA 原 雌 28.02.29 きくふじ 黒　2396532 福芳土井 兵庫県立佐用高等学校

15248-2136-2 5 281 丸宮土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町櫛田

BBAAAA  原 雌 28.02.02 第５てるみや 黒　2386899 菊照土井 竹内　隆

13672-3866-2 8 260 丸富土井 81.8 第１菊武土井 三田市東山

CACBBA 原 雌 28.02.23 まさみ 黒原1379118 照長土井 岡本　鷹司

15044-0680-0 4 271 芳悠土井 80.6 丸宮土井 小野市万勝寺町

AAAAAA  原 去 28.02.12 みやさかえ６の３ 黒　2432154 福芳土井 宮下　俊子

15047-0644-3 3 261 芳山土井 80.3 丸宮土井 小野市長尾町

AAABAA  原 去 28.02.22 おかるい６ 黒　2423279 菊伸土井 岡田　勇治

15047-0665-8 1 260 千代藤土井 81.6 丸宮土井 小野市広渡町

       　 去 28.02.23 てるふくの３の４ 黒　2437589 福広土井 前田　勇雄

15270-2345-9 11 231 千代藤土井 81.5 照長土井 丹波市市島町下竹田

BACAAA 原 去 28.03.23 まさひめ２ 黒原1300045 谷福土井 須原　芳夫

15270-2387-9 7 243 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市柏原町柏原

ABACBA 原 去 28.03.11 きくなお 黒原1449818 谷福土井 下山　一彦

15270-2340-4 5 244 丸宮土井 82.3 菊俊土井 丹波市春日町棚原

CBBBBA 原 去 28.03.10 みどりんご 黒原1488946 照長土井 山本　智

15270-2320-6 4 256 照忠土井 81.6 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

AAABAA 原 去 28.02.27 きくひかり 黒原1497778 福芳土井 前田　貴雄

15270-2291-9 2 267 照忠土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

       　 去 28.02.16 はいじ 黒　2446043 福芳土井 上田　真吾

14730-6161-1 2 262 千代藤土井 80.8 芳悠土井 篠山市小多田

AABAAA  原 去 28.02.21 ひろこ７ 黒　2448992 照長土井 松本　登喜雄

14730-6156-7 6 255 千代藤土井 80.4 宮弘波 篠山市曽地口

CACBAA 　 去 28.02.28 りょう 黒　2380521 第２鶴雪土井 清水　健司
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13637-7267-2 2 256 照忠土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA  原 去 28.02.27 つつじ７ 黒原1624584 照長土井 植田　秀作

13883-8807-0 5 250 芳山土井 81.1 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA  原 去 28.03.04 ごいちよ２ 黒原1524406 高育 照長土井 村尾　千代美

13883-8808-7 11 250 照忠土井 83.3 照長土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 　 去 28.03.04 かずこ２ 黒原1308047 鶴丸土井 村尾　千代美

13637-8004-2 6 262 芳山土井 81.5 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

AAACAA  原 去 28.02.21 ななひめ５の３２ 黒原1482259 福芳土井 西坂　嘉津美

13883-8738-7 3 237 照忠土井 82.2 芳山土井 美方郡新温泉町春来

BAAAAA  原 去 28.03.17 ますみやま 黒原1592114 照長土井 田中　栄一

13637-7366-2 1 275 芳悠土井 81.1 菊毬土井 美方郡新温泉町諸寄

BBACBA  原 去 28.02.08 まんまり 黒　2480544 照長土井 大田　好雄

13637-7336-5 11 245 芳悠土井 81.5 照長土井 香美町小代区野間谷

BBBCBA 原 去 28.03.09 おじろ８ 黒原1299688 高 谷福土井 朝倉　久子

14873-1678-3 6 242 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町村岡区味取

ABACCA 原 去 28.03.12 みつぎく 黒原1482187 照長土井 阿瀬　稔

12316-5059-0 9 282 照忠土井 82.5 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAABAB 　 去 28.02.01 きくつるみ８の１ 黒原1368947 照長土井 小林　操

12316-5058-3 8 282 照忠土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 28.02.01 まつよ６の１ 黒原1368948 改 茂美波 小林　操

14907-1038-7 6 265 芳山土井 80.0 照一土井 香美町村岡区萩山

AAACAA 原 去 28.02.18 つるてる 黒原1482179 照菊波 西村　忠一

08603-9687-9 10 255 芳山土井 80.6 照長土井 香美町村岡区和池

BAABAA 原 去 28.02.28 たけちよ３ 黒原1331164 第２安鶴土井 西崎　武志

13637-7357-0 3 297 照忠土井 80.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 28.01.17 はつみ２ 黒原1592078 菊俊土井 森脇　雄一

