
雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

9 234 丸池土井 81.6 福芳土井 朝来市和田山町土田

ABBCCA 原 去 30.04.22 よしつる５ 黒原1396791 照長土井 川見　和秀

2 246 丸池土井 78.8 芳山土井 豊岡市但東町河本

CAABAA 原 去 30.04.10 やまよし 黒2519021 菊宮土井 森井　正彦

1 239 千代藤土井 83.1 芳悠土井 豊岡市但東町河本

      去 30.04.17 よしきよ 黒原1709811 照一土井 森井　正彦

5 240 芳山土井 81.1 照長土井 豊岡市但東町河本

AAACAA 原 去 30.04.16 ふくなが 黒原1587510 福広土井 森井　正彦

8 238 丸春土井 81.0 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BBACBA 原 去 30.04.18 てるふく 黒原1489174 育 福芳土井 森井　正彦

2 265 丸富土井 78.8 芳悠土井 三田市沢谷

      雌 30.03.22 よしみ 黒2524096 菊俊土井 妻鹿　亮輔

2 258 芳悠土井 80.5 丸富土井 三田市沢谷

ABBBBA 原 雌 30.03.29 のりふく３ 黒2517156 福芳土井 妻鹿　亮輔

1 251 丸池土井 80.6 照忠土井 三田市上内神

BAABAA 原 雌 30.04.05 しょうふく５ 黒2565076 福芳土井 蓬莱　光雄

4 249 芳悠土井 78.3 丸富土井 加西市大内町

BABBAA 原 雌 30.04.07 てるとみ 黒2418413 照長土井 藤原　護

1 277 千代藤土井 80.2 芳山土井 加古郡稲美町印南

      雌 30.03.10 まるよ 黒2556919 丸富土井 丸尾　喜之

3 277 丸宮土井 81.5 芳悠土井 丹波市氷上町沼

BAAAAA 原 去 30.03.10 きくひさ 黒原1653955 菊俊土井 芦田　誠治

7 276 丸宮土井 83.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

CBBAAA 去 30.03.11 てるとし 黒原1524557 照長土井 井上　完一

7 232 丸宮土井 84.0 福芳土井 丹波市青垣町檜倉

BBAABA 原 去 30.04.24 みやこひめ 黒原1524536 高 北本土井 足立　尚之

10 281 丸宮土井 83.0 福広土井 丹波市春日町棚原

BBBBBA 原 雌 30.03.06 みやふく 黒原1409631 改 北本土井 山本　浩

平成30年12月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3
15683-2199-6

4
15683-2201-6

5
15683-2202-3

育種価資格

1
15683-2286-3

2
15683-2198-9

9
15727-0974-2

10
14474-0606-6

11
13667-3361-8

6
15776-0001-3

7
15776-0002-0

8
15299-9816-8

12
13667-3283-3

13
13667-3392-2

14
13667-3338-0



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

6 254 丸春土井 81.4 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

CBCBBA 原 雌 30.04.02 はなひめ 黒原1508331 照長土井 前田　貴雄

6 273 芳山土井 80.8 照一土井 篠山市曽地口

AAACAA 原 雌 30.03.14 みやぎの３ 黒2396564 菊俊土井 清水　健司

9 279 丸富土井 81.4 光照土井 篠山市曽地奥

CBCBCB 雌 30.03.08 ひよこ 黒2242576 安幸土井 岡本　栄一

6 275 富武土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

      原 去 30.03.12 あき５ 黒原1559041 鶴光土井 西崎　武志

8 306 芳悠土井 80.8 福広土井 美方郡香美町村岡区萩山

BABAAA 原 去 30.02.09 まゆ 黒原1404850 菊安土井 西村　忠一

12 230 菊西土井 81.3 鶴山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACABB 去 30.04.26 たかてる４ 黒原1299724 改 照長土井 森脇　薫明

5 223 菊西土井 81.4 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACAAB 去 30.05.03 ふくみ７の７ 黒2433938 第２照久土井 森脇　薫明

8 210 芳山土井 82.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACBA 原 去 30.05.16 ななひめ５の６ 黒原1482258 高 照長土井 森脇　薫明

11 262 芳悠土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABAAA 原 去 30.03.25 ふくみや 黒原1331220 高改 鶴丸土井 今井　正人

2 257 照忠土井 83.0 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

      去 30.03.30 さちふく 黒2514957 丸富土井 中村　文吾

1 264 照忠土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町丹土

      去 30.03.23 てるなお５２２ 黒原1709620 福芳土井 中井　雄次

5 229 照忠土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BAAAAA 原 去 30.04.27 ともよし 黒原1573924 菊俊土井 山本　智明

1 255 照忠土井 79.6 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 去 30.04.01 はなふく２ 黒2554438 照長土井 村尾　賢一

9 253 富亀土井 82.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BCCBCB 去 30.04.03 たつみ 黒原1444367 改 安美土井 村尾　賢一

15
13667-3354-0

16
13682-6410-3

17
15572-6385-6

21
15849-4086-7

22
15849-4087-4

23
15849-3932-8

18
15849-3538-2

19
15849-3931-1

20
15849-4085-0

27
15849-4066-9

28
15849-4065-2

24
15849-3599-3

25
15849-4232-8

26
15849-4046-1



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

2 282 富亀土井 81.7 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BACAAA 原 雌 30.03.05 てるちよ１ 黒原1679916 照一土井 尾崎　広貴

4 274 丸明波 81.3 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

CACBAA 原 雌 30.03.13 あやや 黒原1639019 菊俊土井 西村　岳人

10 255 照忠土井 80.6 照波土井 美方郡新温泉町多子

CABAAA 原 雌 30.04.01 きよみ３ 黒原1368826 改 菊道土井 竹下　千江子

9 255 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

BAAAAB 原 雌 30.04.01 おいち８ 黒原1482213 安幸土井 中村　健治

11 259 富亀土井 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区境

CCCACB 雌 30.03.28 てるこ３ 黒原1368935 高 幸豊土井 田中　一馬

7 295 芳悠土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

ABBBBA 原 雌 30.02.20 たにふく１ 黒原1524419 福広土井 西山　勝

4 289 照忠土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区味取

BAAAAA 原 雌 30.02.26 やすひで２の１ 黒原1559091 改 丸福土井 西山　勝

3 273 芳山土井 80.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 30.03.14 ９７てるただ 黒2480527 菊俊土井 長瀬　五一

11 246 照忠土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 30.04.10 きくちひろ 黒原1368945 高育 照長土井 対中　広芳

14 276 丸富土井 81.4 幸豊土井 美方郡香美町村岡区神坂

BBCCCA 原 雌 30.03.11 さわゆき 黒原1271055 改 照長土井 伊沢　正一

10 280 丸春土井 81.8 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

CCBABB 雌 30.03.07 のぶこ 黒2207158 第２安鶴土井 小池　一博

9 222 芳悠土井 80.7 鶴山土井 朝来市神子畑

BBCABA 原 去 30.05.04 さかえつる 黒原1467546 照長土井 仙賀　隆文

4 246 丸宮土井 81.5 芳悠土井 豊岡市中郷

CAAAAA 原 去 30.04.10 ふくよしひさ 黒原1640958 鶴丸土井 新田　義孝

7 280 照忠土井 80.8 丸福土井 豊岡市九日市中町

CABAAA 去 30.03.07 なかつる 黒2391490 福芳土井 谷山　道洋

29
15683-1839-2

33
15849-4162-8

34
15683-1899-6

35
15849-3555-9

30
15849-3807-9

31
15849-3899-4

32
15849-3915-1

39
15563-6670-1

40
15849-3191-9

41
15849-3070-7

36
15849-3972-4

37
15849-3937-3

38
15849-3854-3

42
15683-2476-8



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

8 246 芳悠土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AABBBA 原 去 30.04.10 みなぎく 黒原1467540 照長土井 上垣　勇吾

