
雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

7 244 丸宮土井 80.7 照一土井 多可郡多可町八千代区中野間

BAAAAA 原 去 04.06.09 かすみ 黒2452230 照長土井 有田　覚

1 279 藤彦土井 79.8 芳山土井 ET産子 三田市西野上

AABCCB 去 04.05.05 ぷれじぃる１８９ 黒2674451 光照土井 (有)日向牧場

8 279 照立土井 82.0 芳山土井 神戸市北区淡河町神田

ABACBA 原 去 04.05.05 みつひめ２の８ 黒2426324 照長土井 奥下　均

6 268 丸若土井 78.8 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 04.05.16 よしみ 黒2524096 菊俊土井 妻鹿　亮輔

5 293 芳山土井 79.5 丸宮土井 小野市河合西町

BAABAA 原 去 04.04.21 まるこ 黒2561130 芳悠土井 堀井　光仁

12 279 丸若土井 79.2 菊宮土井 小野市長尾町

BAAAAB 原 雌 04.05.05 おかあいこ２ 黒2319441 福芳土井 岡田　勇治

7 253 忠味土井 81.0 丸富土井 加古川市平岡町新在家

BACBAA 原 雌 04.05.31 くにしげやす９ 黒2480603 茂美波 兵庫県立農業高等学校

2 264 忠味土井 80.4 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

BAABAA 原 去 04.05.20 まるやす 黒2608021 芳山土井 ひょうたん農場㈱

3 296 山伸土井 81.4 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

AABAAA 原 去 04.04.18 ふみまる 黒原1772078 福芳土井 田川　良一

13 273 丸若土井 82.2 福俊土井 丹波市氷上町横田

BAAAAB 去 04.05.11 こはま 黒原1336559 改 照長土井 足立　和人

8 290 丸若土井 81.4 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA 原 去 04.04.24 まさみや 黒原1610925 改 谷美土井 上田　真吾

4 254 丸池土井 81.2 照忠土井 丹波市市島町喜多

CACBAA 原 雌 04.05.30 ただの 黒原1740405 茂広波 西山　進

2 281 丸若土井 81.3 照忠土井 丹波市春日町野上野

BAAAAA 原 雌 04.05.03 よしやす 黒原1804458 丸宮土井 杉本　政雄

3 258 丸池土井 80.0 照忠土井 丹波市市島町下竹田

      雌 04.05.26 みつやてる 黒2653127 芳悠土井 ㈱丹波農商
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令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 282 丸若土井 79.4 福芳土井 丹波篠山市今田町市原

AAACBA 原 去 04.05.02 てるみや１１ 黒2410388 菊俊土井 古家後　康夫

4 278 藤彦土井 81.0 丸宮土井 美方郡香美町香住区三谷

AABCCA 原 去 04.05.06 よしみや 黒原1740211 福広土井 清水　容和

8 279 照和土井 80.4 照忠土井 美方郡香美町村岡区萩山

CACAAB 去 04.05.05 てるひめ 黒原1605608 谷福土井 西村　忠一

5 273 山伸土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

AABAAA 原 去 04.05.11 ゆきこ６の１６ 黒2554408 福芳土井 村岡アグリファーム㈱

2 271 丸明波 80.5 忠味土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACBAA 原 去 04.05.13 ひめか 黒2683793 照忠土井 森脇　薫明

15 261 山伸土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACAAA 去 04.05.23 ちよひめ 黒原1368832 照長土井 森脇　薫明

1 283 丸明波 83.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACBAA 原 去 04.05.01 やすふくひめ２ 黒原1841649 照忠土井 森脇　芙紗

1 282 丸明波 81.3 茂貴波 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.05.02 おおまちの１ 黒原1841648 照忠土井 森脇　雄一

2 276 山伸土井 83.1 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

AABAAA 原 去 04.05.08 たまふく 黒原1804315 福芳土井 村尾　賢一

2 271 照忠土井 81.0 山伸土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 去 04.05.13 かねのぶ 黒原1804318 菊俊土井 中井　丈文

11 250 山伸土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

ABCCCB 去 04.06.03 てるみ 黒原1524506 改 照長土井 田中　栄一

4 258 茂和美波 81.3 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

BABBAA 原 雌 04.05.26 さちかよし 黒原1740208 照忠土井 小林　一樹

12 264 忠味土井 81.1 丸福土井 美方郡香美町村岡区境

CBCCBA 原 雌 04.05.20 おふく 黒原1501780 改 菊俊土井 田中　一馬

4 276 丸明波 81.7 芳悠土井 異性複数産子 美方郡香美町村岡区長瀬

      雌 04.05.08 おふく３ 黒原1772005 福芳土井 その他 谷渕　侑生
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雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 265 芳悠土井 80.1 丸福土井 美方郡香美町村岡区和池

CBCBBA 原 雌 04.05.19 ふくこ６ 黒2594427 福芳土井 西崎　武志

9 266 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BABCAA 原 雌 04.05.18 ひでひさ１２ 黒2442910 菊俊土井 淀　貴至

4 272 丸若土井 82.3 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA 原 去 04.05.12 まなみ 黒2561147 照長土井 岸本　章弘