13637-7389-1 6 281 照忠土井 81.4 福広土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.02.02 はちふく 黒原1444335 鶴丸土井 森脇　雄一
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

14837-3118-4 6 275 照忠土井 82.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.02.08 まるみ２ 黒原1482238 菊俊土井 森脇　雄一

14837-3126-9 7 259 芳山土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 28.02.24 はるか３ 黒原1444328 鶴山土井 森脇　雄一

13637-7387-7 1 247 芳山土井 84.5 芳悠土井 香美町小代区東垣

AAACAA  原 雌 28.03.07 おじろひめ２ 黒原1653801 丸富土井 今井　正己

14837-3134-4 2 265 芳山土井 82.1 丸富土井 香美町小代区神水

AAACAA  原 雌 28.02.18 ふくこ２５ 黒原1624658 福芳土井 藤原　吉子

14777-0146-9 1 262 芳山土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町諸寄

       　 雌 28.02.21 てるいちの１ 黒原1653848 照一土井 田中　祥子

13883-8846-9 6 242 芳山土井 81.2 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

BBABBA 原 雌 28.03.12 たけの８の６の５ 黒原1464020 照長土井 中井　雄次

13637-7263-4 9 260 芳山土井 80.4 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

BAACAA 原 雌 28.02.23 ふくはる２ 黒原1368848 高改 照長土井 安田　義幸

15111-0736-3 6 269 丸宮土井 79.2 福広土井 宍粟市一宮町上岸田

BBBABB 　 去 28.02.14 ひろつる 黒　2362263 第２安鶴土井 大封アグリ　一宮牧場

13883-8069-2 2 263 芳山土井 80.5 照一土井 豊岡市野上

       　 去 28.02.20 てるいち２５ 黒　2454111 福広土井 西垣　富夫

15018-0919-2 10 240 丸宮土井 81.0 照長土井 豊岡市竹野町三原

BBAAAA 原 去 28.03.14 ぼたん５ 黒原1331062 高改 谷福土井 加悦　大三郎

13542-6620-3 1 237 千代藤土井 80.3 丸宮土井 豊岡市中郷

AABAAA  原 去 28.03.17 みかん 黒　2482866 福芳土井 新田　拡樹

13637-7662-5 4 253 丸宮土井 81.3 菊西土井 豊岡市但東町河本

BBBAAA  原 去 28.03.01 きくみや 黒原1542202 北宮波 森井　正彦

13637-7913-8 2 239 千代藤土井 80.3 丸宮土井 朝来市和田山町野村

AABAAA  原 去 28.03.15 まるみやまち１３ 黒原1627807 福芳土井 宮田　貴身仁

13542-7006-4 2 236 丸宮土井 80.2 照忠土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA  原 去 28.03.18 おきただ 黒原1627788 菊俊土井 上垣　勇吾
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13637-7761-5 13 266 芳山土井 81.4 鶴丸土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 28.02.17 しおり 黒原1129063 菊道土井 高橋　本明

13637-7768-4 6 269 芳悠土井 81.6 福広土井 養父市大屋町若杉

AABCAA 原 雌 28.02.14 まつたけ 黒原1489240 照長土井 高橋　副武

13637-7442-3 1 276 芳山土井 79.2 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

