
雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

1 284 千代藤土井 80.1 芳悠土井 豊岡市但東町河本

AACBAA 原 去 28.12.03 みやよし 黒2496971 北宮波 森井　正彦

3 275 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

BBAAAA 原 去 28.12.12 はるみや 黒原1587511 照長土井 森井　正彦

1 253 丸宮土井 79.1 芳山土井 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 29.01.03 みつふくよし 黒2519089 照一土井 宮田　靖仁

5 229 芳悠土井 80.8 宮弘波 朝来市和田山町中

AABBAA 原 去 29.01.27 みやまさ 黒原1489256 改 照長土井 宮田　靖仁

1 312 丸宮土井 81.0 芳悠土井 佐用郡佐用町横坂

      雌 28.11.05 ゆきなが７ 黒2493658 菊俊土井 矢内　忠司

5 288 菊西土井 80.3 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

AACBBB 原 雌 28.11.29 第２てるよし 黒2388881 照義土井 安岡　林

6 255 照忠土井 81.0 福芳土井 神崎郡市川町保喜

CABAAB 雌 29.01.01 きくとよ 黒2354006 幸豊土井 松岡　千津子

1 264 照忠土井 80.2 丸富土井 たつの市御津町中島

BABAAA 原 雌 28.12.23 なかゆき９ 黒2510304 福芳土井 吉田　和子

7 296 丸宮土井 80.5 奥隼 相生市矢野町真広

BCAAAB 原 雌 28.11.21 みつよし１２ 黒2369452 谷福土井 坂本　修一

1 304 宮喜 79.1 芳山土井 三田市上内神

CBCBBA 原 雌 28.11.13 よしやす 黒2491622 第１菊武土井 蓬莱　光雄

11 294 芳悠土井 79.8 照長土井 小野市長尾町

BBBABA 原 雌 28.11.23 ふくえ 黒2180464 谷福土井 岡田　勇治

4 251 丸宮土井 80.4 福芳土井 丹波市市島町下竹田

BBAAAA 原 雌 29.01.05 さちふく 黒原1559170 谷福土井 須原　芳夫

7 271 丸宮土井 81.4 福広土井 丹波市市島町下竹田

CBBAAA 原 雌 28.12.16 ななひめこの２ 黒原1429664 豊菊波 須原　芳夫

9 278 丸宮土井 81.8 菊俊土井 丹波市山南町北和田

CBABAA 原 雌 28.12.09 まいこ２７ 黒原1391322 谷美土井 松浪　三千美
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4
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6
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7
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8
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平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1
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2
13883-8140-8



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

6 300 照忠土井 80.7 菊俊土井 丹波市青垣町大名草

BABBAA 原 去 28.11.17 きくみつてる 黒原1508333 光照土井 田中　ふみよ

10 253 丸宮土井 81.0 谷石土井 丹波市市島町下鴨阪

BAAAAA 原 去 29.01.03 みちこ 黒原1336567 谷福土井 余田　ツギ子

1 271 丸宮土井 81.1 芳悠土井 丹波市青垣町東芦田

BBAAAA 原 去 28.12.16 きよつるひさ 黒原1667119 北宮波 前田　貴雄

2 269 芳山土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACAA 原 去 28.12.18 きたもり４ 黒2475085 谷石土井 清水　健司

5 269 芳山土井 81.8 菊宮土井 篠山市倉本

AAABAA 原 去 28.12.18 ふくこ 黒2326997 福芳土井 宇杉　弘

7 251 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAB 去 29.01.05 あやや 黒原1464021 高改 第２安鶴土井 中井　丈文

10 238 芳山土井 82.2 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 去 29.01.18 たにとし 黒原1368876 照長土井 村尾　千代美

6 264 芳山土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

AAACBA 原 去 28.12.23 きくひめ２ 黒原1524504 福芳土井 田中　稔

4 267 芳山土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区長瀬

AAABAB 去 28.12.20 よしづる 黒原1482194 安幸土井 谷渕　侑生

10 279 芳悠土井 81.5 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 28.12.08 なおみ２ 黒原1331210 谷福土井 森脇　雄一

6 276 芳山土井 81.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 28.12.11 としえ 黒原1524401 福芳土井 森脇　薫明

1 276 芳悠土井 81.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBBA 原 去 28.12.11 ひでより 黒原1663714 福芳土井 森脇　雄一

6 235 照忠土井 81.5 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBAA 原 去 29.01.21 あい３ 黒原1482241 照長土井 森脇　薫明

8 276 照忠土井 81.2 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 去 28.12.11 かりん 黒原1404868 鶴丸土井 小林　操
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雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

14 291 照忠土井 81.5 菊安土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAAAAA 原 去 28.11.26 きくひめ 黒原1237404 改 谷福土井 井上　哲也

4 297 丸明波 80.6 茂広波 美方郡香美町村岡区熊波

BACCAA 原 雌 28.11.20 しげはつなみ 黒原1559081 改 安美土井 井上　哲也

2 291 丸明波 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

CACAAA 原 雌 28.11.26 ゆきよ 黒原1624598 照長土井 伊沢　栄一

4 274 照忠土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAA 原 雌 28.12.13 ６６つるもり２ 黒原1542179 第２安鶴土井 長瀬　五一