11 241 芳悠土井 80.8 光安土井 養父市大屋町蔵垣

CACAAA 原 去 30.04.15 ななひかり 黒原1369041 改 第２鶴雪土井 上垣　勇吾

2 240 丸宮土井 80.6 菊西土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA 原 去 30.04.16 あきほ６の３ 黒2519076 菊波土井 寺尾　智也

1 241 丸春土井 81.0 照忠土井 養父市森

      去 30.04.15 ふくただ 黒原1709838 芳山土井 田村　正宏

2 267 芳山土井 81.2 丸宮土井 養父市建屋

BAABAA 原 去 30.03.20 ゆきのまる 黒原1682770 幸豊土井 野中　稔

2 261 宮喜 82.8 丸富土井 養父市八鹿町高柳

CBCBCA 原 雌 30.03.26 みやとら 黒原1682768 福芳土井 但馬農高

1 253 丸宮土井 80.8 照忠土井 養父市三宅

BAAAAA 原 雌 30.04.03 ふくよてる１６ 黒2554604 福芳土井 太田　克典

5 255 丸宮土井 80.5 照一土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 雌 30.04.01 てるまさいち 黒原1594197 谷美土井 岩花　希

9 252 丸池土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BCBCCA 原 雌 30.04.04 やまみや 黒原1467532 北宮波 岩花　進

8 272 丸池土井 80.0 福芳土井 豊岡市宮井

BAACBA 原 雌 30.03.15 まゆ２ 黒原1368990 鶴丸土井 綿田　謙

4 243 芳悠土井 80.5 照一土井 豊岡市竹野町三原

BABBAA 原 雌 30.04.13 ぼたん３ 黒原1594168 谷福土井 加悦　大三郎

12 241 芳悠土井 79.0 菊俊土井 姫路市白鳥台

AAACAA 原 雌 30.04.15 としよ 黒2196363 第２安鶴土井 石原　けい子

8 289 丸宮土井 81.0 福芳土井 たつの市御津町中島

BCAABA 原 雌 30.02.26 なかゆき８ 黒2347341 照長土井 吉田　和子

8 264 芳悠土井 80.1 照長土井 相生市矢野町真広

CBCCCA 原 雌 30.03.23 さかもと３９９０ 黒2354008 菊安土井 坂本　修一

45
15683-2056-2

46
15683-2824-7

47
15683-2918-3

43
15683-2951-0

44
15683-2955-8

51
15683-2096-8

52
15564-0539-4

53
15683-2987-9

48
15683-2848-3

49
15683-2779-0

50
15683-2100-2

54
13601-8390-7

55
13518-6147-0

56
14158-7503-0



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

4 285 丸宮土井 82.1 照也土井 佐用郡佐用町才金

CAAAAA 原 去 30.03.02 みゆなり 黒2432166 菊俊土井 谷口　寿美

13 285 丸宮土井 80.3 照菊波 多可郡多可町八千代区中野間

CCBABB 雌 30.03.02 てるこ 黒2166619 第２安鶴土井 有田　覚

2 253 丸富土井 79.4 芳山土井 三田市沢谷

AABCBA 原 雌 30.04.03 ちかよし 黒2524092 福広土井 妻鹿　亮輔

2 253 芳山土井 79.2 菊毬土井 三田市沢谷

AAACAA 原 去 30.04.03 きくみまり 黒2517158 照長土井 妻鹿　亮輔

6 309 丸池土井 80.7 福広土井 三田市東山

BABCBA 原 去 30.02.06 ひろこ 黒2405256 菊俊土井 岡本　鷹司

6 282 芳悠土井 79.4 菊俊土井 小野市昭和町

BBACCA 原 雌 30.03.05 みやきく 黒2362253 福芳土井 藤本　幹泰

6 279 菊優土井 80.2 光照土井 加古郡稲美町印南

BAACAB 去 30.03.08 まるこ 黒2405270 谷福土井 丸尾　喜之

2 233 芳悠土井 83.0 丸宮土井 丹波市春日町棚原

ABABBA 原 去 30.04.23 ゆいがはまゆい 黒原1679942 菊俊土井 山本　智

5 265 芳山土井 81.4 照長土井 丹波市青垣町東芦田

AAACAA 原 去 30.03.22 みなこ 黒原1579055 谷福土井 前田　貴雄

9 238 丸春土井 81.2 福芳土井 丹波市氷上町油利

ABABBA 原 去 30.04.18 ちひろ４ 黒原1429651 菊原波 山本　定夫

8 228 丸宮土井 80.6 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

BBAAAB 原 雌 30.04.28 ちあき１ 黒原1508332 福芳土井 足立　尚之

5 258 丸宮土井 80.8 丸宮土井 丹波市山南町北和田

BBAAAA 原 雌 30.03.29 ゆきてる 黒原1569962 菊宮土井 田中　憲蔵

3 265 芳山土井 80.6 菊俊土井 篠山市曽地口

AAACBA 原 雌 30.03.22 きたもり４ 黒2475085 谷石土井 清水　健司

3 280 丸宮土井 81.0 芳山土井 篠山市今田町市原

BAABAA 原 去 30.03.07 きくよし 黒2485549 菊俊土井 吉田　繁雄

57
13936-2476-7

58
15514-3973-8

59
15776-0003-7

63
14474-0605-9

64
13667-3410-3

65
13667-3350-2

60
15776-0004-4

61
15563-3889-0

62
15727-0939-1

69
13682-6412-7

70
13682-6407-3

66
13667-3375-5

67
13667-3393-9

68
13667-3369-4



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

1 270 照忠土井 83.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 去 30.03.17 としよしひさ 黒原1709643 福芳土井 中井　のり子

7 238 富亀土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

CBCAAA 原 去 30.04.18 まるこ 黒原1524463 高育 福芳土井 中井　丈文

4 253 茂和美波 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

BACAAA 原 去 30.04.03 ありさ 黒原1624563 改 菊俊土井 高美　治

2 236 丸明波 81.5 茂初波 美方郡新温泉町丹土

BACBAA 原 去 30.04.20 きくしげ 黒原1653825 改 福芳土井 県立但馬牧場公園

8 271 丸福土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町多子

CACBAA 去 30.03.16 きよこ 黒原1482249 改 照長土井 坂本　修治

10 246 芳悠土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAABAA 原 去 30.04.10 あみい 黒原1368821 谷福土井 小谷　和信

1 279 茂和美波 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

CACAAA 原 去 30.03.08 はつひかり 黒原1709658 照一土井 大田　好雄

6 255 芳山土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町小代区野間谷

      去 30.04.01 としふく 黒原1524437 菊俊土井 朝倉　久子

3 244 芳悠土井 81.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 30.04.12 かりんの２ 黒原1653815 福広土井 小林　操

7 257 菊西土井 80.8 丸福土井 美方郡香美町村岡区村岡

BACAAA 原 去 30.03.30 ひさみ 黒原1501765 鶴山土井 美方ファーム㈱

7 268 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABAAA 原 去 30.03.19 あきよ 黒原1524384 照長土井 伊沢　栄一

4 244 芳悠土井 81.0 照也土井 美方郡香美町村岡区中大谷

BABBAA 原 雌 30.04.12 ふくひめ 黒原1624604 福芳土井 藤岡　義久

11 255 芳悠土井 83.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

BCCCCA 原 雌 30.04.01 おふく１ 黒原1404877 高 鶴山土井 井上　哲也

2 218 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAAAAA 原 雌 30.05.08 ふくよ６の４ 黒2514916 改 鶴山土井 井上　哲也