3 270 丸池土井 80.3 照忠土井 宍粟市波賀町道谷

CACBAA 原 去 04.05.14 わかな 黒2634539 福芳土井 岸本　章弘

6 248 照和土井 83.0 芳悠土井 宍粟市一宮町能倉

AABAAA 原 去 04.06.05 ひさえ 黒2510289 照一土井 森岡　信雄

1 259 丸若土井 79.0 宮菊城 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 去 04.05.25 てるみや 黒2753289 菊俊土井 森井　正伸

1 255 照和土井 81.0 丸若土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 去 04.05.29 たけわか 黒原1841709 菊俊土井 森井　正伸

6 284 丸若土井 80.6 丸富土井 豊岡市中郷

BAABAA 原 去 04.04.30 ふくゆり 黒2531378 芳山土井 新田　拡樹

2 277 北喜奥 80.0 茂初波 朝来市和田山町安井

      去 04.05.07 しげみ 黒2694971 茂和美波 県北部農業技術センタ

4 273 忠味土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 去 04.05.11 みゆき５の２ 黒原1709858 芳山土井 岩花　希

1 273 忠味土井 81.1 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BBBBBA 原 去 04.05.11 りつみひさ 黒原1841736 菊俊土井 岩花　進

7 269 丸春土井 82.2 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

BBBBBA 原 去 04.05.15 るみや１ 黒原1655354 高改 丸宮土井 岩花　希

1 265 照和土井 80.1 丸春土井 朝来市岩津

      去 04.05.19 にしがき８ 黒2704042 照忠土井 西垣　篤志

5 244 忠味土井 81.3 芳悠土井 朝来市和田山町野村

BABBAA 原 去 04.06.09 あさみ１５ 黒原1692361 光照土井 宮田　貴身仁
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雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 266 藤彦土井 81.4 照美土井 朝来市和田山町中

AABCCA 原 雌 04.05.18 いけだ１ 黒原1655366 丸宮土井 宮田　靖仁

9 274 丸池土井 80.0 芳山土井 豊岡市目坂

BABBAA 原 雌 04.05.10 きんぼたん 黒原1561853 照明土井 谷口　正徳

1 256 丸若土井 80.6 宮菊城 養父市大屋町若杉

      雌 04.05.28 うみえ２ 黒2735305 照忠土井 高橋　大樹

2 269 丸池土井 81.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACAAA 原 雌 04.05.15 かめの 黒原1806628 丸宮土井 高橋　副武

5 277 丸若土井 81.1 照忠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 04.05.07 みちまる 黒原1709830 福芳土井 高橋　潤也

4 286 忠味土井 81.0 丸若土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 04.04.28 ひとみ２ 黒原1743128 芳悠土井 高橋　潤也

4 280 藤彦土井 80.4 丸宮土井 乳頭異常 養父市大屋町宮本

      雌 04.05.04 つつじ１ 黒2598896 芳悠土井 その他 寺尾　智也

5 247 丸春土井 80.8 芳悠土井 兵庫県赤穂市鷏和

BACBBA 原 去 04.06.06 ひさゆ 黒2570843 菊優土井 後藤　那由太

3 314 丸池土井 80.3 照忠土井 宍粟市山崎町葛根

CABAAA 原 去 04.03.31 さゆり３ 黒2645413 菊俊土井 谷口　信幸

7 244 丸池土井 82.8 芳悠土井 佐用郡佐用町佐用

CABBAA 原 去 04.06.09 はな 黒2485556 菊宮土井 兵庫県立佐用高等学校

4 248 山伸土井 81.6 芳悠土井 多可郡多可町八千代区中野間

      去 04.06.05 てるみ 黒2608036 丸宮土井 有田　覚

1 270 丸若土井 81.4 奥虎 三田市下内神

      雌 04.05.14 のぎく 黒2745851 千代藤土井 円丁　一良

5 263 丸若土井 80.8 千代藤土井 神戸市北区淡河町神田

AAABAA 原 雌 04.05.21 ちよみつひめ 黒2547209 芳山土井 奥下　均

4 261 藤彦土井 80.2 芳悠土井 三田市上内神

AABCCA 原 雌 04.05.23 はつねひめ７ 黒2598950 照一土井 蓬莱　光雄
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雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 278 丸若土井 80.8 千代藤土井 三田市沢谷

BABBAA 原 雌 04.05.06 やすちよ２９ 黒2598958 福広土井 妻鹿　亮輔

1 284 丸池土井 81.0 芳悠土井 小野市河合西町

      雌 04.04.30 みちひさ 黒2739578 千代藤土井 堀井　光仁

6 245 忠味土井 81.0 芳山土井 加古川市平岡町新在家

AAABBB 原 雌 04.06.08 くにひでくに５ 黒2488368 福芳土井 兵庫県立農業高等学校

6 242 藤彦土井 80.5 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AAACCA 原 去 04.06.11 ごいちよ 黒2526533 福芳土井 足立　尚之

1 258 藤彦土井 81.0 丸春土井 丹波市市島町中竹田

      去 04.05.26 ふくたに２ 黒原1849713 芳山土井 ひょうたん農場㈱

10 267 丸若土井 80.3 丸宮土井 丹波市市島町喜多

AAAAAB 去 04.05.17 ゆうこ 黒原1535106 福芳土井 西山　進

3 268 丸若土井 82.6 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 雌 04.05.16 ひめさかえ 黒原1772060 照一土井 上田　真吾