2 279 照忠土井 79.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区味取

      雌 28.12.08 なみひで１１１ 黒2461425 菊西土井 西山　勝

7 278 照忠土井 81.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

BAAAAA 原 雌 28.12.09 てるゆき２の１ 黒原1423393 照長土井 西山　勝

8 313 照忠土井 0.0 福芳土井 美方郡香美町小代区神水

BABAAA 原 雌 28.11.04 めおおみぞ 黒原1368888 鶴山土井 毛戸　誠

10 274 芳山土井 81.2 茂美波 美方郡新温泉町飯野

CABCAB 雌 28.12.13 しげふく 黒2252569 育改 菊俊土井 村尾　賢一

2 275 照忠土井 81.0 菊毬土井 美方郡新温泉町海上

      雌 28.12.12 きくよし 黒原1639020 芳山土井 尾崎　広貴

11 231 芳山土井 81.5 菊俊土井 宍粟市一宮町能倉

BBACBA 原 去 29.01.25 きくみ 黒2219674 谷福土井 森岡　信雄

6 276 千代藤土井 80.7 福芳土井 豊岡市引野

AACBBA 原 去 28.12.11 よしひめ 黒原1489158 幸豊土井 竹村　清志

7 297 宮喜 81.0 丸宮土井 ET産子 豊岡市宮井

CCCACA 原 去 28.11.20 みやい 黒原1507991 改 北宮波 綿田　正人

8 290 照忠土井 80.8 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

BAABAA 原 去 28.11.27 さつき 黒原1347498 第２安鶴土井 中儀　吉郎

8 308 丸宮土井 79.7 菊俊土井 朝来市和田山町土田

      去 28.11.09 としこ 黒2275892 谷福土井 川見　和秀
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雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

3 279 芳悠土井 80.5 照忠土井 養父市森

AAABAA 原 去 28.12.08 めぐてる 黒原1627783 芳山土井 田村　正宏

8 246 芳山土井 81.2 菊宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAACAB 去 29.01.10 くらぞう 黒2294610 北宮波 上垣　勇吾

13 300 丸典土井 81.8 照長土井 養父市大屋町若杉

CACAAA 原 去 28.11.17 のぞむ 黒原1172238 改 谷美土井 高橋　副武

14 288 丸若土井 81.7 谷美土井 養父市大屋町若杉

      原 去 28.11.29 みその１ 黒原1239778 菊照土井 高橋　副武

6 282 千代藤土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA 原 雌 28.12.05 かおり 黒原1489248 照長土井 高橋　大樹

5 252 丸宮土井 82.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 雌 29.01.04 のりよし 黒原1528559 改 照長土井 高橋　大樹

5 275 丸宮土井 80.5 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

BBABAA 原 雌 28.12.12 みつとし 黒原1561885 福芳土井 岩花　希

2 245 芳悠土井 81.6 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

      雌 29.01.11 つねふじ１の２ 黒原1655352 福芳土井 岩花　希

1 236 丸宮土井 81.0 芳山土井 豊岡市清冷寺

BBAAAA 原 雌 29.01.20 しげや 黒原1682735 照長土井 浅井　光澄

13 292 芳悠土井 82.2 鶴丸土井 豊岡市出石町暮坂

CBBBBA 原 雌 28.11.25 しのぶ 黒原1249384 菊照土井 旗谷　仁志

1 332 芳悠土井 79.8 照忠土井 朝来市和田山町安井

      雌 28.10.16 つばき５ 黒2497053 丸宮土井 県北部農業技術センタ

9 304 丸宮土井 80.0 照長土井 佐用郡佐用町横坂

CBBAAA 原 雌 28.11.13 きょうこ 黒2269288 谷福土井 横坂共栄農場

7 315 丸富土井 80.5 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

AACBAA 原 雌 28.11.02 てるつる 黒2329903 照長土井 田辺　裕基

3 284 照忠土井 80.1 菊西土井 宍粟市山崎町与位

BABAAA 原 雌 28.12.03 きくよし 黒2396545 幸豊土井 中坪　みどり
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雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1 282 丸宮土井 80.1 菊西土井 姫路市夢前町新庄

      雌 28.12.05 かずにし 黒2510306 福芳土井 西影　昌久

4 288 芳悠土井 79.1 菊俊土井 相生市矢野町真広

BBBBBA 原 去 28.11.29 おおてる４ 黒2376711 照長土井 坂本　修一

6 261 芳山土井 80.1 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

AAACAA 原 去 28.12.26 はなこ 黒2380581 菊俊土井 有田　覚

2 290 照忠土井 81.5 丸富土井 三田市東山

BAAAAA 原 去 28.11.27 おふくまる２ 黒2465286 福芳土井 岡本　鷹司

15 292 千代藤土井 81.3 谷福土井 小野市万勝寺町

BACAAA 原 雌 28.11.25 みやちあき１ 黒2056775 照長土井 宮下　俊子

5 232 富塩土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

      去 29.01.24 きみよし 黒原1524542 幸豊土井 大槻　良

3 255 千代藤土井 81.2 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AABAAA 原 去 29.01.01 てるまさ 黒原1610933 照一土井 須原　芳夫

7 295 芳山土井 82.0 照長土井 丹波市市島町下竹田

AAACAA 原 去 28.11.22 はつろう 黒原1419310 谷福土井 須原　芳夫

5 265 照忠土井 82.8 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

BAAAAA 原 雌 28.12.22 みやなお 黒原1559162 菊俊土井 足立　尚之

13 277 千代藤土井 81.6 照菊波 丹波市柏原町下小倉

AABBAA 原 雌 28.12.10 はまぎく２ 黒原1247781 高改 谷福土井 上田　真吾

10 278 千代藤土井 81.8 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BACBBA 原 雌 28.12.09 かれん 黒原1359500 改 安美土井 上田　真吾

5 273 丸宮土井 81.0 福芳土井 篠山市乾新町

      去 28.12.14 あすみ 黒2396554 菊俊土井 小西　弘

4 259 千代藤土井 81.0 福芳土井 乳頭異常 篠山市曽地口

000000 雌 28.12.28 さかえの２の３ 黒2420158 幸豊土井 その他 清水　健司

1 298 菊西土井 80.6 千代藤土井 篠山市下原山

      雌 28.11.19 ななえ 黒2510280 照忠土井 西村　敏雄
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雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

4 262 芳山土井 80.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 28.12.25 みよ３ 黒原1592119 福芳土井 植田　秀作