       　 雌 28.02.07 みやてるまさ 黒　2454115 菊俊土井 岩花　希

14560-1228-9 3 276 丸宮土井 80.0 福広土井 養父市森

BBAAAA  原 雌 28.02.07 まきひろ 黒　2416014 照一土井 田村　正宏

13542-7112-2 10 262 芳山土井 81.5 照長土井 朝来市神子畑

AAACAA 原 雌 28.02.21 もえ 黒原1282627 谷福土井 仙賀　隆文

13883-8032-6 7 282 宮喜 83.3 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

CBCBCA 原 雌 28.02.01 きくみ 黒原1449823 改 福芳土井 小牧　伸典

13637-7692-2 2 245 千代藤土井 81.0 丸宮土井 豊岡市宮井

AACAAA  原 雌 28.03.09 なつ８ 黒原1608713 照長土井 綿田　謙

15248-2231-4 5 248 芳山土井 80.3 宮弘波 宍粟市山崎町葛根

AAACAA 原 去 28.03.06 あゆ 黒　2376704 菊道土井 横野　里美

15248-2227-7 10 257 芳悠土井 81.5 照長土井 宍粟市山崎町与位

BABBBA 原 去 28.02.26 つるこ 黒原1299689 第２鶴雪土井 中坪　みどり

15248-2169-0 6 262 芳悠土井 81.2 福広土井 佐用郡佐用町横坂

AABCCA 原 去 28.02.21 ひさよし 黒　2329904 照長土井 横坂共栄農場

15173-3927-0 10 253 照忠土井 79.6 菊俊土井 多可郡多可町八千代区

CABAAA 　 去 28.03.01 もりつる 黒　2185181 照長土井 有田　覚

13658-2062-3 6 267 丸宮土井 82.3 福広土井 神戸市北区淡河町神田

BBAAAA 原 去 28.02.16 ひろなが 黒　2374429 菊俊土井 奥下　均

15047-0645-0 2 239 芳悠土井 80.1 千代藤土井 小野市長尾町

BABBAA  原 去 28.03.15 おかさかえ８ 黒　2456057 菊俊土井 岡田　秀子

15044-0708-1 1 253 宮菊城 81.8 丸宮土井 小野市広渡町

BBAAAA  原 去 28.03.01 きくまる 黒　2469037 幸豊土井 前田　勇雄
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

14881-4773-7 4 255 千代藤土井 81.3 丸宮土井 加古川市志方町横大路

AABAAA 原 去 28.02.28 ちあき 黒　2398427 福芳土井 松岡　功

15270-2342-8 10 248 丸宮土井 82.4 福芳土井 丹波市春日町鹿場

BBBAAA 原 雌 28.03.06 しろよし 黒原1342777 谷美土井 田川　良一

15270-2381-7 3 282 芳悠土井 79.8 丸宮土井 丹波市山南町北和田

AAABAA  原 雌 28.02.01 ひめまる 黒　2413837 菊俊土井 田中　憲蔵

15270-2337-4 7 238 芳山土井 79.5 菊俊土井 丹波市春日町棚原

AAACAA 原 雌 28.03.16 たてふく８ 黒　2334648 谷福土井 山本　浩

15270-2305-3 5 244 千代藤土井 81.1 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AACAAA 原 雌 28.03.10 みつえ 黒原1488933 照長土井 須原　芳夫

15270-2389-3 2 246 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

ABAAAA  原 雌 28.03.08 あきこ 黒原1624692 照菊波 下山　一彦

14730-6164-2 2 242 丸富土井 80.5 照忠土井 篠山市曽地口

       　 去 28.03.12 いけだ３の１ 黒　2442898 福広土井 清水　健司

13637-7381-5 7 282 芳悠土井 81.6 菊俊土井 香美町村岡区神坂

ABACCA 原 去 28.02.01 ゆきこ 黒原1444260 照長土井 伊沢　正一

13883-8999-2 4 214 芳悠土井 81.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

AAACBA  原 去 28.04.09 まるふくよし 黒原1559083 丸福土井 井上　哲也

13637-7384-6 10 244 芳山土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区川会

AAACBA 原 去 28.03.10 たにきそひめ８ 黒原1331181 照長土井 谷　祥一

13637-8003-5 6 263 照忠土井 81.8 福芳土井 香美町村岡区長瀬

AAAAAA 原 去 28.02.20 さざなみ２の１ 黒原1444281 照長土井 谷渕　侑生

13883-8890-2 5 253 芳悠土井 81.1 丸福土井 香美町小代区神場

CAABAA 原 去 28.03.01 ゆきふく１ 黒原1524436 谷福土井 上治　秀正

13883-8919-0 1 232 芳悠土井 81.3 丸明波 美方郡新温泉町戸田

       　 去 28.03.22 まるしげ 黒　2461431 改 茂美波 井上　三千男

13883-8911-4 4 234 芳山土井 80.6 照也土井 美方郡新温泉町春来

AAABAA  原 去 28.03.20 ひとみい 黒原1559102 改 菊俊土井 小谷　和信
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

14837-3141-2 11 257 照村土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町切畑

BACAAC 　 去 28.02.26 ひさつる２ 黒原1271159 谷福土井 倉田　広美

13883-8676-2 2 234 照忠土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

AAABAA  原 去 28.03.20 ありさ 黒原1624563 改 菊俊土井 高美　治

13637-7275-7 6 241 芳悠土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

ABACBA 原 去 28.03.13 つるあきの１ 黒原1444359 福芳土井 山本　隆章

14777-0157-5 5 251 芳悠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 28.03.03 きくやす３ 黒原1524461 照長土井 村尾　賢一

13637-7268-9 7 249 丸福土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

CABBAA 原 去 28.03.05 ちはる８ 黒原1404938 高育改 照長土井 植田　秀作

13883-8742-4 5 218 照忠土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

AAABAA 原 去 28.04.05 ひさよし 黒原1524478 鶴丸土井 田中　孝広

13883-8809-4 7 250 芳山土井 81.1 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 28.03.04 とみてる 黒原1347513 改 菊安土井 村尾　千代美