5 277 丸若土井 81.8 芳悠土井 丹波市市島町北奥

BAABAA 原 雌 04.05.07 みやふくひめ３ 黒原1718133 高 菊俊土井 大槻　英樹

2 258 藤彦土井 81.3 照和土井 丹波市市島町下竹田

AABCCA 原 雌 04.05.26 くにしげふく４３ 黒原1804452 丸宮土井 ㈱丹波農商

7 280 丸若土井 82.4 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

BAABAA 原 雌 04.05.04 きみ 黒原1653971 菊俊土井 田川　良一

3 263 照和土井 81.3 芳悠土井 丹波篠山市小多田

      去 04.05.21 さかえまる 黒2638189 丸宮土井 松本　登喜雄

2 255 忠味土井 80.7 山伸土井 美方郡新温泉町井土

BABBAA 原 去 04.05.29 やまおじろ 黒2683812 福芳土井 岸　洋志

6 258 茂貴波 81.5 茂初波 美方郡新温泉町丹土

      去 04.05.26 きくしげ 黒原1653825 改 福芳土井 県立但馬牧場公園

9 287 照忠土井 80.8 丸富土井 美方郡新温泉町中辻

BABBAA 原 去 04.04.27 みゆき５ 黒原1559120 改 照長土井 高美　萬喜子
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雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 279 照和土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

      去 04.05.05 まりなにしき 黒原1841681 照忠土井 中井　崇泰

8 239 芳悠土井 80.8 丸富土井 美方郡香美町小代区佐坊

BCCBCA 去 04.06.14 まちとみ 黒原1624655 高改 菊俊土井 本上　純也

11 261 忠味土井 80.6 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABCAA 去 04.05.23 おおみぞ８の１ 黒原1482226 高改 谷福土井 井上　哲也

1 273 忠味土井 81.7 茂貴波 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.05.11 おじろひめ 黒原1841650 丸明波 森脇　雄一

1 268 丸明波 81.1 茂貴波 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.05.16 はちみつ２ 黒2735216 照忠土井 森脇　雄一

9 256 忠味土井 80.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 04.05.28 てるやま 黒原1592071 照長土井 森脇　雄一

7 245 芳悠土井 82.6 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBCBCA 原 去 04.06.08 ゆきひめ６の１ 黒原1653811 福芳土井 森脇　雄一

10 266 山伸土井 79.8 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACAAB 原 雌 04.05.18 ７０てるつる 黒2413817 谷福土井 長瀬　五一

4 258 山伸土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町村岡区味取

BACAAA 原 雌 04.05.26 ふたよ 黒原1740194 菊安土井 阿瀬　稔

12 264 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BAABAB 原 雌 04.05.20 さざなみ２の１ 黒原1444281 照長土井 谷渕　侑生

11 263 丸明波 80.4 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

CACBAA 原 雌 04.05.21 てるしげよし 黒2363015 改 茂美波 谷渕　侑生

1 274 照和土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町小代区東垣

BBBABA 原 雌 04.05.10 おじろみかた２ 黒原1841663 照一土井 中村　健治

5 268 照和土井 79.6 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BBCBBB 原 雌 04.05.16 はなふく２ 黒2554438 改 照長土井 村尾　賢一

1 289 悠前土井 82.0 藤彦土井 宍粟市波賀町道谷

      去 04.04.25 こゆみ 黒2727038 丸若土井 岸本　壮弘
84

16091-1279-8

81
15423-3360-1

82
15025-2344-8

83
15423-4518-5

78
15025-2585-5

79
15423-4564-2

80
15423-3355-7

75
15423-4408-9

76
15423-4410-2

77
15423-4416-4

72
15423-3199-7

73
15423-3425-7

74
15423-4395-2

71
15423-3486-8



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 288 藤彦土井 80.8 芳山土井 宍粟市千種町黒土

AAACBA 原 雌 04.04.26 しげよし 黒2739566 丸宮土井 金本　清実

4 233 照和土井 81.5 芳悠土井 豊岡市日高町知見

ABBABA 原 去 04.06.20 やまいち 黒原1743096 丸宮土井 山崎　豊志

6 246 丸池土井 80.0 照忠土井 豊岡市九日市中町

BABBAA 原 去 04.06.07 みさふく 黒2554458 福芳土井 谷山　道洋

10 242 丸若土井 81.2 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 去 04.06.11 けいこ 黒原1561866 高育 谷福土井 小牧　伸典

6 243 丸池土井 81.5 芳悠土井 豊岡市出石町暮坂

CACBAA 原 去 04.06.10 くにわか 黒原1692351 改 鶴山土井 旗谷　仁志

5 283 忠味土井 81.1 丸典土井 同性複数産子 養父市大屋町若杉

CABAAA 原 去 04.05.01 ひじり 黒原1709823 菊俊土井 高橋　潤也

2 278 茂和美波 80.7 照忠土井 養父市大屋町若杉

      去 04.05.06 ほりみや３ 黒2687560 丸宮土井 高橋　潤也

8 274 丸池土井 81.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACCBA 去 04.05.10 ひさの 黒原1627779 幸豊土井 高橋　大樹