12 273 照忠土井 81.6 鶴丸土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAB 去 28.12.14 ふじなみ４ 黒原1237395 菊安土井 寺谷　京子

15 258 照忠土井 81.2 照長土井 美方郡新温泉町井土

CACAAB 去 28.12.29 てるふく 黒原1127039 菊照土井 岸　俊之

8 244 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 去 29.01.12 おおみぞ３ 黒原1444385 照長土井 大田　好雄

11 254 芳悠土井 82.5 福芳土井 美方郡香美町小代区神水

AAACBA 原 去 29.01.02 まどか 黒原1299704 菊俊土井 藤原　吉子

7 275 照忠土井 80.8 福広土井 美方郡香美町小代区秋岡

CABAAA 去 28.12.12 みつよしこ 黒原1482212 改 照長土井 今井　正人

4 283 芳悠土井 79.5 丸福土井 美方郡香美町村岡区境

BABBAA 原 去 28.12.04 ふくつるまる 黒2413812 福芳土井 田中　一馬

9 284 茂和美波 81.5 照長土井 美方郡香美町村岡区和池

CBCAAB 去 28.12.03 ともみ４ 黒原1347517 菊照土井 西崎　武志

10 250 芳悠土井 81.5 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBBCBA 原 去 29.01.06 ひろまさてる２ 黒原1368943 照長土井 対中　広芳

4 247 照忠土井 79.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 29.01.09 きくひろ３ 黒2413815 第２安鶴土井 対中　広芳

13 229 芳山土井 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBBCBA 原 去 29.01.27 ひできく３ 黒原1271061 高 菊照土井 森脇　雄一

10 270 芳山土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 28.12.17 ろくふく 黒原1331205 改 鶴丸土井 森脇　雄一

6 256 芳悠土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 雌 28.12.31 ひさきく 黒原1524458 福芳土井 森脇　雄一

7 246 芳悠土井 81.6 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 雌 29.01.10 たかつる７ 黒原1444334 菊照土井 森脇　雄一
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13872-9632-1

82
13872-9314-6

83
13872-9319-1

84
13872-9624-6

75
13872-9653-6

76
13872-9483-9

77
15564-0927-9

78
13883-9029-5

79
13872-9716-8

80
13872-9715-1

71
13872-9285-9

72
14778-0607-2
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13872-9980-3

74
13872-9564-5



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

4 292 芳山土井 80.0 丸福土井 美方郡香美町村岡区萩山

CAABAA 原 雌 28.11.25 てるふく 黒原1524385 改 照長土井 西村　忠一

10 286 芳山土井 81.4 照長土井 美方郡香美町村岡区神坂

BBABAA 原 雌 28.12.01 つるゆき 黒原1331142 安幸土井 伊沢　正一

16 279 菊西土井 82.0 幸豊土井 美方郡香美町小代区神場

CCCCCB 雌 28.12.08 ゆきとよ 黒原1126990 高 谷福土井 上治　秀正

2 280 芳山土井 79.2 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 雌 28.12.07 まりな 黒2452184 照一土井 高美　治

7 278 芳悠土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 雌 28.12.09 きくかぜ１の２ 黒原1482270 福芳土井 中井　のり子

8 269 照忠土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 雌 28.12.18 かね１の２ 黒原1444396 福芳土井 中井　勝

2 300 丸宮土井 79.3 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

BBAAAA 原 雌 28.11.17 さちよし 黒2461438 鶴山土井 大封アグリ　一宮牧場

7 289 丸宮土井 81.5 福広土井 豊岡市但東町河本

BAAAAA 原 去 28.11.28 まさよ 黒原1449827 菊安土井 森井　正彦

3 267 丸宮土井 80.3 照忠土井 豊岡市但東町河本

      去 28.12.20 てるさくら 黒原1627771 芳山土井 森井　正彦

1 242 千代藤土井 79.6 丸富土井 豊岡市日高町知見

AACBAA 原 去 29.01.14 とよふく 黒2519005 福芳土井 山崎　豊志

1 267 宮喜 80.7 丸市土井 朝来市和田山町安井

      去 28.12.20 いちさと 黒2514962 菊郷土井 県北部農業技術センタ

1 241 芳山土井 80.8 千代藤土井 養父市大屋町宮本

AAACAA 原 去 29.01.15 みゆき２の３ 黒2519075 福芳土井 寺尾　智也

5 276 照忠土井 81.5 芳山土井 養父市森

BAAAAA 原 去 28.12.11 めぐやま 黒原1561884 照長土井 田村　正宏

1 277 照忠土井 80.0 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 28.12.10 ゆきじ 黒2482905 菊俊土井 高橋　副武
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13542-6481-0
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08642-5860-9
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13883-8272-6
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15564-0217-1

87
13872-9608-6
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雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

3 276 千代藤土井 81.5 菊西土井 養父市大屋町若杉

AABAAA 原 去 28.12.11 ますふゆ 黒原1594201 福芳土井 高橋　副武

5 276 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 28.12.11 のりと 黒原1528549 幸豊土井 高橋　大樹

9 216 芳悠土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BABBAA 原 雌 29.02.09 ゆきとし 黒原1369027 安幸土井 高橋　潤也

2 233 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      雌 29.01.23 ゆめとし３ 黒原1655361 菊俊土井 高橋　副武