71
15849-3865-9

75
15683-1687-9

76
15683-1828-6

77
15683-1759-3

72
15849-4176-5

73
15849-3923-6

74
15849-4100-0

81
15849-4041-6

82
15849-4220-5

83
15849-4026-3

78
15849-3836-9

79
15849-4135-2

80
15849-3652-5

84
15849-4184-0



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

4 260 照忠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区味取

BAABAA 原 雌 30.03.27 ふくとみ 黒原1624645 福芳土井 阿瀬　稔

1 245 丸宮土井 83.2 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BBBAAA 原 雌 30.04.11 まりな６ 黒原1709600 照長土井 淀　貴至

8 274 照忠土井 82.8 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

AAABAA 原 雌 30.03.13 まさひめ 黒原1482216 高育 菊俊土井 今井　正己

10 283 芳悠土井 82.5 福芳土井 美方郡香美町小代区神水

ABABBA 原 雌 30.03.04 ふくてる２ 黒原1404908 高 照長土井 藤原　吉子

1 238 照忠土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町中辻

AAABAA 原 雌 30.04.18 ゆきな 黒原1709622 福芳土井 西　逸子

6 203 茂和美波 79.3 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 原 雌 30.05.23 めぐみ 黒2413795 福芳土井 村尾　和広

12 255 照忠土井 81.7 照長土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAB 原 雌 30.04.01 ふくこ 黒原1331273 菊安土井 村尾　憲弘

13 273 芳山土井 79.1 鶴丸土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

CAABAA 原 雌 30.03.14 ゆきまる 黒2207156 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

2 246 芳悠土井 81.3 丸典土井 朝来市和田山町野村

AABAAA 原 去 30.04.10 まるふくよ１５ 黒原1682772 照明土井 宮田　貴身仁

5 262 照忠土井 81.2 丸福土井 豊岡市野上

CABAAA 原 去 30.03.25 まるか 黒原1561850 高育 福芳土井 西垣　富夫

12 241 丸宮土井 81.6 福芳土井 豊岡市日高町知見

BCAABA 原 去 30.04.15 てるふく 黒原1299831 照長土井 山崎　豊志

9 249 丸宮土井 82.4 福芳土井 豊岡市城崎町飯谷

BCAAAA 去 30.04.07 ゆみこ 黒原1449813 安幸土井 北村　幸弘

5 243 照忠土井 82.0 丸福土井 養父市養父市場

CAAAAA 原 去 30.04.13 ゆきふく 黒原1561879 福芳土井 吉村　英美

1 239 丸池土井 81.2 千代藤土井 養父市大屋町宮本

      去 30.04.17 ふくぼたん 黒原1709837 芳悠土井 寺尾　和敏

87
15849-3566-5

88
15683-1859-0

89
15849-4035-5

85
15849-3842-0

86
15683-1718-0

93
15564-0680-3

94
15849-3315-9

95
15564-0730-5

90
15849-4117-8

91
15849-4104-8

92
15757-0854-4

96
15683-2990-9

97
15683-2496-6

98
15683-2062-3



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

4 274 丸若土井 81.5 菊西土井 養父市大屋町若杉

      原 去 30.03.13 ますふゆ 黒原1594201 福芳土井 高橋　副武

1 300 丸若土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      去 30.02.15 つつじ２ 黒原1709821 照一土井 高橋　副武

10 260 丸池土井 84.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBACBA 原 去 30.03.27 かずよし 黒原1331089 菊照土井 高橋　副武

10 267 芳山土井 81.5 菊俊土井 養父市森

AAACAA 原 雌 30.03.20 えりとし 黒原1384181 谷美土井 田村　正宏

6 277 照忠土井 81.0 福芳土井 養父市別宮

AAABAA 原 雌 30.03.10 やよい 黒原1528533 菊俊土井 西谷　敏秀

2 280 丸宮土井 81.1 芳悠土井 豊岡市出石町上野

CBBAAA 原 雌 30.03.07 まみ 黒原1682740 照長土井 山本　憲一

4 269 丸宮土井 83.1 福芳土井 豊岡市竹野町須野谷

BBAAAA 原 雌 30.03.18 はるか 黒原1627760 照長土井 田中　寛

2 254 千代藤土井 81.6 芳悠土井 豊岡市中郷

      雌 30.04.02 ふくふく 黒原1682736 福芳土井 新田　拡樹

9 286 丸池土井 80.6 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CAACAA 原 雌 30.03.01 いなとし 黒原1423411 照長土井 森井　正彦

7 248 丸池土井 81.4 菊俊土井 姫路市白鳥台

CBBBBA 原 雌 30.04.08 つるひめ 黒2396586 福芳土井 石原　寛大

5 254 丸宮土井 80.8 福芳土井 宍粟市山崎町与位

CCBABA 原 雌 30.04.02 としこ 黒2369454 鶴丸土井 中坪　みどり

7 312 照忠土井 81.0 福芳土井 神崎郡市川町美佐

CABAAB 雌 30.02.03 きくとよ 黒2354006 幸豊土井 堀田　康雄

2 227 丸宮土井 82.8 菊西土井 佐用郡佐用町平谷

BBBAAA 原 去 30.04.29 てるよし 黒2510296 福芳土井 安岡　林

2 283 千代藤土井 80.6 芳悠土井 多可郡多可町八千代区中野間

BACBAA 原 雌 30.03.04 たかこ 黒2524120 宮弘波 有田　覚

99
15683-2400-3

100
15683-2376-1

101
15849-3232-9

105
15683-2982-4

106
15849-3068-4

107
15683-2195-8

102
15683-2819-3

103
15683-2980-0

104
15683-2928-2

111
13936-2491-0

112
15514-3974-5

108
13601-8389-1

109
13936-2515-3

110
13936-2504-7



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

1 253 丸宮土井 80.4 照忠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 去 30.04.03 ゆきとし４ 黒2524100 菊俊土井 妻鹿　亮輔

2 253 丸宮土井 80.7 芳悠土井 三田市沢谷

BBAAAA 原 去 30.04.03 ゆうこ 黒2517162 照俊土井 妻鹿　亮輔

1 247 丸池土井 80.2 照忠土井 三田市上内神

      去 30.04.09 ふくただ 黒2565074 芳悠土井 蓬莱　光雄

10 267 丸池土井 79.6 菊宮土井 小野市長尾町

BAABAA 原 雌 30.03.20 おかたけ２ 黒2347330 福俊土井 岡田　秀子

8 244 芳悠土井 82.5 菊宮土井 丹波市青垣町檜倉

ABACBA 原 去 30.04.12 ふくみや 黒原1449571 谷福土井 足立　尚之

6 244 丸宮土井 81.2 菊西土井 丹波市山南町北和田

BBAAAA 原 去 30.04.12 もりくに 黒原1569961 福広土井 田中　憲蔵

4 266 芳山土井 80.0 照一土井 丹波市青垣町東芦田

AAABAA 原 去 30.03.21 ふくてる 黒原1610929 福俊土井 前田　貴雄

1 262 芳悠土井 81.6 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA 原 雌 30.03.25 ときよし２８ 黒原1705020 芳山土井 上田　真吾

9 263 丸池土井 80.1 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAACAA 原 雌 30.03.24 みつやひめ 黒原1368971 北宮波 上田　真吾