2 286 忠味土井 80.1 千代藤土井 養父市大屋町若杉

      去 04.04.28 としなみ 黒2687570 丸若土井 高橋　副武

5 253 丸池土井 81.3 芳山土井 養父市森

BABCAA 原 去 04.05.31 ふくむすめ 黒原1709839 菊俊土井 田村　正宏

1 273 丸若土井 82.5 丸春土井 養父市大屋町大屋市場

      雌 04.05.11 さかえ２１２ 黒2735320 照忠土井 岩花　進

2 271 丸池土井 80.6 宮菊城 養父市大屋町大屋市場

      雌 04.05.13 ひめきく 黒2687551 芳悠土井 岩花　進

2 286 藤彦土井 81.1 丸池土井 養父市大屋町蔵垣

AABCBA 原 雌 04.04.28 みないけ 黒原1806625 菊俊土井 上垣　勇吾

4 291 北喜奥 79.7 忠隆土井 朝来市和田山町安井

      原 雌 04.04.23 たかふく 黒2594456 茂広波 県北部農業技術センタ

96
15423-4233-7

97
15025-3145-0

98
08727-6628-8

93
15423-3841-5

94
15423-4254-2

95
15423-4230-6

90
15423-3843-9

91
15423-3850-7

92
15423-3852-1

87
15423-3885-9

88
16450-1358-5

89
16450-1565-7

85
16091-1300-9

86
15025-2748-4



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 272 丸若土井 81.1 照一土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 雌 04.05.12 つつじ５ 黒原1608712 高 福広土井 新田　義孝

1 269 丸春土井 82.2 芳悠土井 豊岡市但東町河本

BABBAA 原 雌 04.05.15 ぼたん１の１ 黒原1841708 照忠土井 森井　正伸

2 269 丸若土井 80.0 照立土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 雌 04.05.15 ぼたん３の３ 黒2687540 丸宮土井 森井　正伸

3 250 照和土井 82.0 丸池土井 佐用郡佐用町平谷

BACBAA 原 去 04.06.03 みつおか 黒2634487 光照土井 安岡　美津子

10 288 丸若土井 82.1 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

BAAAAB 去 04.04.26 きく 黒2376702 照長土井 杉田　真人

3 262 照忠土井 81.0 丸宮土井 兵庫県赤穂市鷏和

CABAAA 去 04.05.22 さくら２の２ 黒2621833 宮弘波 後藤　那由太

9 255 丸春土井 80.7 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

CBCCCA 原 去 04.05.29 よしひめ 黒2424421 北宮波 有田　覚

6 262 藤彦土井 80.2 芳山土井 三田市上内神

AABCCA 原 去 04.05.22 さえこ 黒2497041 菊西土井 蓬莱　光雄

6 260 宮菊城 79.6 芳悠土井 三田市ゆりのき台

BAABAA 原 去 04.05.24 ひさこ 黒2517169 丸福土井 岡本　光史

1 288 藤彦土井 81.0 芳山土井 三田市上内神

AABCCA 原 去 04.04.26 きくつるみの１５ 黒2723493 丸富土井 蓬莱　宣俊

6 267 丸若土井 79.2 菊毬土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 04.05.17 きくみまり 黒2517158 照長土井 妻鹿　亮輔

6 269 藤彦土井 80.1 芳悠土井 小野市長尾町

AABCBA 原 雌 04.05.15 おかほたる４ 黒2493619 福俊土井 岡田　輝泰

5 266 芳悠土井 81.2 丸宮土井 小野市昭和町

BCBBCA 原 去 04.05.18 ゆみきたまる２ 黒2549560 北宮波 藤本　佳大

5 269 山伸土井 80.1 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

AACABB 去 04.05.15 みやよし 黒2496971 北宮波 上田　晴世

111
15618-1434-1

112
14228-5569-8

108
14192-0033-3

109
16519-0431-0

110
15618-1452-5

105
16679-4050-0

106
16368-9903-7

107
16553-4011-4

102
13737-3284-0

103
13737-3353-3

104
13737-3349-6

99
15423-3947-4

100
15423-4004-3

101
15423-4005-0



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 252 照和土井 81.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