13883-8683-0 13 251 芳悠土井 81.4 鶴丸土井 美方郡新温泉町多子

BABAAA 原 雌 28.03.03 うめふく３ 黒原1237379 照長土井 竹下　与輔

14907-1007-3 3 264 芳山土井 81.2 照美土井 香美町小代区秋岡

AAACAA  原 雌 28.02.19 きくてる 黒原1573922 谷福土井 今井　正人

14873-1664-6 5 268 芳悠土井 80.3 菊俊土井 香美町香住区丹生地

BBACBA 原 雌 28.02.15 いずみ２ 黒原1482198 改 照長土井 今西　修輔

13637-7369-3 9 297 照忠土井 80.6 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAAAAA 原 雌 28.01.17 きくひで 黒原1299660 改 照長土井 西山　勝

13883-8653-3 4 246 照忠土井 83.1 芳山土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 28.03.08 ６９みやふく 黒原1559116 照長土井 長瀬　五一

13637-7344-0 3 272 照忠土井 79.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 28.02.11 きくひろ３ 黒　2413815 第２安鶴土井 対中　広芳

14907-1030-1 7 249 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区池ケ平

BAABAA 原 雌 28.03.05 ふるみ２ 黒原1444230 福芳土井 西井　秀一
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

15111-0726-4 3 282 丸宮土井 80.5 福芳土井 宍粟市波賀町道谷

ABABAA  原 雌 28.02.01 みゆき３の３ 黒　2431381 菊俊土井 岸本　章弘

15111-0743-1 4 256 芳山土井 80.0 丸宮土井 宍粟市波賀町斉木

BAAAAA 原 雌 28.02.27 ふな３ 黒　2396539 照長土井 舟積　一雄

13542-6445-2 1 273 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市出石町上野

AAABBA  原 去 28.02.10 さとみ 黒原1655337 照長土井 山本　憲一

13883-8067-8 1 280 丸宮土井 81.1 芳悠土井 豊岡市野上

BAAAAA  原 去 28.02.03 やすひさ２６ 黒原1655333 第２照久土井 西垣　富夫

13637-7675-5 4 227 菊西土井 80.2 宮弘波 豊岡市但東町河本

AABCAA 原 去 28.03.27 まさみや 黒原1528522 照長土井 森井　正彦

13542-6622-7 1 227 千代藤土井 80.7 丸宮土井 豊岡市中郷

       　 去 28.03.27 第２ふくぼたん 黒　2482870 芳山土井 新田　拡樹

13637-8016-5 8 268 丸宮土井 80.8 福俊土井 朝来市和田山町岡

BCCABA 　 去 28.02.15 ふくみ 黒原1369066 菊照土井 森下　清司

13637-7607-6 2 239 芳山土井 82.0 福芳土井 養父市養父市場

AAACAA  原 去 28.03.15 ふくみつ 黒原1627778 菊俊土井 吉村　英美

13637-7815-5 4 309 照忠土井 82.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA  原 去 28.01.05 のりよし 黒原1528559 改 照長土井 高橋　大樹

13637-7772-1 6 268 丸若土井 79.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

       原 雌 28.02.15 おたね 黒　2368135 福芳土井 高橋　大樹

14560-1230-2 8 268 丸宮土井 83.4 菊俊土井 養父市森

AAAAAA 原 雌 28.02.15 ふさぶき 黒原1409459 鶴山土井 田村　正宏

13542-6999-0 3 267 千代藤土井 80.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AABBAA 原 雌 28.02.16 ともぎく１ 黒原1561893 菊俊土井 上垣　勇吾

13637-7439-3 5 273 丸若土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

       原 雌 28.02.10 しげてる３の２ 黒原1517628 福芳土井 岩花　玉男

15018-0913-0 4 275 芳山土井 82.0 丸宮土井 豊岡市竹野町須野谷

AAACAA  原 雌 28.02.08 ふくみや 黒原1561863 高育改 谷福土井 田中　寛
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