8 263 丸明波 80.6 福芳土井 篠山市曽地口

BABBAA 原 雌 30.03.24 かがり 黒2301526 菊照土井 清水　健司

6 269 茂和美波 79.0 丸富土井 篠山市今田町市原

CACBAA 去 30.03.18 みなみ 黒2380527 宮照波 古家後　康夫

6 270 山伸土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区宿

      原 去 30.03.17 さかえ５の２の９ 黒原1542166 照長土井 上田　伸也

1 238 山伸土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区宿

      原 去 30.04.18 まさよし 黒原1709573 照広土井 上田　伸也

10 258 芳悠土井 82.3 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBBBBA 原 去 30.03.29 たになかひめ６ 黒原1404863 谷福土井 森脇　雄一

113
15776-0005-1

117
13667-3358-8

118
15728-3459-8

119
13667-3349-6

114
15776-0006-8

115
15299-9817-5

116
15727-0897-4

123
13682-6446-2

124
15849-3748-5

125
15849-3759-1

120
13667-3373-1

121
13667-3306-9

122
13682-6413-4

126
15849-3699-0



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

1 246 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 30.04.10 こにしき２ 黒2554405 照一土井 森脇　雄一

8 243 芳悠土井 82.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 30.04.13 まるみ２ 黒原1482238 菊俊土井 森脇　雄一

8 298 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

BAAAAA 原 去 30.02.17 ゆめぎく５の１ 黒原1444298 第２鶴雪土井 西山　勝

2 298 芳山土井 79.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区味取

BAACAA 原 去 30.02.17 きくとみ 黒2514928 菊俊土井 西山　勝

3 238 芳山土井 82.5 丸富土井 美方郡新温泉町切畑

      去 30.04.18 てるよし２ 黒原1653822 福芳土井 倉田　拓磨

4 259 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

CAAAAA 去 30.03.28 りつこ２ 黒原1624564 照長土井 山本　郁夫

1 244 照忠土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 去 30.04.12 のりこ２ 黒2554434 鶴山土井 西村　岳人

6 234 照忠土井 80.3 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 去 30.04.22 はつよ 黒原1524473 福芳土井 尾崎　栄太郎

8 253 丸明波 82.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 原 雌 30.04.03 ななひめてる２ 黒原1444371 高 福芳土井 寺谷　進

9 259 芳悠土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町塩山

BBBBBA 原 雌 30.03.28 さとみ２ 黒原1444378 高 谷福土井 坂本　隆子

13 274 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

BCBCCA 原 雌 30.03.13 てるなお３ 黒2110260 改 照長土井 中井　雄次

1 245 照忠土井 80.7 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BAAAAA 原 雌 30.04.11 しめこの２ 黒2554461 菊俊土井 田中　充

4 226 芳悠土井 82.7 福芳土井 美方郡香美町小代区久須部

ABBBCA 原 雌 30.04.30 よしつね８ 黒原1624657 鶴丸土井 福田　富夫

8 248 富亀土井 81.6 福芳土井 乳頭異常 美方郡香美町村岡区境

      雌 30.04.08 ひろこ５ 黒原1501781 照長土井 その他 田中　一馬

129
15683-1896-5

130
15683-1898-9

131
15849-4015-7

127
15849-3815-4

128
15849-3816-1

135
15683-1682-4

136
15849-4259-5

137
13815-9124-8

132
15849-3811-6

133
15849-3809-3

134
15849-3630-3

138
15683-1745-6

139
15849-4129-1

140
15849-4163-5



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

4 278 芳悠土井 81.0 照一土井 美方郡香美町村岡区高津

CACAAA 原 雌 30.03.09 ふくてる 黒原1605623 丸福土井 田中　博文

9 267 芳山土井 81.4 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 30.03.20 ３４つるみつ８ 黒原1444343 改 第２安鶴土井 長瀬　五一

2 269 芳悠土井 80.5 茂広波 美方郡香美町村岡区丸味

ABBCCA 原 雌 30.03.18 まつよ７の２ 黒2514924 改 鶴丸土井 小林　操

10 279 富亀土井 80.6 照長土井 美方郡香美町村岡区萩山

CBCAAA 原 雌 30.03.08 かずなが 黒原1331147 第２安鶴土井 西村　忠一

1 247 照忠土井 80.3 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

CAAAAA 原 去 30.04.09 こゆき８ 黒2549563 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

2 236 照忠土井 79.7 丸富土井 朝来市和田山町土田

BABAAA 原 去 30.04.20 さかえまる 黒2496993 芳山土井 川見　和秀

6 221 丸池土井 81.2 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BABCAA 原 去 30.05.05 けいこ 黒原1561866 谷福土井 小牧　伸典

7 227 芳悠土井 80.7 丸福土井 豊岡市但東町高竜寺

CACBAA 原 去 30.04.29 みなこ２ 黒原1507995 照長土井 小牧　成基

3 271 丸池土井 81.1 芳悠土井 豊岡市野上

BABBAA 原 去 30.03.16 やすひさ２６ 黒原1655333 第２照久土井 西垣　富夫

2 254 千代藤土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

      去 30.04.02 るみよし２の１ 黒原1682763 芳山土井 岩花　希

6 236 芳悠土井 81.2 丸富土井 養父市大屋町宮垣

AABCAA 原 去 30.04.20 第３つつじ 黒原1561886 福広土井 岩花　希

1 243 芳悠土井 79.5 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA 原 去 30.04.13 おみな４の２ 黒2554632 丸宮土井 上垣　勇吾

9 230 丸宮土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BBAAAA 原 去 30.04.26 おきなお 黒原1449846 谷福土井 上垣　勇吾

9 234 丸池土井 80.1 菊宮土井 養父市大屋町宮本

CABBAA 原 去 30.04.22 きくつる 黒2350118 鶴丸土井 寺尾　和敏

141
15849-3500-9

142
15849-3975-5

143
15849-3623-5

147
15849-3280-0

148
15849-3278-7

149
15564-0760-2

144
15849-3926-7

145
15757-0857-5

146
15683-2285-6

153
15683-2957-2

154
15683-2061-6

150
15683-2097-5

151
15683-2101-9

152
15683-2952-7



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

3 254 富亀土井 80.8 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBCAAA 原 雌 30.04.02 はなきく２ 黒2482898 改 菊俊土井 高橋　副武

4 275 芳悠土井 83.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      雌 30.03.12 かめまる 黒原1627794 菊俊土井 高橋　副武

6 254 芳悠土井 80.0 丸富土井 豊岡市宮井

BBCCCA 原 雌 30.04.02 うれしき 黒原1489262 改 照長土井 綿田　謙

11 252 芳悠土井 79.3 福俊土井 豊岡市中郷

AAACBA 原 雌 30.04.04 きくこ２ 黒2252628 鶴味土井 新田　拡樹

9 286 芳悠土井 81.0 奥隼 豊岡市但東町河本

BCBBCA 原 雌 30.03.01 いなはや 黒2269220 改 谷美土井 森井　正彦

11 263 丸宮土井 81.1 福芳土井 朝来市神子畑

ABAABA 原 雌 30.03.24 きくみ６ 黒原1369064 高 菊俊土井 仙賀　隆文

4 272 芳悠土井 80.2 菊俊土井 姫路市白鳥台

BBBBBA 原 雌 30.03.15 あさきく 黒2437601 鶴丸土井 石原　寛大

10 262 芳山土井 80.1 福俊土井 神崎郡神河町猪篠

AAABAB 原 雌 30.03.25 やすこ 黒原1409486 菊安土井 藤原　孝作

2 244 千代藤土井 80.1 丸富土井 赤穂市木津

      去 30.04.12 ごいちよ２５１ 黒2519148 福芳土井 溝田　泰司

5 240 丸宮土井 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BBAAAA 原 去 30.04.16 やすみ４ 黒2423289 菊俊土井 横坂共栄農場