1 272 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市佐近山

BBBBAA 原 雌 28.12.15 しかひめ 黒原1667072 照長土井 田村　繁子

12 271 千代藤土井 81.6 菊伸土井 養父市大屋町蔵垣

AACAAA 原 雌 28.12.16 ゆうがお 黒原1271540 鶴山土井 上垣　勇吾

5 317 芳悠土井 80.0 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

ABACBA 原 雌 28.10.31 きくみ 黒原1542201 福芳土井 中儀　吉郎

7 264 芳悠土井 79.5 菊俊土井 右肩から左背に異毛色 豊岡市引野

000000 雌 28.12.23 もとこの２ 黒2334674 谷美土井 その他 竹村　清志

2 253 丸若土井 81.0 芳悠土井 朝来市和田山町野村

      原 雌 29.01.03 ふく１４ 黒原1647587 菊俊土井 宮田　貴身仁

7 303 丸富土井 82.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

ABBBCA 原 去 28.11.14 まんてん 黒原1449860 鶴山土井 横坂共栄農場

5 291 菊西土井 80.5 丸宮土井 佐用郡佐用町平谷

BACABA 原 去 28.11.26 おかはやし 黒2396529 光照土井 安岡　林

3 280 千代藤土井 80.2 菊俊土井 姫路市白鳥台

BACAAA 原 雌 28.12.07 あさきく 黒2437601 鶴丸土井 石原　寛大

2 267 芳悠土井 80.2 丸宮土井 神崎郡神河町猪篠

BAAAAA 原 雌 28.12.20 たかまる 黒2450341 菊安土井 藤原　孝作

1 297 照一土井 79.1 丸富土井 相生市矢野町真広

      去 28.11.20 よしこ 黒2510308 芳悠土井 坂本　修一
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15018-0934-5
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13883-8249-8



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

6 279 芳悠土井 80.6 菊俊土井 神戸市北区淡河町神田

BCBCCA 原 雌 28.12.08 みね 黒2380571 鶴山土井 奥下　均

3 248 照長土井 77.8 丸宮土井 加西市大内町

CBBAAA 原 雌 29.01.08 まるきく 黒2402137 菊宮土井 藤原　護

10 268 千代藤土井 81.8 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

BACBBA 原 去 28.12.19 としふく 黒原1351941 改 照菊波 足立　尚之

5 285 丸明波 81.6 福広土井 丹波市山南町奥

BABBAA 原 去 28.12.02 みつかね３ 黒2380703 菊俊土井 寺内　勇人

3 274 千代藤土井 81.3 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AACAAA 原 去 28.12.13 きたよし 黒原1569960 照長土井 上田　真吾

2 283 芳山土井 81.6 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 雌 28.12.04 ふくまる 黒原1653960 福芳土井 須原　芳夫

6 289 千代藤土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BACAAA 原 雌 28.11.28 きくな 黒2334640 第２安鶴土井 田中　憲蔵

10 254 芳山土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

AABCAA 原 雌 29.01.02 てるとし 黒2174607 第２安鶴土井 大槻　良

1 243 丸宮土井 82.0 照忠土井 篠山市曽地口

      去 29.01.13 さつき 黒2510274 福広土井 清水　健司

4 286 芳悠土井 80.3 丸富土井 篠山市曽地奥

BACBAA 原 雌 28.12.01 ゆいふく 黒2420163 菊俊土井 岡本　栄一

3 283 照忠土井 81.5 丸宮土井 篠山市曽地口

BAAAAA 原 雌 28.12.04 あんみつひめ５１ 黒2431369 菊俊土井 清水　健司

5 290 芳悠土井 81.0 第２照久土井 美方郡新温泉町海上

AABBAA 原 去 28.11.27 ひさはる 黒2363037 高 菊安土井 尾崎　栄太郎

9 223 芳山土井 81.7 安幸土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAB 去 29.02.02 ますしげ 黒2252573 谷福土井 村尾　千代美

4 264 芳山土井 81.2 照忠土井 美方郡新温泉町切畑

AAAAAA 原 去 28.12.23 つるひめ３ 黒原1592101 福芳土井 倉田　拓磨

123
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雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

6 238 芳悠土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

CACAAA 原 去 29.01.18 つるみの５ 黒原1524488 照長土井 中村　文吾

5 269 芳山土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAACBA 原 去 28.12.18 みかみ 黒原1542171 谷福土井 今井　正人

7 296 丸明波 81.6 茂広波 美方郡香美町村岡区長瀬

BACCBA 原 去 28.11.21 しげひめ２ 黒2363016 改 茂美波 谷渕　侑生

8 290 照忠土井 81.5 菊俊土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BAAAAA 原 去 28.11.27 みやふくとし２ 黒原1444280 福芳土井 谷渕　侑生

9 270 芳山土井 81.2 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

BBACBA 原 去 28.12.17 くみてる 黒原1331186 鶴味土井 阿瀬　稔

10 245 照忠土井 82.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAB 去 29.01.11 きくつるみ８の１ 黒原1368947 照長土井 小林　操

1 312 照忠土井 81.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区村岡

      去 28.11.05 いずみ 黒原1653796 幸福土井 美方ファーム㈱

2 280 芳山土井 81.3 照也土井 美方郡香美町村岡区村岡

      去 28.12.07 つるみ 黒原1639011 丸富土井 美方ファーム㈱

2 286 照忠土井 80.8 鶴丸土井 美方郡香美町村岡区和池

CAAAAA 原 雌 28.12.01 しほ３ 黒原1624605 菊安土井 西崎　武志

1 266 茂和美波 80.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区和池

CACAAA 原 雌 28.12.21 ちよ３ 黒2514913 照長土井 西崎　武志

8 288 照忠土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.11.29 まさてる４ 黒原1404861 照長土井 森脇　雄一

5 285 照忠土井 79.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 28.12.02 みつふく７ 黒2391458 照長土井 森脇　薫明

4 282 芳山土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 28.12.05 みつくに 黒原1592074 福芳土井 森脇　雄一

2 279 芳山土井 81.4 照一土井 美方郡香美町小代区佐坊

AAACAA 原 雌 28.12.08 ふく５ 黒原1605621 谷福土井 本上　純也
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雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