15018-0917-8 10 278 照忠土井 81.8 鶴山土井 豊岡市但東町唐川

BBBABB 原 雌 28.02.05 きくつる 黒原1282639 高 菊照土井 中儀　吉郎

15248-2221-5 7 231 丸宮土井 81.0 福芳土井 赤穂市木津

BBAAAA 原 去 28.03.23 よしえ 黒　2289535 菊照土井 溝田　泰司

13518-8568-1 4 261 丸富土井 80.1 福芳土井 相生市矢野町真広

BACBBA  原 去 28.02.22 かずよし２ 黒　2413848 照長土井 坂本　修一

15248-2140-9 4 250 芳悠土井 82.3 丸富土井 佐用郡佐用町平谷

AABBBA  原 去 28.03.04 おかとよまる 黒　2411874 光照土井 安岡　林

13658-2061-6 5 270 丸宮土井 80.5 菊西土井 神戸市北区淡河町神田

BBBAAA  原 雌 28.02.13 ふくにし 黒　2393955 谷福土井 奥下　均

13925-3767-9 1 246 芳悠土井 80.3 丸宮土井 加西市常吉町

AAAAAA  原 去 28.03.08 れみ 黒　2475077 福芳土井 県立農業大学校

15197-0731-2 9 238 丸宮土井 80.3 照俊土井 小野市長尾町

BBAAAA 原 去 28.03.16 みやいずみ５ 黒　2252627 菊井土井 岡田　秀子

15270-2300-8 1 239 丸宮土井 82.1 芳悠土井 丹波市春日町松森

BAAAAA  原 雌 28.03.15 つねふじ６ 黒原1653972 菊俊土井 秋末　一男

15270-2366-4 3 249 丸宮土井 81.1 菊俊土井 丹波市青垣町田井縄

BBAAAA  原 雌 28.03.05 ふくとし 黒原1592291 照長土井 足立　美佐子

15270-2302-2 5 274 芳悠土井 83.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

AABCBA  原 雌 28.02.09 てるとし 黒原1524557 照長土井 井上　完一

15270-2382-4 2 243 丸宮土井 80.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

BBAAAA  原 雌 28.03.11 きくよし 黒原1559155 菊俊土井 田中　憲蔵

14348-6046-8 5 269 芳山土井 80.0 菊宮土井 篠山市曽地奥

CAABAA 　 去 28.02.14 あいこ 黒　2380533 第２安鶴土井 岡本　栄一

13669-1304-1 15 270 照長土井 80.6 安美土井 ＥＴ産子 美方郡新温泉町海上

CCCBCC 　 去 28.02.13 たかひめ３ 黒原0649724 茂金波 尾崎　栄太郎

13637-7421-8 6 243 芳悠土井 83.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BAACBA 原 去 28.03.11 さくら 黒原1482274 鶴丸土井 中井　のり子
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13883-8767-7 3 233 芳山土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 去 28.03.21 ともよし 黒原1573924 菊俊土井 山本　智明

13637-7280-1 10 256 照忠土井 82.7 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

CABAAA 　 去 28.02.27 きくみや 黒原1299727 高 照長土井 安田　洋一

14777-0148-3 5 234 照忠土井 82.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

CABAAA 原 去 28.03.20 たかてる５ 黒原1524455 改 照長土井 西坂　嘉津美

13883-8910-7 12 222 芳悠土井 84.8 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACBA 原 去 28.04.01 みやふく 黒原1271149 高育改 照長土井 田中　房夫

13883-8697-7 5 239 芳山土井 81.1 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

BAACAA  原 去 28.03.15 ちはる８の２ 黒原1524492 福芳土井 中村　文吾

13637-8008-0 15 257 芳悠土井 84.4 鶴山土井 香美町小代区東垣

BCBBCA 　 去 28.02.26 みやづる 黒原1170059 照長土井 中村　まゆみ

14873-1676-9 13 239 菊西土井 82.2 照長土井 香美町村岡区味取

BACABA 原 去 28.03.15 さくらこ 黒原1170018 第２安鶴土井 阿瀬　稔

14837-3117-7 9 256 菊西土井 81.0 照菊波 香美町村岡区丸味

AACCCB 　 去 28.02.27 ひさてる 黒　2252567 福芳土井 森脇　雄一

14837-3130-6 1 255 照忠土井 81.8 芳山土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 去 28.02.28 ひろこ８ 黒原1639016 改 照長土井 森脇　雄一

14837-3131-3 9 253 芳山土井 81.0 幸福土井 香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 28.03.01 かねみつ 黒原1368956 高 照長土井 森脇　雄一

13883-8746-2 8 263 照忠土井 81.5 照波土井 香美町村岡区萩山

CABAAA 原 去 28.02.20 たけひめ 黒原1331146 改 菊安土井 西村　忠一

10275-8552-5 2 277 芳山土井 80.8 丸富土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 雌 28.02.06 きくつるみ１２ 黒原1624623 福芳土井 小林　操

10275-8555-6 10 277 照忠土井 82.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAB 原 雌 28.02.06 きくつるみ８ 黒原1331201 高 照長土井 小林　操