BABAAB 去 04.06.01 まるみや 黒原1559161 福広土井 足立　尚之

2 246 丸池土井 80.8 照忠土井 丹波市市島町下竹田

BABBAA 原 去 04.06.07 さちふく 黒2662647 福芳土井 ㈱丹波農商

4 279 丸若土井 81.6 芳悠土井 丹波市市島町中竹田

AAABAA 原 雌 04.05.05 ひさてる 黒原1782420 照一土井 ひょうたん農場㈱

3 279 丸若土井 81.8 芳悠土井 丹波市市島町中竹田

      雌 04.05.05 ひさとみふく２ 黒原1772063 丸富土井 ひょうたん農場㈱

1 284 丸若土井 82.4 芳悠土井 丹波市春日町棚原

AAABAA 原 雌 04.04.30 まみこのこ 黒原1838752 照長土井 山本　智

3 283 丸若土井 81.0 芳悠土井 丹波市市島町乙河内

      雌 04.05.01 ちえまさひめ 黒原1782425 鶴神土井 荻野　浩

3 274 丸春土井 80.8 千代藤土井 丹波篠山市今田町市原

BABBBA 原 去 04.05.10 まよ 黒2650256 福芳土井 古家後　康夫

4 268 丸若土井 83.6 芳悠土井 同性複数産子 美方郡香美町香住区丹生地

      去 04.05.16 ぼたん８の２ 黒2594432 福芳土井 淀　貴至

5 268 丸若土井 83.6 芳悠土井 同性複数産子 美方郡香美町香住区丹生地

      去 04.05.16 ぼたん８の２ 黒2594432 福芳土井 淀　貴至

6 253 丸明波 80.0 芳山土井 内股異毛色 美方郡香美町村岡区和池

      去 04.05.31 ちよ３ 黒2514913 照長土井 その他 西崎　武志

10 254 忠味土井 79.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBAA 原 去 04.05.30 ひでなが１ 黒2363013 照長土井 村岡アグリファーム㈱

1 264 山伸土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区境

AABAAA 原 去 04.05.20 みつゆきてる 黒原1841656 芳悠土井 田中　一馬

12 255 富智土井 79.7 照也土井 美方郡香美町小代区秋岡

CACAAA 去 04.05.29 たまふく 黒2363021 改 照長土井 今井　正人

6 233 照忠土井 81.2 芳悠土井 美方郡新温泉町岸田

BABAAA 原 去 04.06.20 てるよし 黒原1679917 高育 鶴丸土井 田中　孝広
126

15423-4555-0

123
15423-3327-4

124
15423-4577-2

125
15423-3364-9

120
15423-4528-4

121
15423-4529-1

122
15025-1908-3

117
14228-5571-1

118
14228-5440-0

119
16558-7108-3

114
14228-5559-9

115
14228-5483-7

116
14228-5486-8

113
14228-5586-5



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 278 悠森土井 80.0 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

      原 去 04.05.06 まるあきただ 黒2612158 照忠土井 中井　のり子

13 248 照和土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

BCBCCB 去 04.06.05 ゆきつる 黒原1444354 改 谷福土井 西　幸正

1 230 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

BAABAA 原 去 04.06.23 ふくにしき３ 黒原1841695 芳悠土井 中村　文吾

6 255 忠味土井 81.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

CACBAB 雌 04.05.29 たけの８の３ 黒原1605626 照広土井 県立但馬牧場公園

3 265 山伸土井 81.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACAAB 原 雌 04.05.19 １１６きくもり７ 黒2612142 第２安鶴土井 長瀬　五一

1 287 丸明波 80.0 忠味土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABCAA 原 雌 04.04.27 ひろみ２ 黒2735217 芳山土井 森脇　雄一

4 284 丸明波 79.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABBAA 原 雌 04.04.30 たかとら２ 黒2594410 芳山土井 森脇　雄一

4 298 悠森土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 04.04.16 なでしこ 黒2570807 福芳土井 森脇　薫明

4 281 忠味土井 80.8 芳悠土井 美方郡香美町香住区三谷

BABBAA 原 雌 04.05.03 さかえ 黒2514930 照長土井 清水　容和

1 275 芳悠土井 80.3 照忠土井 宍粟市波賀町道谷

BABAAA 原 去 04.05.09 ただふく 黒2727036 丸宮土井 岸本　壮弘

5 279 照忠土井 80.3 北丸土井 宍粟市一宮町上岸田

CAABAB 去 04.05.05 きたふくみ 黒2388902 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

7 276 芳悠土井 79.4 丸富土井 宍粟市一宮町上岸田

BBCCCA 原 去 04.05.08 まるふくみ 黒2461437 光照土井 大封アグリ　一宮牧場

3 286 北喜奥 79.7 芳悠土井 朝来市和田山町安井

      原 去 04.04.28 ゆききく８の２ 黒2634522 丸宮土井 県北部農業技術センタ

12 259 丸春土井 80.7 菊俊土井 豊岡市出石町坪口

CBBCBA 去 04.05.25 よしひめ 黒原1489153 照長土井 坂本　孝行

138
16226-1245-9

139
08727-6631-8

140
15423-4274-0

135
15423-4540-6

136
16091-1284-2

137
16226-1244-2

132
15025-2488-9

133
15025-2492-6

134
15423-4397-6

129
16576-4717-4

130
15423-4536-9

131
15025-2586-2

127
15423-3488-2

128
15423-4474-4



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 286 丸若土井 80.0 宮菊城 豊岡市目坂

AAABAA 原 去 04.04.28 ゆりか４ 黒2642248 改 菊俊土井 谷口　正徳

8 255 藤彦土井 81.2 丸福土井 朝来市岩津

AABCBA 原 去 04.05.29 おふく１３の３ 黒原1524503 福芳土井 西垣　篤志

3 273 丸池土井 79.1 芳山土井 養父市大屋町宮本

CABBAA 原 去 04.05.11 あきほ６の２の１ 黒2519077 丸宮土井 寺尾　智也

1 284 丸池土井 81.4 照忠土井 養父市大屋町宮本

CABAAA 原 去 04.04.30 第２ふくのはな 黒原1841738 丸宮土井 寺尾　智也

1 286 忠味土井 81.5 丸池土井 養父市大屋町若杉

      去 04.04.28 るみてら 黒2735302 照忠土井 高橋　大樹

3 301 忠味土井 79.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 04.04.13 しらい 黒2642270 芳山土井 高橋　副武