5 260 丸宮土井 80.8 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

BBAAAA 原 去 30.03.27 よしこ 黒2397823 菊俊土井 有田　覚

2 246 丸宮土井 80.0 芳悠土井 三田市沢谷

BBAAAA 原 雌 30.04.10 にしふく７ 黒2497040 菊俊土井 妻鹿　亮輔

3 246 丸池土井 80.2 福芳土井 三田市上内神

BAABAA 原 雌 30.04.10 よしふく 黒2482943 菊宮土井 蓬莱　光雄

3 246 丸宮土井 80.2 宮菊城 神戸市北区淡河町神田

      去 30.04.10 ひでよし２ 黒2482940 照一土井 奥下　均

155
15683-2389-1

159
15683-2194-1

160
15849-3186-5

161
13601-8388-4

156
15683-2383-9

157
15564-0560-8

158
15849-3066-0

165
15614-3975-9

166
15776-0007-5

167
15299-9820-5

162
15652-2423-8

163
13936-2499-6

164
13936-2493-4

168
15515-2095-5



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

8 273 丸宮土井 80.0 福俊土井 小野市広渡町

BBBAAA 原 雌 30.03.14 なつみ 黒2299087 菊照土井 前田　勇雄

4 247 照忠土井 82.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BAABAA 原 去 30.04.09 ななみ 黒原1624691 菊俊土井 上田　真吾

9 264 丸池土井 80.7 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CBBCBA 原 去 30.03.23 みよ 黒原1331295 菊照土井 上田　真吾

3 253 芳山土井 80.8 丸宮土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 去 30.04.03 てるよし２ 黒原1624676 福芳土井 須原　芳夫

9 257 芳悠土井 81.0 第１菊武土井 丹波市柏原町柏原

BABBAA 原 雌 30.03.30 はなはな 黒2269226 照長土井 下山　一彦

4 249 芳悠土井 83.0 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

ABAABA 原 雌 30.04.07 もみじ 黒原1624674 高 福芳土井 足立　尚之

3 262 宮菊城 80.7 照忠土井 篠山市曽地口

BAAAAB 原 雌 30.03.25 ただふく 黒2485551 幸福土井 清水　健司

3 253 照忠土井 80.7 福芳土井 篠山市今田町市原

BAAAAA 原 去 30.04.03 ふじえ 黒2485563 照長土井 吉田　繁雄

3 253 照忠土井 83.5 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

      去 30.04.03 ちはる３ 黒原1653840 照一土井 植田　秀作

7 236 芳悠土井 80.0 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CBCBAA 原 去 30.04.20 ときとしまる 黒原1524462 菊俊土井 村尾　高司

12 257 丸福土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町多子

CBCAAA 原 去 30.03.30 つるひめ 黒原1331250 高育 照長土井 竹下　与輔

7 231 富亀土井 80.1 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CCCABA 去 30.04.25 ふくこ３ 黒原1482252 改 幸豊土井 竹下　千江子

1 248 丸富土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町春来

AABCAA 原 去 30.04.08 ふくよ 黒原1709610 菊俊土井 福井　強

4 221 芳山土井 82.7 丸富土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACAA 原 去 30.05.05 しょうふく 黒原1624592 福芳土井 中村　文吾

171
13667-3308-3

172
13667-3249-9

173
13667-3371-7

169
15727-0935-3

170
13667-3374-8

177
15849-3607-5

178
15849-4070-6

179
15849-3898-7

174
13667-3344-1

175
13682-6414-1

176
13682-6455-4

180
15849-3905-2

181
15683-1814-9

182
15849-3600-6



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

4 261 照忠土井 80.5 丸富土井 美方郡香美町小代区神水

BAAAAA 原 去 30.03.26 たつひめ３ 黒原1624659 改 谷福土井 藤原　吉子

4 256 丸明波 80.4 菊毬土井 美方郡香美町村岡区村岡

      去 30.03.31 よしまり 黒原1605610 福芳土井 美方ファーム㈱

5 298 照忠土井 79.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 去 30.02.17 きくひろ３ 黒2413815 第２安鶴土井 対中　広芳

3 286 丸福土井 79.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区味取

      去 30.03.01 なみひで１１１ 黒2461425 菊西土井 西山　勝

5 302 芳山土井 80.7 茂広波 美方郡香美町村岡区味取

AAACCB 原 雌 30.02.13 てるしげ 黒原1592061 照長土井 西山　勝

3 274 芳悠土井 81.2 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACBBA 原 雌 30.03.13 つつじ 黒原1653812 改 照長土井 森脇　雄一

2 267 芳悠土井 80.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 30.03.20 もとみ４ 黒2514920 福広土井 森脇　雄一

2 264 忠味土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 30.03.23 さかえ２ 黒原1679869 菊俊土井 森脇　雄一

12 272 芳悠土井 81.2 鶴山土井 美方郡香美町村岡区神坂

ABBCCA 原 雌 30.03.15 てるやま 黒原1331143 改 照長土井 伊沢　正一

2 271 芳山土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAACAA 原 雌 30.03.16 こうふくてる 黒原1679882 菊俊土井 今井　正人

5 285 芳悠土井 82.1 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

BBBABA 原 雌 30.03.02 はつね 黒原1592136 福芳土井 大田　好雄

7 245 芳山土井 82.5 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

BAABAA 原 雌 30.04.11 たかてる５ 黒原1524455 改 照長土井 西坂　嘉津美

4 218 芳山土井 80.0 照一土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 雌 30.05.08 さゆり 黒原1624562 改 福広土井 高美　治

2 266 照忠土井 81.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 雌 30.03.21 みやよし２７ 黒原1679912 菊俊土井 村尾　憲弘

183
15849-3852-9

184
15849-3656-3

185
15683-1199-7

189
15849-3697-6

190
15849-3700-3

191
15849-3855-0

186
15849-3556-6

187
15683-1893-4

188
15849-3693-8

195
15849-3941-0

196
15683-1169-0

192
15849-3859-8

193
15683-1757-9

194
15849-4083-6



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

11 251 照忠土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 雌 30.04.05 あき 黒原1331266 菊安土井 中井　丈文

5 223 丸富土井 82.0 芳山土井 宍粟市一宮町能倉

      去 30.05.03 よしえ 黒2431378 照一土井 森岡　信雄

3 238 照忠土井 81.5 丸宮土井 朝来市和田山町野村

      去 30.04.18 ひでみや１４ 黒2482913 芳悠土井 宮田　貴身仁

6 246 丸宮土井 81.0 芳山土井 豊岡市城崎町飯谷

BAAAAA 原 去 30.04.10 てるこ３ 黒原1561855 照長土井 北村　幸弘

14 265 丸池土井 81.4 第２鶴雪土井 豊岡市野上

CBCCBA 去 30.03.22 あいつる０３ 黒原1271489 照長土井 西垣　富夫

4 250 丸春土井 81.4 芳山土井 豊岡市但東町河本

BBABAA 原 去 30.04.06 よしまつ 黒原1608717 照長土井 森井　正彦

8 238 丸宮土井 81.5 福芳土井 養父市養父市場

BCAABA 去 30.04.18 とよふく 黒原1409452 幸豊土井 吉村　英美

9 271 丸池土井 80.2 菊宮土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 30.03.16 このはる 黒原1449848 福芳土井 高橋　副武

1 295 照忠土井 80.4 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 30.02.20 こみち 黒2554613 福芳土井 高橋　潤也