13883-8792-9 5 259 照忠土井 80.0 菊俊土井 乳頭癒着 香美町村岡区味取

       　 雌 28.02.24 たにふく１ 黒原1524419 福広土井 その他 西山　勝
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13883-8794-3 8 255 照忠土井 80.5 福広土井 香美町村岡区味取

AAAAAA 原 雌 28.02.28 やすふく 黒原1404886 改 照長土井 西山　勝

14907-1016-5 5 274 山勝土井 81.3 菊俊土井 香美町小代区佐坊

       原 雌 28.02.09 ふく３ 黒原1524446 谷福土井 本上　純也

13883-8885-8 4 250 芳山土井 80.1 丸福土井 美方郡新温泉町古市

CAABAA 原 雌 28.03.04 ゆきまる 黒原1524479 第２鶴雪土井 石原　寿

13637-7250-4 2 271 照忠土井 81.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

BABAAA  原 雌 28.02.12 たけの８の３ 黒原1605626 照広土井 県立但馬牧場公園

13637-7270-2 1 281 芳悠土井 81.6 照忠土井 美方郡新温泉町前

AAABAA  原 雌 28.02.02 さかえ１１の３ 黒原1624589 福芳土井 中村　盛兆

15089-6498-6 5 280 丸宮土井 80.4 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

       　 去 28.02.03 みちよし 黒　2388898 照長土井 小池　一博

13883-8070-8 12 270 丸宮土井 81.4 第２鶴雪土井 豊岡市野上

CCBAAA 　 去 28.02.13 あいつる０３ 黒原1271489 照長土井 西垣　富夫

13916-0681-9 11 273 芳悠土井 81.1 福俊土井 豊岡市清冷寺

ABABBA 原 去 28.02.10 よしふく 黒原1299835 第２安鶴土井 浅井　光澄

13637-7673-1 2 227 菊西土井 81.1 福芳土井 豊岡市但東町河本

AABBAA  原 去 28.03.27 ふくしず 黒原1627772 丸富土井 森井　正彦

13542-6610-4 4 238 照忠土井 81.7 芳山土井 豊岡市但東町佐々木

BAABAA  原 去 28.03.16 てるやま 黒原1561872 改 照長土井 西　幸信

13542-6623-4 6 226 芳悠土井 81.0 照一土井 豊岡市中郷

BABBAA 原 去 28.03.28 ぴんこ２ 黒原1489154 谷美土井 新田　義孝

13542-7008-8 1 229 芳山土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA  原 去 28.03.25 みながき 黒　2482892 福芳土井 上垣　勇吾

14560-1204-3 8 258 丸典土井 80.5 鶴山土井 養父市大屋町宮本

CCBAAA 　 去 28.02.25 はなき 黒　2269221 安幸土井 寺尾　稔

13637-7745-5 14 282 照忠土井 81.5 谷福土井 養父市大屋町若杉

       　 去 28.02.01 あつみ 黒原1087314 安幸土井 高橋　副武
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13637-7774-5 8 266 丸宮土井 84.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