7 264 照忠土井 82.0 福広土井 美方郡香美町小代区神水

CABAAA 原 雌 28.12.23 ゆうき 黒原1482201 照長土井 藤原　敏和

13 262 照忠土井 82.4 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAB 原 雌 28.12.25 たつふく 黒原1271185 安美土井 村尾　賢一

5 250 照忠土井 81.1 芳山土井 乳頭癒着 美方郡新温泉町飯野

000000 雌 29.01.06 つねふじ 黒原1559125 照長土井 その他 村尾　賢一

7 254 芳山土井 80.5 照長土井 宍粟市千種町河内

AAABAA 原 去 29.01.02 みちてる 黒2329921 菊安土井 林　繁樹

8 254 芳悠土井 81.4 菊俊土井 豊岡市中郷

BAABAA 原 去 29.01.02 ふくみ２ 黒原1449798 高育改 鶴丸土井 新田　義孝

5 238 芳悠土井 81.5 照一土井 豊岡市清冷寺

BBBBBA 原 去 29.01.18 しげてる 黒原1517617 菊俊土井 浅井　光澄

1 274 照忠土井 81.6 丸宮土井 朝来市神子畑

BAAAAA 原 去 28.12.13 とみまる 黒原1667080 北宮波 仙賀　隆文

6 274 芳悠土井 81.8 福広土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA 原 去 28.12.13 あめゆき 黒原1528548 幸豊土井 高橋　大樹

2 273 芳悠土井 80.5 丸福土井 養父市大屋町若杉

      去 28.12.14 きくたき 黒2482897 照一土井 高橋　副武

7 272 丸宮土井 81.5 福俊土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 28.12.15 ゆりこ 黒原1409481 照長土井 高橋　副武

3 268 丸若土井 80.8 照武土井 養父市大屋町若杉

      原 去 28.12.19 ゆきひさ３ 黒原1627800 照長土井 高橋　副武

10 245 千代藤土井 80.1 福芳土井 養父市建屋

BBCABB 去 29.01.11 みよこ４ 黒原1331080 安美土井 大封　健太

6 251 丸宮土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CBAAAA 去 29.01.05 しげてる３の２ 黒原1517628 福芳土井 岩花　玉男

1 254 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

      雌 29.01.02 みやよしき 黒原1682762 北宮波 岩花　希

153
13883-8416-4

154
13883-8415-7

147
13637-8029-5

148
15564-0223-2

149
15564-0225-6

150
15564-0229-4

151
15564-0227-0

152
13637-7890-2

141
13872-9652-9

142
13872-9924-7

143
13872-9925-4

144
15415-0817-8

145
13637-7575-8

146
15564-0453-3



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

4 270 千代藤土井 81.3 照忠土井 養父市森

AABAAA 原 雌 28.12.17 なつただ 黒原1594193 福芳土井 田村　正宏

4 279 芳山土井 81.5 丸宮土井 養父市大屋町宮本

BAABAA 原 雌 28.12.08 みゆき３ 黒原1576341 照長土井 寺尾　稔

5 264 芳悠土井 83.0 宮弘波 養父市大屋町蔵垣

BBBCBA 原 雌 28.12.23 あいまる２３ 黒原1561891 鶴丸土井 上垣　勇吾

9 290 芳山土井 81.8 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AAACAA 原 雌 28.11.27 としふく 黒原1369006 谷福土井 森井　正彦

2 273 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市目坂

AAAAAA 原 雌 28.12.14 まるこ２ 黒原1627767 改 谷石土井 谷口　正徳

8 307 丸宮土井 81.6 福芳土井 朝来市和田山町土田

ABAAAA 原 雌 28.11.10 よしつる５ 黒原1396791 照長土井 川見　和秀

4 293 丸宮土井 80.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

ACAABA 原 雌 28.11.24 こうふくよし３ 黒2423288 照菊波 横坂共栄農場

7 297 菊優土井 80.8 光照土井 佐用郡佐用町豊福

CABBAB 雌 28.11.20 ぺいんと 黒2289523 第２安鶴土井 松本　義和

5 292 千代藤土井 82.7 福芳土井 赤穂郡上郡町大持

AACBAA 原 雌 28.11.25 さゆり７ 黒2388906 照長土井 上郡高校

4 264 丸宮土井 81.0 福芳土井 神崎郡神河町猪篠

BAAAAA 原 去 28.12.23 はるこ３ 黒2432158 照長土井 藤原　孝作

6 306 芳山土井 80.0 宮弘波 相生市矢野町真広

BAACAA 原 去 28.11.11 よしたけ２の７ 黒2369450 菊井土井 坂本　修一

1 274 丸富土井 80.3 芳山土井 乳頭癒着 三田市沢谷

000000 雌 28.12.13 ゆきふく５ 黒2497039 照長土井 その他 妻鹿　亮輔

13 280 照忠土井 80.8 谷福土井 小野市広渡町

CABBAA 原 雌 28.12.07 みな 黒2038671 第２安鶴土井 前田　勇雄

10 260 丸宮土井 81.3 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

CBAAAA 去 28.12.27 まちなが３ 黒原1342772 照長土井 大槻　良

165
14096-8922-3

166
15068-4025-1

167
15197-0780-0

168
13972-2740-7

159
13883-8189-7

160
13883-8176-7

161
14778-0228-9

162
14778-0230-2

163
15082-5385-1

164
13838-2310-1

155
13883-8273-3

156
13883-8282-5

157
13883-8250-4

158
13883-8098-2



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1 259 千代藤土井 81.3 丸宮土井 丹波市山南町奥