9 258 丸池土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

AAACBA 原 去 30.03.29 てるきち 黒原1409484 照長土井 高橋　大樹

2 230 丸宮土井 83.0 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

BABAAA 原 去 30.04.26 やすひさ２７ 黒2519074 福広土井 上垣　勇吾

12 240 丸池土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BAACBA 原 去 30.04.16 ふくこ６の５ 黒原1331111 谷福土井 上垣　勇吾

5 254 丸宮土井 80.7 照一土井 養父市森

BBAAAA 原 雌 30.04.02 なつてる 黒原1594194 福芳土井 田村　正宏

2 249 丸春土井 78.8 芳山土井 豊岡市目坂

BAABBA 原 雌 30.04.07 みわこ 黒2519009 照長土井 谷口　正徳

197
15849-4177-2

201
15564-0761-9

202
15683-2197-2

203
15683-2497-3

198
15632-0845-2

199
15849-3134-6

200
15683-2991-6

207
15683-2958-9

208
15683-2956-5

209
15683-2821-6

204
15683-2402-7

205
15683-2378-5

206
15849-3234-3

210
15683-2878-0



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

7 250 丸宮土井 81.6 福芳土井 豊岡市日高町知見

BCBAAA 原 雌 30.04.06 やまふく 黒原1528496 照長土井 山崎　豊志

12 224 丸宮土井 81.0 照長土井 豊岡市竹野町三原

CBABAA 原 雌 30.05.02 ぼたん５ 黒原1331062 高 谷福土井 加悦　大三郎

3 229 千代藤土井 80.3 丸宮土井 豊岡市中郷

AABAAA 原 雌 30.04.27 みかん 黒2482866 福芳土井 新田　拡樹

4 244 照忠土井 78.4 芳山土井 宍粟市山崎町葛根

BAAAAA 原 去 30.04.12 おじろ７７２ 黒2413879 光菊波 吉岡　慎治

10 249 芳山土井 80.1 第２照久土井 相生市矢野町真広

CAABAB 去 30.04.07 さかもと８４３７ 黒2235991 照長土井 坂本　修一

1 241 丸宮土井 81.0 芳悠土井 赤穂市木津

      去 30.04.15 やすこ１ 黒2561148 丸富土井 溝田　泰司

11 255 照忠土井 81.5 照長土井 佐用郡佐用町金屋

CACAAA 去 30.04.01 とのふく３ 黒2171641 高 谷福土井 大西　功

2 238 芳悠土井 80.6 丸宮土井 三田市沢谷

ABAAAA 原 去 30.04.18 ますふじ 黒2507907 福芳土井 妻鹿　亮輔

1 306 照忠土井 80.5 芳悠土井 兵庫県三田市東山

BAABAA 原 去 30.02.09 かねまるひさ１６ 黒2547214 丸富土井 岡本　光史

9 293 丸池土井 82.3 福芳土井 兵庫県三田市長板

ABACBA 原 去 30.02.22 よしこ 黒原1379004 照長土井 吉本　大佑

12 257 丸池土井 79.8 照長土井 小野市長尾町

CBCBBA 原 去 30.03.30 ふくえ 黒2180464 谷福土井 岡田　勇治

9 257 丸宮土井 81.0 福芳土井 丹波市市島町下竹田

AAAAAA 原 去 30.03.30 ゆり 黒原1449573 照長土井 須原　芳夫

8 246 芳悠土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

ABBBBA 原 去 30.04.10 たけの７の５の５ 黒原1449566 福芳土井 細見　忠和

9 254 芳悠土井 80.7 照一土井 丹波市氷上町井中

BBCABA 原 去 30.04.02 つるまさ２ 黒2294633 鶴山土井 中澤　一夫

213
15849-3071-4

214
15652-2442-9

215
14158-7504-7

211
15564-0731-2

212
15683-2997-8

219
15563-3890-6

220
13727-5605-2

221
15727-0954-4

216
13936-2506-1

217
13936-2520-7

218
15776-0015-0

222
13667-3247-5

223
13667-3359-5

224
13667-3364-9



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

14 272 芳悠土井 81.6 照菊波 丹波市柏原町下小倉

ABACBA 原 雌 30.03.15 はまぎく２ 黒原1247781 高改 谷福土井 上田　真吾

11 259 丸宮土井 81.3 菊俊土井 丹波市市島町岩戸

CBAAAA 原 雌 30.03.28 まちなが３ 黒原1342772 照長土井 大槻　良

4 286 丸宮土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

BCAAAA 原 雌 30.03.01 あきこ 黒原1624692 照菊波 下山　一彦

2 279 芳悠土井 79.8 丸宮土井 篠山市今田町市原

AAAAAA 原 雌 30.03.08 なばな 黒2510288 菊西土井 古家後　康夫

5 261 丸宮土井 80.7 照一土井 篠山市曽地口

CBBAAA 原 去 30.03.26 はるみ１ 黒2431368 福広土井 清水　健司

2 265 照忠土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAAAAA 原 去 30.03.22 ふじいち 黒2514902 谷福土井 伊沢　栄一

4 260 照忠土井 80.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区熊波

BABAAA 原 去 30.03.27 はなふくまる 黒原1624641 改 福芳土井 井上　哲也

14 248 丸明波 81.6 第２照久土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABAAB 去 30.04.08 しげひさ 黒原1237357 菊安土井 井上　哲也

8 244 芳悠土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

AAACBA 原 去 30.04.12 やすぎく 黒原1444289 照俊土井 阿瀬　稔

9 268 照忠土井 81.0 福広土井 美方郡香美町村岡区境

BAABAA 原 去 30.03.19 よしふくきく２ 黒2309192 高育 菊俊土井 田中　あつみ

1 282 芳山土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

AAACBA 原 去 30.03.05 にしきまる３ 黒2554456 丸福土井 鎌田　活美

9 228 菊西土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町切畑

AACCBA 原 去 30.04.28 さかえ５の２の７ 黒原1444356 高育 照長土井 倉田　拓磨

5 223 芳山土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BAABBB 去 30.05.03 てるひめ 黒2433940 改 菊俊土井 村尾　賢一

1 293 茂錦波 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

      原 去 30.02.22 みつひさ 黒原1709644 芳山土井 中井　のり子

225
13667-3329-8

226
13667-3345-8

227
13667-3303-8

231
15683-1789-0

232
15849-4027-0

233
15849-3844-4

228
13682-6445-5

229
13682-6415-8

230
15849-4042-3

237
15849-4071-3

238
15683-1959-7

234
15849-4156-7

235
15683-1921-4

236
15849-4017-1



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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 芳悠土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 去 30.03.05 おふく２の４ 黒原1709640 菊俊土井 中井　のり子

11 238 芳山土井 82.1 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAB 原 雌 30.04.18 としこ 黒原1331264 安幸土井 中井　太一郎

9 253 芳悠土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町塩山

AABBAA 原 雌 30.04.03 はるにしき 黒原1444364 照長土井 山本　智明

9 236 丸明波 81.3 照俊土井 美方郡新温泉町多子

CACAAA 原 雌 30.04.20 たけこ 黒原1404916 改 菊照土井 竹下　与輔

8 233 照忠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BABBAC 雌 30.04.23 みのり３ 黒原1482248 谷福土井 竹下　与輔

4 277 芳悠土井 81.4 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

AAABAA 原 雌 30.03.10 さかえ５８５ 黒原1592097 改 福芳土井 藤原　吉子

4 244 照忠土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

BABAAA 原 雌 30.04.12 みつふくと３ 黒原1624654 第２照久土井 中村　まゆみ

3 259 芳悠土井 83.1 福芳土井 美方郡香美町小代区新屋

ABACCA 原 雌 30.03.28 ひろよし 黒原1653797 菊波土井 中村　芳老

1 285 千代藤土井 80.1 奥虎 美方郡香美町香住区九斗

      雌 30.03.02 とらまる 黒2554411 丸宮土井 合同会社　谷口畜産

9 253 芳山土井 81.3 第２安鶴土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 30.04.03 ２１ゆきてる３ 黒原1404876 照長土井 長瀬　五一