BCAAAA 原 雌 28.02.17 かずよし 黒原1331089 菊照土井 高橋　副武

13637-7440-9 5 270 芳悠土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

BBAAAA 原 雌 28.02.13 はなまる 黒原1528540 照長土井 岩花　玉男

14560-1231-9 10 266 丸宮土井 81.0 照俊土井 養父市森

ABABAA 原 雌 28.02.17 めぐこ 黒原1331085 菊道土井 田村　正宏

13637-7911-4 6 263 芳山土井 79.7 菊俊土井 朝来市和田山町野村

BABBAA 原 雌 28.02.20 てるふく９ 黒　2368137 照長土井 宮田　貴身仁

15018-0914-7 9 265 千代藤土井 80.7 照俊土井 豊岡市竹野町須野谷

AABBAA 原 雌 28.02.18 ひめ９ 黒原1384139 改 第２安鶴土井 田中　寛

15248-2230-7 7 231 千代藤土井 82.2 福芳土井 宍粟市山崎町与位

AABBAA 原 去 28.03.23 まさ 黒原1370038 鶴丸土井 中坪　みどり

13518-8565-0 5 281 菊優土井 79.2 福芳土井 相生市矢野町真広

BBABBA 原 去 28.02.02 みつふく２ 黒　2376708 照長土井 坂本　修一

15248-2145-4 3 253 茂栄波 79.5 芳山土井 佐用郡佐用町佐用

去 28.03.01 のじぎく３ 黒　2437584 鶴光土井 兵庫県立佐用高等学校

15173-3926-3 4 257 丸宮土井 80.8 芳山土井 多可郡多可町八千代区

CAAAAA  原 雌 28.02.26 おかみつ６ 黒　2413880 菊俊土井 有田　覚

13672-3865-5 2 282 丸宮土井 80.4 千代藤土井 三田市東山

CBAAAA 去 28.02.01 ちよこ 黒　2454130 第２鶴雪土井 岡本　鷹司

13925-3765-5 3 249 丸宮土井 80.0 千代藤土井 加西市常吉町

BAAAAA  原 去 28.03.05 あかねまる 黒　2431363 谷福土井 県立農業大学校

15197-0734-3 7 229 丸宮土井 79.6 菊宮土井 小野市長尾町

BAAAAA 原 去 28.03.25 おかたけ２ 黒　2347330 福俊土井 岡田　秀子

15270-2341-1 1 244 丸宮土井 82.2 芳悠土井 丹波市春日町棚原

BBAAAA  原 去 28.03.10 ゆきのしたゆきの 黒原1653974 菊俊土井 山本　智

15270-2373-2 12 239 芳山土井 82.4 照長土井 丹波市氷上町氷上

AAACAA 原 去 28.03.15 あゆみ 黒原1300027 菊道土井 元田　松雄
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

15270-2343-5 2 236 丸宮土井 82.5 福芳土井 丹波市春日町鹿場

ABAAAA  原 去 28.03.18 ふみよし 黒原1624690 照一土井 田川　良一

15270-2360-2 6 232 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

15270-2310-7 4 265 丸宮土井 81.4 福広土井 丹波市市島町白毫寺

BBBAAA 原 去 28.02.18 あずみの３ 黒原1497776 照長土井 荻野　諭

14730-6191-8 3 235 丸宮土井 80.3 千代藤土井 篠山市倉本

AABAAA  原 去 28.03.19 なつひ 黒　2431374 谷福土井 宇杉　弘

13883-8710-3 2 234 芳山土井 81.0 丸富土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACAA  原 去 28.03.20 てるとみ 黒原1624594 福芳土井 田中　祥子

13637-7269-6 2 246 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAA  原 去 28.03.08 さかえ６の６ 黒原1624583 照長土井 植田　秀作

13637-7423-2 2 237 照忠土井 84.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA  原 去 28.03.17 ふくよ２の３ 黒原1624575 丸福土井 中井　のり子

13637-7424-9 7 234 芳悠土井 81.7 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 去 28.03.20 ひろにしき 黒　2289515 菊俊土井 中井　豊枝

13637-7277-1 7 255 芳悠土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BBBCCA 原 去 28.02.28 としふく 黒原1444365 菊照土井 坂本　隆子

13883-8687-8 11 224 芳悠土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 去 28.03.30 たかひめ 黒原1237380 谷福土井 竹下　千江子

13637-7367-9 6 272 芳山土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 去 28.02.11 さかえ２ 黒　2363041 福芳土井 大田　好雄

13883-8587-1 6 252 芳悠土井 80.3 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

ABABBA  原 去 28.03.02 なおこ 黒原1482193 第２安鶴土井 谷渕　侑生

14837-3133-7 7 253 芳山土井 80.2 福広土井 香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 28.03.01 ふくまる 黒原1444379 照菊波 森脇　雄一

13883-8618-2 8 249 照忠土井 81.0 福広土井 香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 28.03.05 たかきく 黒原1404865 菊安土井 森脇　雄一
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13883-8617-5 8 247 照忠土井 81.1 福芳土井 香美町村岡区丸味

AAAAAA 原 去 28.03.07 ふくよ 黒原1404867 改 菊照土井 森脇　雄一

13883-8619-9 8 242 芳山土井 82.3 菊俊土井 香美町村岡区丸味

BAACAA 原 去 28.03.12 たになかひめ６ 黒原1404863 谷福土井 森脇　雄一

13637-7264-1 5 277 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 28.02.06 のりふく 黒原1482283 鶴山土井 尾崎　喜代美

13637-7281-8 8 255 芳山土井 83.6 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 28.02.28 みつかね 黒原1368842 高 福芳土井 坂本　忠美