AABAAA 原 去 28.12.28 ふくやま５ 黒2497066 福芳土井 寺内　勇人

6 243 千代藤土井 81.3 丸福土井 丹波市山南町北和田

CACAAA 原 去 29.01.13 みずか 黒原1524528 菊俊土井 田中　憲蔵

11 295 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市市島町下竹田

ABBCBA 原 去 28.11.22 きくみ 黒原1336566 高 照長土井 須原　芳夫

5 294 照忠土井 79.5 菊宮土井 丹波市青垣町檜倉

CABAAA 原 雌 28.11.23 きくてるみや 黒2350075 光照土井 足立　尚之

1 299 千代藤土井 80.7 芳山土井 丹波市氷上町井中

AACBAA 原 雌 28.11.18 みやよし 黒2491609 北本土井 中澤　一夫

10 265 照忠土井 80.8 福芳土井 篠山市曽地口

BAABAB 原 雌 28.12.22 えがお 黒2188807 谷美土井 清水　健司

9 270 芳悠土井 80.1 菊俊土井 篠山市乾新町

BBBBBA 原 去 28.12.17 つばき 黒2242578 照長土井 小西　弘

7 240 芳山土井 80.4 宮弘波 篠山市曽地口

BAACBA 原 雌 29.01.16 りょう 黒2380521 第２鶴雪土井 清水　健司

9 269 照忠土井 81.5 福広土井 美方郡香美町村岡区神坂

CACAAB 去 28.12.18 かずひろ 黒原1404854 照長土井 伊沢　栄一

5 282 丸福土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBCAAA 去 28.12.05 はなふく 黒原1559082 照長土井 井上　哲也

4 280 芳山土井 80.0 照一土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAABAA 原 去 28.12.07 ふくつる５ 黒原1592054 育改 照長土井 井上　哲也

5 278 照忠土井 82.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABAAA 去 28.12.09 ふくまる 黒原1524410 福芳土井 井上　哲也

10 277 芳山土井 81.5 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

BAACAA 原 去 28.12.10 おおふく 黒原1331191 鶴丸土井 西山　勝

8 305 芳山土井 81.0 菊波土井 美方郡香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 28.11.12 きくみ 黒原1368932 改 照長土井 西山　勝

177
13872-9621-5

178
13872-9448-8

179
13872-9450-1

180
13872-9449-5

181
13883-8565-9

182
13883-8562-8

171
13972-2685-1

172
13972-2691-2

173
13972-2693-6

174
15262-6303-0

175
15262-6273-6

176
15262-6277-4

169
13972-2729-2

170
13658-2847-6



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

5 290 照忠土井 81.7 菊西土井 美方郡香美町小代区神場

CABAAA 去 28.11.27 ゆうな 黒原1559094 幸豊土井 上治　秀正

5 295 芳山土井 79.3 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

BAACAA 原 去 28.11.22 きくたに 黒2363046 照長土井 鎌田　活美

4 269 芳山土井 78.7 照一土井 美方郡新温泉町井土

BAABAA 原 去 28.12.18 みやじん 黒2423265 谷福土井 岸　洋志

13 262 照忠土井 82.8 越照波 美方郡新温泉町切畑

BAABAA 原 去 28.12.25 ちはる７ 黒2078776 高育改 菊照土井 倉田　拓磨

6 280 芳悠土井 80.1 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 28.12.07 かね１の１ 黒原1524465 福芳土井 中井　勝

14 279 芳山土井 81.2 照長土井 美方郡新温泉町飯野

BAACAA 原 去 28.12.08 あやみ 黒原1237414 高育 菊安土井 中井　豊枝

3 264 芳山土井 80.2 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 雌 28.12.23 てるくに 黒原1624586 福芳土井 尾崎　広貴

2 241 照忠土井 82.6 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 雌 29.01.15 こすぎ３ 黒原1624579 菊俊土井 村尾　千代美

10 270 照忠土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町小代区貫田

CABBAA 原 雌 28.12.17 ごいちよ 黒原1331225 高育 照長土井 小林　義富

11 232 芳山土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

AAACCA 原 雌 29.01.24 たかてる 黒原1331222 高 照長土井 中村　健治

5 291 照忠土井 80.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区長瀬

CAAAAA 原 雌 28.11.26 みやひめ 黒原1501778 福芳土井 谷渕　侑生

14 272 芳山土井 82.2 照義土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BBABAB 原 雌 28.12.15 しょうふく３ 黒原1206140 第２安鶴土井 谷渕　侑生

3 246 芳山土井 79.8 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 29.01.10 ８８つるもり３ 黒2448991 第２安鶴土井 長瀬　五一

7 267 芳山土井 80.8 照一土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAAAAA 原 雌 28.12.20 つるこ 黒原1444266 第２安鶴土井 小林　寿明

195
13872-9843-1

196
13872-9618-5

189
13872-9464-8

190
13883-8832-2

191
13872-9659-8

192
13872-9694-9

193
13872-9586-7

194
13872-9587-4

183
13872-9607-9

184
13872-9604-8

185
14778-0613-3

186
13872-9295-8

187
13883-8965-7

188
13872-9566-9



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

4 210 芳悠土井 82.0 芳山土井 宍粟市一宮町能倉

      去 29.02.15 よしえ 黒2431378 照一土井 森岡　信雄

4 229 丸宮土井 81.4 福芳土井 豊岡市辻

ABAAAA 原 去 29.01.27 みろ 黒原1576333 照長土井 猪師　英三良

2 270 丸宮土井 81.2 芳悠土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 去 28.12.17 ふくみふく３ 黒原1655331 菊俊土井 新田　拡樹

2 291 茂池波 81.2 茂康波 朝来市和田山町安井

BCBBCC 去 28.11.26 やす 黒2463001 北丸土井 県北部農業技術センタ

2 266 丸宮土井 80.7 千代藤土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 去 28.12.21 あかり 黒原1627792 照長土井 高橋　本明

6 263 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 28.12.24 なかよし 黒原1528560 改 照長土井 高橋　大樹