1 300 忠味土井 83.0 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 04.04.14 つるきみ 黒2735304 丸宮土井 高橋　大樹

2 288 忠味土井 81.1 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 04.04.26 ゆめとき３ 黒原1806629 丸宮土井 高橋　副武

8 259 丸若土井 80.5 芳悠土井 朝来市和田山町野村

AAABAA 原 雌 04.05.25 ひさふくこ１３ 黒原1627808 照明土井 宮田　貴身仁

6 268 藤彦土井 80.2 丸宮土井 朝来市和田山町中

AABCCA 原 雌 04.05.16 きよみや１ 黒2482909 改 福俊土井 宮田　靖仁

1 280 照立土井 81.6 丸若土井 朝来市和田山町土田

ABABBA 原 雌 04.05.04 よしわか 黒2735346 福芳土井 川見　和秀

3 284 北喜奥 78.2 丸宮土井 朝来市和田山町安井

      雌 04.04.30 みやみふく 黒2621803 谷石土井 県北部農業技術センタ

4 272 照和土井 80.5 丸富土井 豊岡市九日市中町

ABBBBA 原 雌 04.05.12 ぷれじぃる１１１ 黒2574992 芳悠土井 谷山　道洋

2 241 宮菊城 80.3 丸宮土井 養父市八鹿町高柳

AAAAAA 原 雌 04.06.12 ひめまる 黒2681230 芳山土井 但馬農高

153
15423-3883-5

154
16450-1104-8

150
15423-4075-3

151
13771-9584-9

152
08727-6632-5

147
15423-3827-9

148
15423-3840-8

149
15025-2851-1

144
15025-2729-3

145
15423-3846-0

146
15423-3833-0

141
15025-3114-6

142
15423-4292-4

143
15025-2732-3



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 274 山伸土井 80.8 丸富土井 宍粟市山崎町葛根

AACAAB 原 雌 04.05.10 ぷれじぃる８３ 黒2543030 菊波土井 杉田　真人

2 266 丸池土井 82.5 芳悠土井 佐用郡佐用町平谷

CACBAA 原 雌 04.05.18 てるよしの３ 黒2691118 菊西土井 安岡　林

5 274 丸宮土井 81.1 芳悠土井 多可郡多可町八千代区中野間

CCBABA 原 雌 04.05.10 たかひめ 黒2491619 宮弘波 有田　覚

2 257 丸若土井 81.1 照和土井 三田市上内神

AAAAAA 原 去 04.05.27 しめの３ 黒2687598 菊西土井 蓬莱　宣俊

11 252 丸若土井 81.0 福俊土井 三田市長坂

BABAAA 原 去 04.06.01 てるふく 黒原1423344 照長土井 吉本　大佑

5 263 藤彦土井 79.7 丸宮土井 三田市沢谷

AAACBA 原 去 04.05.21 まりみや 黒2524093 芳山土井 妻鹿　亮輔

1 236 藤彦土井 80.2 丸宮土井 小野市長尾町

AABCBA 原 去 04.06.17 おかさかえ８の２ 黒2751435 千代藤土井 岡田　輝泰

3 264 芳悠土井 80.5 千代藤土井 小野市昭和町

AACBBA 原 去 04.05.20 みどり 黒2634505 丸富土井 藤本　幹泰

3 258 丸春土井 82.6 芳悠土井 丹波市青垣町檜倉

CCCBCA 去 04.05.26 はるひさ 黒2638205 鶴味土井 足立　尚之

2 283 山伸土井 81.0 丸宮土井 丹波市春日町野上野

BABAAA 原 去 04.05.01 みやすみれ 黒原1804459 菊俊土井 水原　彩子

9 299 丸若土井 79.8 福芳土井 丹波市氷上町油利

AAABAB 去 04.04.15 みやひろなみ３ 黒2413838 福広土井 山本　定夫

2 251 丸池土井 81.5 千代藤土井 丹波市市島町下竹田

CACAAA 原 去 04.06.02 あかふじ 黒原1814844 丸宮土井 ㈱丹波農商

1 279 忠味土井 82.0 丸春土井 丹波市市島町中竹田

CABBAA 原 雌 04.05.05 はるみつ 黒原1838737 福芳土井 ひょうたん農場㈱

3 293 丸若土井 80.7 芳山土井 丹波市市島町乙河内

AAAAAA 原 雌 04.04.21 ひめ３ 黒2638211 照忠土井 荻野　浩
168

14228-5439-4

165
14228-5535-3

166
14228-5561-2

167
14228-5484-4

162
15618-1435-8

163
14228-5583-4

164
14228-5562-9

159
14427-0020-6

160
16519-0432-7

161
15618-1453-2

156
13737-3282-6

157
16679-4048-7

158
16725-0072-0

155
13939-3555-9



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 270 丸若土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BAABAA 原 雌 04.05.14 ななみ 黒原1624691 菊俊土井 上田　真吾