13883-8720-2 3 243 芳悠土井 82.2 菊毬土井 美方郡新温泉町多子

       　 雌 28.03.11 おじろ６の２の１ 黒　2433936 菊西土井 坂本　修治

14837-3135-1 6 259 芳山土井 82.6 菊俊土井 香美町小代区神水

BAABAA 原 雌 28.02.24 たてふく 黒　2363020 第２安鶴土井 藤原　吉子

14837-3137-5 8 247 照忠土井 82.5 福芳土井 香美町小代区神水

AAAAAA 原 雌 28.03.07 ふくてる２ 黒原1404908 高 照長土井 藤原　吉子

13883-9194-0 1 258 照忠土井 81.1 芳悠土井 香美町小代区秋岡

AAAAAA  原 雌 28.02.25 きよひめひさ 黒原1653798 改 福芳土井 今井　正人

13883-8607-6 1 254 芳山土井 82.6 丸宮土井 香美町香住区丹生地

AAABAA  原 雌 28.02.29 みずほ 黒原1653821 照長土井 淀　貴至

14542-3088-3 6 258 芳山土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

AAACBA 原 雌 28.02.25 おふく２ 黒原1482222 高育 鶴山土井 井上　哲也

14777-0141-4 6 252 照忠土井 81.7 福芳土井 香美町村岡区熊波

BAAAAA 原 雌 28.03.02 やすふくよし 黒原1404878 照長土井 井上　哲也

15111-0737-0 9 257 丸宮土井 79.3 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

CBBABA 　 去 28.02.26 こゆき３ 黒　2247575 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

15111-0738-7 7 257 芳悠土井 79.0 第２鶴雪土井 宍粟市一宮町上岸田

BBBCBA 原 去 28.02.26 ゆきふく 黒　2329915 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

15018-0916-1 7 242 丸宮土井 82.4 福芳土井 豊岡市城崎町飯谷

BBAAAA 原 去 28.03.12 ゆみこ 黒原1449813 安幸土井 北村　幸弘

277

278

279

280

271

272

273

274

275

276

267

268

269

270



雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13542-6609-8 5 239 千代藤土井 80.6 照一土井 豊岡市但東町佐々木

BABBAA 原 去 28.03.15 ふくてる 黒原1467514 改 谷福土井 西　幸信

13542-6464-3 6 230 芳山土井 81.2 菊俊土井 豊岡市出石町暮坂

AAACAA  原 去 28.03.24 としつき 黒原1489172 第２安鶴土井 旗谷　仁志

13542-6624-1 5 222 芳悠土井 82.0 福広土井 豊岡市中郷

AAABAA 原 去 28.04.01 ふくみ２の１ 黒原1528499 高 菊俊土井 新田　義孝

13916-0684-0 3 244 丸宮土井 81.5 福芳土井 豊岡市清冷寺

ABAABA  原 去 28.03.10 まつふく 黒原1594172 改 照長土井 浅井　光澄

13637-7608-3 8 236 芳悠土井 83.0 照長土井 養父市養父市場

ABBBBA 原 去 28.03.18 つるみ 黒原1369026 第２鶴雪土井 吉村　英之

13637-7757-8 13 266 菊西土井 81.5 谷福土井 養父市大屋町若杉

CCCBCB 　 去 28.02.17 そのふく３ 黒原1239777 菊照土井 高橋　大樹

13637-7811-7 1 312 照忠土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA  原 去 28.01.02 ありんこ 黒　2482895 照長土井 高橋　副武

13637-7780-6 4 258 菊西土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AABBAA  原 雌 28.02.25 ともふみ２ 黒　2416017 菊俊土井 高橋　大樹

14560-1205-0 1 255 丸典土井 79.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

       　 雌 28.02.28 みつふくなが２ 黒　2482887 菊俊土井 寺尾　智也

14560-1225-8 3 285 千代藤土井 80.4 芳山土井 養父市森

AABAAA  原 雌 28.01.29 ゆきやま 黒原1587513 鶴山土井 田村　正宏

13637-8017-2 4 258 丸宮土井 81.8 福芳土井 朝来市伊由市場

BAAAAA  原 雌 28.02.25 ふくみふく 黒原1561902 菊俊土井 椿野　勝三

13542-6505-3 7 274 丸宮土井 80.6 福芳土井 豊岡市引野

ABAAAB 原 雌 28.02.09 きくふく 黒原1449803 改 菊井土井 竹村　清志

15082-5379-0 9 242 千代藤土井 83.3 菊俊土井 赤穂郡上郡町大持

BACBAA 原 去 28.03.12 きくさち 黒原1299922 高 谷福土井 上郡高校

13519-6104-0 7 260 照忠土井 81.2 福広土井 たつの市御津町中島

BAAAAA 原 去 28.02.23 さちこ 黒　2309212 菊安土井 吉田　和子
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雌： 111 雄： 去： 185 合計 296
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11月9日

血　　統 損　　徴

13518-8567-4 8 277 芳山土井 80.1 第２照久土井 相生市矢野町真広

CAABAA 　 去 28.02.06 さかもと８４３７ 黒　2235991 照長土井 坂本　修一

13637-7444-7 7 265 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
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