11 260 芳悠土井 83.3 幸豊土井 養父市大屋町若杉

BBACCA 原 去 28.12.27 のりとよ 黒原1299820 改 谷美土井 高橋　本明

2 247 丸宮土井 80.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 29.01.09 ゆずる 黒2482903 菊俊土井 高橋　大樹

4 249 照忠土井 81.6 福広土井 養父市森

BABAAA 原 去 29.01.07 ふさゆき 黒原1594195 照長土井 田村　正宏

5 274 丸宮土井 80.5 照一土井 朝来市和田山町中

BABAAA 原 去 28.12.13 あつてるみ 黒原1508022 谷福土井 宮田　靖仁

8 247 丸宮土井 80.6 照一土井 朝来市和田山町野村

BABAAA 原 雌 29.01.09 みやてる８ 黒原1449862 菊俊土井 宮田　貴身仁

8 279 芳悠土井 80.2 北奥照 養父市建屋

ACBBCB 原 雌 28.12.08 おくさち 黒2309206 改 第２安鶴土井 大封　香代子

2 282 宮喜 84.0 芳悠土井 養父市八鹿町高柳

CBCBBA 原 雌 28.12.05 きよひさ 黒原1655346 菊俊土井 但馬農高

1 269 照忠土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町宮本

      雌 28.12.18 みゆき３の２ 黒原1667075 丸宮土井 寺尾　稔

207
13637-7954-1

208
13637-7887-2

209
13637-7871-1

210
13883-8283-2

201
15564-0239-3

202
15564-0237-9

203
15564-0235-5

204
15564-0147-1

205
13883-8274-0

206
13883-8465-2

197
15460-0781-2

198
13637-7630-4

199
13637-7574-1

200
08642-5856-2



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

8 276 丸宮土井 81.3 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCAAAA 原 雌 28.12.11 もりのり 黒原1369002 第２安鶴土井 森井　正彦

4 276 芳悠土井 81.1 照長土井 豊岡市但東町河本

BBBBBA 原 雌 28.12.11 ふくなが 黒原1587510 福広土井 森井　正彦

7 255 丸宮土井 80.8 福広土井 豊岡市目坂

BCABBA 原 雌 29.01.01 ひめこ１ 黒原1449796 照俊土井 谷口　正徳

9 286 丸富土井 80.4 照長土井 佐用郡佐用町横坂

BACBAA 原 去 28.12.01 はちふく 黒原1299706 谷福土井 横坂共栄農場

2 286 丸宮土井 81.4 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

BBAAAA 原 去 28.12.01 やすよし 黒2450339 光照土井 安岡　林

5 260 丸富土井 79.6 宮弘波 赤穂市鷆和

BACBBA 原 去 28.12.27 さくら 黒2388908 谷福土井 後藤　清二

6 292 丸宮土井 80.2 菊俊土井 神崎郡神河町猪篠

BBABAA 原 去 28.11.25 あすか３ 黒2388905 照菊波 藤原　孝作

2 308 丸宮土井 79.8 芳悠土井 相生市矢野町真広

      去 28.11.09 ふくひめ２ 黒2456078 菊西土井 坂本　修一

3 260 丸富土井 80.4 千代藤土井 三田市東山

CACBAA 去 28.12.27 ちよこ 黒2454130 第２鶴雪土井 岡本　鷹司

5 275 丸宮土井 80.8 福芳土井 小野市広渡町

AAAAAA 原 去 28.12.12 やすひで１の１ 黒2388891 丸博土井 前田　勇雄

2 283 千代藤土井 80.8 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AACAAA 原 雌 28.12.04 てるよし２ 黒原1624676 福芳土井 須原　芳夫

1 304 芳山土井 81.1 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

AAABAA 原 雌 28.11.13 てつしげ０８の６ 黒原1667121 福広土井 大槻　良

4 206 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市氷上町小谷

BBAAAA 原 去 29.02.19 ななひめきくの１ 黒原1592288 菊俊土井 細見　忠和

9 277 丸宮土井 83.0 福広土井 丹波市春日町棚原

BBBBBA 原 去 28.12.10 みやふく 黒原1409631 改 北本土井 山本　浩

219
15270-3885-9

220
15452-0819-7

221
13972-2687-5

222
13972-2703-2

223
13972-2773-5

224
13972-2701-8

213
13883-8190-3

214
14778-0229-6

215
14778-0236-4

216
13838-2307-1

217
13838-2308-8

218
14096-8919-3

211
13883-8138-5

212
13883-8139-2



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

5 262 芳山土井 79.2 福芳土井 丹波市市島町乙河内

AAACAA 原 去 28.12.25 うえとの１ 黒2413840 光照土井 荻野　浩

7 223 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

ABACBA 原 去 29.02.02 まつたに 黒原1459830 照俊土井 松浪　一志

5 269 照忠土井 80.4 福芳土井 篠山市黒田

BAABAA 原 雌 28.12.18 きさら 黒2360077 菊道土井 北山　清志

5 280 丸宮土井 79.1 菊俊土井 篠山市今田町市原

BAABAA 原 雌 28.12.07 ほのか 黒2410385 福芳土井 古家後　康夫

5 241 芳山土井 80.8 照一土井 篠山市曽地口

AAABAA 原 去 29.01.15 みやぎの３ 黒2396564 菊俊土井 清水　健司

3 264 芳悠土井 81.3 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA 原 去 28.12.23 ひろふく１ 黒原1605631 照長土井 村尾　賢一

5 244 芳悠土井 81.8 鶴丸土井 美方郡新温泉町塩山

CACBAA 原 去 29.01.12 ともつる 黒2391476 茂美波 山本　智明

7 233 芳山土井 81.6 照也土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 去 29.01.23 さくら 黒原1482290 福芳土井 大田　好雄

3 261 芳悠土井 80.6 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBAA 原 去 28.12.26 よしふくてる１ 黒原1605635 福広土井 森脇　雄一