3 292 丸池土井 82.6 芳悠土井 丹波篠山市曽地口

CACBAA 原 雌 04.04.22 とみこひめ 黒2638192 丸富土井 清水　健司

2 283 照和土井 80.8 芳悠土井 佐用郡産 丹波篠山市今田町今田新田

AAABBA 原 去 04.05.01 まさぎく 黒2681200 菊俊土井 波多野　省三

5 257 忠味土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町浜坂

BABBAA 原 去 04.05.27 まる 黒原1709641 菊俊土井 渡邊　大直

8 279 富亀土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

BBCCCA 原 去 04.05.05 ありさ 黒原1624563 改 菊俊土井 高美　治

5 242 山伸土井 84.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AABAAA 原 去 04.06.11 ふくとみ２ 黒原1709630 高 丸富土井 村尾　賢一

8 261 照和土井 80.3 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 04.05.23 ふくよし 黒2461428 高 菊俊土井 中井　のり子

7 238 山伸土井 80.5 丸富土井 美方郡新温泉町岸田

BACAAA 原 去 04.06.15 かねまる 黒原1624590 改 鶴山土井 田中　孝広

3 276 丸明波 81.7 芳悠土井 異性複数産子 美方郡香美町村岡区長瀬

BACCBA 原 去 04.05.08 おふく３ 黒原1772005 福芳土井 谷渕　侑生

6 270 山長土井 80.5 菊西土井 美方郡香美町村岡区味取

CBCCBC 去 04.05.14 はるき 黒2531323 谷福土井 阿瀬　稔

5 250 忠味土井 81.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAABAA 原 去 04.06.03 おふく１０の３ 黒原1692286 福芳土井 井上　哲也

2 266 山伸土井 79.1 照忠土井 美方郡香美町村岡区萩山

BACAAA 原 去 04.05.18 なつ 黒2683784 鶴神土井 田中　稔

12 253 丸明波 80.0 照長土井 美方郡香美町村岡区和池

CBCBBA 去 04.05.31 てるひで３ 黒原1463993 福芳土井 西崎　武志

9 264 悠森土井 81.4 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 04.05.20 ふくみ７の７ 黒2433938 第２照久土井 森脇　薫明

180
15423-3581-0

181
15025-1907-6

182
15423-4407-2

177
15423-4465-2

178
16450-0600-6

179
15423-3428-8

174
15423-4523-9

175
15423-3490-5

176
15423-4554-3

171
13737-3281-9

172
15423-4619-9

173
15025-2642-5

169
14228-5568-1

170
16558-7091-8



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

15 259 丸明波 81.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBBCCB 原 雌 04.05.25 たかとよ３ 黒原1331203 第２安鶴土井 森脇　雄一

4 272 照和土井 80.4 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

AABBBA 原 雌 04.05.12 さちひさ 黒2584513 菊俊土井 田中　一馬

2 252 丸明波 81.4 照和土井 美方郡香美町小代区東垣

BACBBA 原 雌 04.06.01 みやまづる 黒原1804293 芳悠土井 中村　まゆみ

1 276 丸春土井 83.0 喜貴 美方郡香美町香住区丹生地

CBBAAA 原 雌 04.05.08 よしたか 黒原1841670 丸宮土井 淀　貴至

1 287 丸若土井 79.4 芳悠土井 宍粟市千種町黒土

BAAAAA 原 雌 04.04.27 つるの 黒2739565 鶴山土井 金本　清実

10 270 丸池土井 80.4 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

CACBAA 去 04.05.14 てるたに 黒2369436 北宮波 大封アグリ　一宮牧場

6 297 丸若土井 80.7 照美土井 宍粟市一宮町安積

BBABBB 去 04.04.17 てるたき 黒2463002 菊俊土井 上畑　光

3 255 丸若土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 04.05.29 たつひめ４の１ 黒2642285 丸宮土井 岩花　進

5 252 照立土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

ABABBA 原 去 04.06.01 つねふじ１の４ 黒原1709833 高 福芳土井 岩花　希

4 251 丸若土井 81.8 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

AAABAA 原 去 04.06.02 あいまるよし 黒原1725517 高 宮弘波 岩花　希

4 243 丸若土井 81.1 千代藤土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 04.06.10 ほしなみ 黒2554625 丸富土井 高橋　潤也

2 264 忠味土井 80.0 宮菊城 養父市大屋町若杉

      去 04.05.20 みきてる１ 黒2687574 照忠土井 高橋　潤也

2 267 忠味土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 04.05.17 なかなか 黒2657176 丸宮土井 高橋　大樹

3 243 忠味土井 80.8 丸池土井 朝来市和田山町野村

BABBAA 原 去 04.06.10 いけよしの１８ 黒2642345 照一土井 宮田　貴身仁

195
15423-3853-8

196
15025-2854-2

192
15423-4241-2

193
15423-3864-4

194
15423-3854-5

189
16091-1306-1

190
15423-4236-8

191
15423-4240-5

186
15423-4527-7

187
16091-1301-6

188
16226-1246-6

183
15423-4403-4

184
15423-4574-1

185
15025-2345-5



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 259 照和土井 81.7 丸池土井 豊岡市中郷

AABAAA 原 去 04.05.25 つつじ９ 黒原1841700 福広土井 新田　拡樹

12 261 丸池土井 80.7 奥秀 豊岡市但東町河本

CACCAC 雌 04.05.23 おくあさ 黒2334676 改 照長土井 森井　正彦

2 257 丸春土井 82.3 奥虎 豊岡市但東町河本

CBCBBB 雌 04.05.27 おくとし 黒2687539 奥秀 森井　正伸

11 263 丸若土井 81.3 菊俊土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAB 原 雌 04.05.21 としたか 黒原1542200 改 安幸土井 小牧　伸典