6 275 芳悠土井 81.6 照忠土井 美方郡香美町村岡区萩山

BABAAA 原 雌 30.03.12 てるただ 黒原1573913 高育 福芳土井 西村　忠一

8 284 照忠土井 80.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区池ケ平

BAABAA 原 雌 30.03.03 あやふく 黒原1463994 照長土井 西井　秀一

4 253 丸宮土井 80.5 福広土井 宍粟市波賀町道谷

BBBABA 原 去 30.04.03 さつき 黒2423285 光照土井 岸本　章弘

4 273 丸池土井 81.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

BAACAA 原 去 30.03.14 みゆき 黒2431382 照長土井 岸本　章弘

239
15849-3861-1

243
15849-3903-8

244
15683-1850-7

245
15849-3916-8

240
15849-4023-2

241
15683-1679-4

242
15849-3902-1

249
15849-3925-0

250
15849-4019-5

251
15757-0882-7

246
15849-3838-3

247
15683-1728-9

248
15849-3977-9

252
15757-0879-7



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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 芳悠土井 81.8 菊俊土井 朝来市神子畑

BBBCBA 原 去 30.03.23 きよぎく 黒原1467549 谷福土井 仙賀　隆文

4 265 忠岸土井 79.2 茂康波 朝来市和田山町安井

      去 30.03.22 つるやす 黒2452224 照長土井 県北部農業技術センタ

1 289 丸宮土井 82.5 芳悠土井 豊岡市野上

AAAAAA 原 去 30.02.26 ぼたん２８ 黒原1709808 照明土井 西垣　富夫

8 255 芳悠土井 80.0 菊宮土井 豊岡市引野

BBBBBA 原 去 30.04.01 いなぎく 黒原1467505 照長土井 竹村　清志

2 239 丸春土井 81.0 照忠土井 豊岡市但東町河本

BAABAA 原 去 30.04.17 きくてる 黒原1682743 菊俊土井 森井　正彦

3 270 丸若土井 80.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

      原 去 30.03.17 よりの 黒2482904 照長土井 高橋　大樹

16 283 丸池土井 81.4 幸豊土井 養父市大屋町若杉

CCBCCA 去 30.03.04 もりひさ 黒原1209502 安美土井 高橋　副武

2 255 丸春土井 80.3 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BABBAA 原 去 30.04.01 のぞむ５ 黒2519061 照長土井 高橋　大樹

14 203 芳悠土井 81.4 北宮波 養父市大屋町蔵垣

ABACCA 原 去 30.05.23 くらこ 黒2146485 改 光照土井 上垣　勇吾

10 256 千代藤土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

AABBBA 原 雌 30.03.31 ともよし 黒原1347510 第２鶴雪土井 上垣　勇吾

2 262 千代藤土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

      雌 30.03.25 てるまさ 黒2519070 照一土井 岩花　希

12 257 千代藤土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BACBAA 原 雌 30.03.30 しげてる３ 黒原1331099 高 安幸土井 岩花　玉男

12 244 芳悠土井 81.0 照俊土井 養父市森

ABACBA 原 雌 30.04.12 めぐこ 黒原1331085 菊道土井 田村　正宏

2 279 照忠土井 81.3 芳悠土井 豊岡市但東町高竜寺

AAAAAA 原 雌 30.03.08 たかこ２ 黒原1682746 福広土井 小牧　成基

255
15564-0758-9

256
15849-3104-9

257
15683-2200-9

253
15849-3185-8

254
08643-6058-6

261
15683-2963-3

262
15683-2950-3

263
15683-2095-1

258
15683-2406-5

259
15683-2398-3

260
15849-3230-5

264
15683-2094-4

265
15683-2823-0

266
15564-0501-1



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

2 289 芳悠土井 82.2 宮喜 豊岡市但東町高竜寺

BBBCBA 原 雌 30.02.26 みよこ 黒原1682745 菊俊土井 小牧　成基

3 230 芳悠土井 81.2 丸宮土井 神崎郡神河町猪篠

BABAAA 原 去 30.04.26 ほたる 黒2476460 照長土井 藤原　幸子

10 241 芳悠土井 80.0 菊俊土井 赤穂市木津

BBBCCA 原 去 30.04.15 れいこ 黒2256510 鶴丸土井 溝田　泰司

9 265 芳悠土井 80.1 茂美波 佐用郡佐用町大畠

BCBBCB 去 30.03.22 ふじかず２の２ 黒2253569 照菊波 野村　克喜

1 246 丸明波 82.4 照忠土井 佐用郡佐用町口金近

CACBAA 原 去 30.04.10 もとみ５ 黒2549550 福広土井 田辺　裕基

2 238 千代藤土井 80.0 芳悠土井 三田市沢谷

AACAAA 原 去 30.04.18 やまひさ 黒2517154 照也土井 妻鹿　亮輔

1 246 照忠土井 81.0 丸宮土井 三田市上内神

BAAAAA 原 去 30.04.10 まゆみや２ 黒2565077 菊俊土井 蓬莱　光雄

6 303 芳山土井 80.1 丸福土井 三田市東山

CAACAA 原 雌 30.02.12 かねつぐ 黒2387694 照長土井 岡本　鷹司

1 246 宮菊城 81.0 丸宮土井 小野市広渡町

      去 30.04.10 さかえてる１ 黒2549544 照忠土井 前田　勇雄

10 252 芳悠土井 81.0 幸豊土井 丹波市氷上町小谷

BCBCCA 原 去 30.04.04 きよゆき 黒原1391319 改 谷福土井 細見　忠和

3 270 丸池土井 82.0 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAA 原 去 30.03.17 こすぎ２の４ 黒原1653950 鶴丸土井 上田　真吾

8 284 照忠土井 81.1 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CABAAB 去 30.03.03 はつふく 黒原1482294 菊安土井 上田　真吾

1 287 丸宮土井 81.4 照忠土井 丹波市春日町野上野

      雌 30.02.28 ふくるる 黒原1709803 福芳土井 杉本　政雄

7 261 芳悠土井 81.8 丸福土井 丹波市市島町下竹田

BABAAA 原 雌 30.03.26 よしえ 黒原1508335 菊原波 須原　芳夫

267
15564-0498-4

268
13936-2512-2

269
13936-2505-4

273
15299-9819-9

274
15563-3891-3

275
15727-0936-0

270
13936-2481-1

271
13936-2529-0

272
15776-0016-7

279
13667-3296-3

280
13667-3248-2

276
13667-3362-5

277
13667-3307-6

278
13667-3330-4



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

5 265 丸宮土井 81.4 福芳土井 丹波市市島町岩戸

CBBAAA 原 雌 30.03.22 いくつるこ 黒原1592301 照長土井 大槻　良

2 244 丸池土井 80.0 芳山土井 篠山市今田町市原

BABCAA 原 雌 30.04.12 よしはな 黒2519135 菊俊土井 古家後　康夫

4 249 芳悠土井 80.5 丸宮土井 篠山市曽地口

BCBABA 原 去 30.04.07 おりひめ 黒2456067 照長土井 清水　健司

4 241 芳山土井 81.0 丸富土井 美方郡新温泉町海上

AAACAA 原 去 30.04.15 よしえ７ 黒原1624585 照長土井 植田　秀作

10 212 芳悠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABAAA 原 去 30.05.14 いちふく 黒原1368857 高 照長土井 村尾　千代美