2 253 芳悠土井 80.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABCBA 原 去 29.01.03 はちまる２ 黒2480525 福広土井 森脇　雄一

3 247 照忠土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 29.01.09 ななたに２ 黒原1624634 照長土井 森脇　雄一

9 295 丸明波 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACCAA 原 去 28.11.22 ひさよ 黒原1404926 照長土井 森脇　雄一

5 242 芳山土井 81.1 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 去 29.01.14 きくつるみ８の６ 黒原1559113 照長土井 対中　広芳

4 253 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAAAAA 原 去 29.01.03 みつふく５ 黒原1592055 改 鶴山土井 井上　哲也

237
13872-9717-5

238
13872-9453-2

231
13872-9328-3

232
13872-9565-2

233
13872-9315-3

234
13872-9318-4

235
13872-9622-2

236
13872-9306-1

225
15262-7230-8

226
13972-2753-7

227
15262-6275-0

228
15262-6255-2

229
15262-6279-8

230
13872-9923-0



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

7 231 芳悠土井 81.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

BBABBA 原 去 29.01.25 やすふくよし 黒原1404878 照長土井 井上　哲也

6 281 芳悠土井 79.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

BAABAA 原 去 28.12.06 あきほ７ 黒2391451 改 照長土井 西崎　武志

5 284 照忠土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABBAA 原 雌 28.12.03 ゆきとし 黒原1542169 幸豊土井 伊沢　正一

5 278 芳悠土井 78.0 丸福土井 美方郡香美町村岡区味取

BABBAA 原 雌 28.12.09 やすひで７１１ 黒2402082 改 福芳土井 西山　勝

3 277 芳山土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

BAACAA 原 雌 28.12.10 としみつ 黒2376682 第２安鶴土井 西山　勝

8 261 芳山土井 80.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

BABCBA 原 雌 28.12.26 きくひめ 黒原1404884 照長土井 西山　勝

9 244 丸宮土井 80.5 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

CBAAAA 原 雌 29.01.12 きくよ 黒原1404827 谷福土井 淀　貴至

7 281 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAACBA 原 雌 28.12.06 やえうめ 黒原1482210 高 谷福土井 今井　正人

4 254 丸明波 79.6 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 29.01.02 たかこ 黒2439217 福広土井 中井　勝

5 292 照忠土井 79.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 雌 28.11.25 てるよ 黒2413825 照長土井 尾崎　栄太郎

7 300 丸宮土井 80.4 菊宮土井 宍粟市波賀町道谷

CCAAAB 雌 28.11.17 ゆきみ 黒2329917 安幸土井 岸本　章弘

6 244 照忠土井 81.5 菊宮土井 豊岡市中郷

AAABAB 去 29.01.12 みやこ 黒原1449962 北宮波 新田　義孝

9 245 芳悠土井 80.3 照俊土井 豊岡市引野

ABABBA 原 去 29.01.11 ますてるこ 黒2294590 安幸土井 竹村　清志

14 268 千代藤土井 80.6 谷福土井 朝来市神子畑

BACBBA 原 去 28.12.19 かつみ３ 黒原1129076 菊照土井 仙賀　隆文

249
15415-0806-2

250
13637-7576-5

251
15564-0962-0

252
13637-8030-1

243
13872-9505-8

244
13872-9502-7

245
13872-9520-1

246
13872-9482-2

247
13872-9801-1

248
13872-9322-1

239
13872-9456-3

240
13883-9030-1

241
13872-9342-9

242
13872-9506-5



雌： 121 雄： 去： 144 合計 265
入場 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

平成29年9月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

5 282 千代藤土井 80.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA 原 去 28.12.05 とい 黒原1369042 第２安鶴土井 上垣　康成

4 244 丸宮土井 82.7 福芳土井 養父市養父市場

BBAABA 原 去 29.01.12 ふくみ 黒原1576337 照長土井 吉村　英之

5 244 丸宮土井 80.5 福広土井 養父市森

BBAAAA 原 去 29.01.12 まきふく 黒原1561882 菊宮土井 田村　正宏

9 272 芳山土井 79.0 照明土井 養父市建屋

AAABAB 去 28.12.15 うめこ２ 黒2174560 菊安土井 大封　健太

5 275 丸若土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

      原 去 28.12.12 はなよし 黒原1489222 照長土井 岩花　玉男

4 246 丸宮土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 29.01.10 のぞむ４ 黒原1594204 照長土井 高橋　副武

8 218 千代藤土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町若杉

AABBAA 原 雌 29.02.07 たみこ 黒原1331091 幸豊土井 高橋　副武

2 216 芳悠土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      雌 29.02.09 まさふゆ 黒原1655360 菊西土井 高橋　副武

1 237 丸典土井 81.0 千代藤土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 29.01.19 みちのく 黒原1627799 福芳土井 高橋　副武

4 245 芳悠土井 83.4 宮奥城 豊岡市目坂

AABBBA 原 雌 29.01.11 ふくみや 黒原1561852 育改 福俊土井 谷口　正徳

1 277 照忠土井 80.7 芳山土井 豊岡市出石町暮坂

BAAAAA 原 雌 28.12.10 よしつき 黒2482873 菊俊土井 旗谷　仁志

7 268 照忠土井 80.1 福俊土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAB 原 雌 28.12.19 まゆ 黒原1409432 菊安土井 小牧　伸典

1 282 芳山土井 79.3 宮菊城 朝来市和田山町安井

AAABAA 原 雌 28.12.05 そば 黒2497056 谷石土井 県北部農業技術センタ

264
13883-8064-7

265
08642-5857-9

261
15564-0232-4

262
13883-8191-0

263
13883-8162-0

255
13883-8275-7

256
13637-7888-9

257
13883-8412-6

258
15564-0145-7

259
15564-0150-1

260
15564-0240-9

253
13883-8328-0

254
13883-8430-0