4 233 丸池土井 81.3 照忠土井 豊岡市宮井

CACAAA 原 雌 04.06.20 まさてる 黒原1756045 第２安鶴土井 こうのとり風土（合）

5 270 丸池土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町宮本

CACBAA 原 雌 04.05.14 みゆき６ 黒原1682765 照長土井 寺尾　稔

2 267 丸若土井 80.8 芳悠土井 養父市大屋町宮本

      雌 04.05.17 みやもりひさ 黒2687555 照忠土井 寺尾　智也

4 264 丸春土井 81.5 石義丸 豊岡市九日市中町

BBBBBA 原 雌 04.05.20 こいはな 黒原1725505 改 福広土井 谷山　道洋

1 269 丸若土井 81.8 宮菊城 姫路市夢前町新庄

AAABAA 原 雌 04.05.15 にしき５の２ 黒2727066 芳悠土井 西影　昌久

1 281 丸池土井 80.3 照忠土井 姫路市夢前町新庄

CABAAA 原 雌 04.05.03 さわただ 黒2727065 福芳土井 西影　昌久

8 269 芳悠土井 80.2 千代藤土井 乳頭異常　その他 姫路市白鳥台

      雌 04.05.15 ふじよし 黒2534283 福芳土井 ET産子 石原　寛大

10 276 茂郷波 80.3 丸福土井 ET産子 小野市万勝寺町

CBCAAB 去 04.05.08 のりまる 黒原1573999 茂美波 佐伯　亨

5 299 丸若土井 79.6 芳山土井 丹波市氷上町犬岡

CAABAA 原 雌 04.04.15 とみふく２ 黒2514973 丸富土井 勢志　政和

6 297 丸若土井 81.6 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 04.04.17 みつひさ 黒2517160 菊俊土井 妻鹿　亮輔
210

16519-0418-1

207
16286-8448-1

208
16519-6973-9

209
14228-5533-9

204
15423-3884-2

205
16457-6952-9

206
16457-6951-2

201
15025-2788-0

202
15025-2733-0

203
15025-2734-7

198
15423-4007-4

199
15423-4009-8

200
16450-1357-8

197
15423-3948-1



雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 296 忠味土井 79.7 丸宮土井 三田市沢谷

CBBBBA 原 雌 04.04.18 いろは 黒2524099 菊俊土井 妻鹿　亮輔

5 291 丸若土井 80.7 芳悠土井 三田市沢谷

AAAAAA 原 雌 04.04.23 ひめひさ 黒2524098 菊俊土井 妻鹿　亮輔

1 287 藤彦土井 81.0 照忠土井 三田市沢谷

      雌 04.04.27 やまちよ２ 黒2698441 芳山土井 妻鹿　亮輔

4 311 藤彦土井 79.7 芳山土井 三田市沢谷

AABCCB 去 04.04.03 ひめこ２７ 黒2524107 照長土井 妻鹿　亮輔

6 302 忠味土井 80.1 丸宮土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 04.04.12 ふくえ５ 黒2517159 照菊波 妻鹿　亮輔

2 300 忠味土井 80.0 丸池土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 04.04.14 みつやいけ 黒2642438 福芳土井 妻鹿　亮輔

3 298 藤彦土井 80.6 芳悠土井 三田市沢谷

AABCCA 原 去 04.04.16 みずほ２ 黒2629955 丸宮土井 妻鹿　亮輔

3 296 忠味土井 80.3 丸池土井 三田市沢谷

BABBAA 原 去 04.04.18 もこもこ 黒2629956 福芳土井 妻鹿　亮輔

5 292 丸若土井 80.3 芳悠土井 三田市沢谷

CAAAAA 去 04.04.22 つぎこ 黒2524095 菊俊土井 妻鹿　亮輔

3 291 丸春土井 80.2 照忠土井 三田市沢谷

CABBAA 原 去 04.04.23 ゆきな２ 黒2629965 芳悠土井 妻鹿　亮輔

3 296 山伸土井 81.3 富亀土井 美方郡新温泉町塩山

AACBBA 原 雌 04.04.18 だいふくつる 黒原1772024 福広土井 坂本　隆子

10 280 芳悠土井 80.6 丸福土井 美方郡香美町村岡区丸味

CCCBCA 原 雌 04.05.04 ７１まるふく 黒原1573914 照長土井 長瀬　久美子

6 276 丸若土井 82.0 芳悠土井 養父市養父市場

      去 04.05.08 たじまひめ 黒2519029 丸宮土井 吉村　英美

13 280 丸春土井 78.7 福芳土井 乳頭異常 豊岡市但東町河本

      雌 04.05.04 みやふく 黒2294595 第２鶴雪土井 その他 森井　正彦
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雌： 92 雄： 去： 133 合計 225
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和5年2月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 293 富智土井 80.1 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAA 原 雌 04.04.21 ふく７の２ 黒原1542182 鶴山土井 県立但馬牧場公園
225

15025-2662-3