4 203 照忠土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 30.05.23 しげよし 黒原1624578 改 福広土井 村尾　千代美

7 259 丸明波 81.5 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

BACAAA 原 去 30.03.28 ななひめ５の３２ 黒原1482259 福芳土井 西坂　嘉津美

8 235 芳山土井 82.8 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 去 30.04.21 おじろの３ 黒原1482205 高育 福芳土井 福井　清溢

2 232 照忠土井 80.0 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BAABAA 原 去 30.04.24 てるとしの１ 黒2514960 菊俊土井 田中　祥子

1 264 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAABAA 原 去 30.03.23 よしみ３ 黒原1709602 改 菊俊土井 吉岡　芳彦

5 275 芳悠土井 80.0 照也土井 美方郡香美町村岡区萩山

CBCAAA 原 去 30.03.12 てるながひめ 黒原1524345 菊照土井 田中　稔

11 286 丸明波 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACAAA 去 30.03.01 ひさてる 黒2252584 茂美波 森脇　雄一

1 267 照忠土井 80.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 去 30.03.20 つつじ２ 黒2554403 改 照長土井 森脇　雄一

3 283 芳悠土井 80.5 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 30.03.04 たかふじまる 黒原1624629 芳山土井 森脇　薫明

281
13667-3347-2

285
15849-4114-7

286
15849-4115-4

287
15849-4022-5

282
13682-6449-3

283
13682-6461-5

284
15849-3610-5

291
15849-3636-5

292
15849-3689-1

293
15849-3696-9

288
15683-1815-6

289
15683-1746-3

290
15849-3919-9

294
15849-3691-4



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

7 284 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 30.03.03 きくつるみ３の９ 黒原1524395 照長土井 対中　広芳

4 257 富亀土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBCABA 原 雌 30.03.30 ふじひめ６の６ 黒原1624625 照長土井 対中　広芳

2 247 照忠土井 80.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区境

BAABAA 原 雌 30.04.09 おふくやま 黒2514929 丸福土井 田中　一馬

7 273 芳悠土井 83.0 丸富土井 美方郡香美町小代区東垣

AABBBA 原 雌 30.03.14 おじろひめ 黒原1524444 高育 福芳土井 今井　正己

1 262 照忠土井 81.4 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

BAAAAA 原 雌 30.03.25 たかね３ 黒原1709654 照長土井 中村　文吾

1 249 照村土井 81.6 照忠土井 美方郡新温泉町久斗山

BABAAB 原 雌 30.04.07 まさよし４ 黒原1709655 福芳土井 中村　文吾

2 238 芳悠土井 82.0 照忠土井 美方郡新温泉町切畑

AAABAA 原 雌 30.04.18 さかえてる 黒原1679889 福芳土井 倉田　拓磨

9 269 芳山土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

AAACBA 原 雌 30.03.18 まさ 黒原1368835 菊俊土井 安田　洋一

10 241 芳山土井 83.6 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBB 原 雌 30.04.15 みつかね 黒原1368842 高 福芳土井 坂本　忠美

5 234 芳山土井 80.6 照忠土井 美方郡新温泉町岸田

AAABAA 原 雌 30.04.22 ごいちよ３ 黒原1592130 菊俊土井 田中　孝広

7 260 丸宮土井 80.1 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

CBAAAA 去 30.03.27 こゆき５ 黒2362262 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

1 257 千代藤土井 80.4 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

AACAAA 原 去 30.03.30 ふくみや 黒2549562 照一土井 大封アグリ　一宮牧場

2 253 芳悠土井 81.0 丸富土井 豊岡市野上

ABBBBA 原 去 30.04.03 きくよし２７ 黒原1682734 福芳土井 西垣　富夫

9 252 丸宮土井 81.0 宮弘波 豊岡市竹野町三原

BCAABA 去 30.04.04 あざみ５ 黒原1409422 改 第２安鶴土井 加悦　大三郎

297
15849-4158-1

298
15849-3567-2

299
15849-3598-6

295
15683-1708-1

296
15849-3936-6

303
15683-1689-3

304
15849-3572-6

305
15757-0855-1

300
15849-3597-9

301
15849-4016-4

302
15683-1693-0

306
15757-0856-8

307
15849-3317-3

308
15683-2986-2



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

2 249 丸宮土井 80.0 宮菊城 豊岡市目坂

BBAAAA 原 去 30.04.07 ゆいな 黒2519008 菊俊土井 谷口　正徳

5 267 芳悠土井 79.8 照一土井 養父市大屋町若杉

      去 30.03.20 みやまる 黒2431359 丸福土井 高橋　副武

1 276 千代藤土井 81.0 照忠土井 養父市大屋町若杉

      去 30.03.11 なみの２ 黒原1709827 丸宮土井 高橋　潤也

7 254 丸池土井 83.6 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CABCBA 原 去 30.04.02 まるかめ 黒原1528553 鶴丸土井 高橋　副武

2 232 丸池土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町宮本

BABBAA 原 去 30.04.24 みゆき６ 黒原1682765 照長土井 寺尾　稔

1 220 丸宮土井 81.1 照立土井 朝来市和田山町中

BBBAAA 原 去 30.05.06 ふじみ１ 黒原1709853 菊俊土井 宮田　靖仁

2 229 丸春土井 81.4 芳山土井 朝来市和田山町野村

ABACBA 原 雌 30.04.27 ふじやま１５ 黒原1682773 菊俊土井 宮田　貴身仁

5 257 丸池土井 80.7 芳山土井 朝来市和田山町土田

BABBAA 原 雌 30.03.30 さかえやま 黒原1576346 鶴山土井 川見　和秀

10 273 丸池土井 83.0 菊俊土井 養父市左近山

BAACBA 原 雌 30.03.14 たつふく 黒原1409457 谷福土井 田村　昇

9 287 丸宮土井 82.0 菊俊土井 異性複数産子 養父市大屋町蔵垣

      雌 30.02.28 みなえ 黒原1409470 照長土井 その他 上垣　勇吾

1 271 照忠土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 雌 30.03.16 なおき 黒2554630 菊俊土井 上垣　勇吾

6 249 千代藤土井 82.0 福芳土井 豊岡市中郷

AABAAA 原 雌 30.04.07 ふくのはな 黒原1576330 高育 鶴丸土井 新田　義孝

10 265 芳悠土井 81.3 菊晴土井 ET産子 たつの市御津町中島

BBABBA 原 去 30.03.22 はなまる 黒原1457353 北丸土井 吉田　和子

2 226 芳悠土井 80.4 照忠土井 赤穂市木津

BABBAA 原 去 30.04.30 れいこ２ 黒2519149 菊俊土井 溝田　泰司

309
15683-2879-7

310
15683-2404-1

311
15683-2396-9

315
15849-3137-7

316
15683-2284-9

317
15683-2917-6

312
15849-3236-7

313
15683-2063-0

314
15683-2256-6

321
13518-6148-7

322
13936-2514-6

318
15683-2942-8

319
15683-2946-6

320
15849-3067-7



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

9 267 丸宮土井 80.5 福芳土井 ET産子 佐用郡佐用町佐用

CCAAAA 原 雌 30.03.20 やすよし 黒原1415853 照菊波 兵庫県立佐用高等学校

7 241 芳山土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町金屋

AAACBB 原 雌 30.04.15 ふじ 黒2329910 第２安鶴土井 大西　功

2 233 芳悠土井 80.0 丸宮土井 三田市沢谷

      去 30.04.23 めぐまる 黒2517155 照忠土井 妻鹿　亮輔

4 267 照立土井 79.8 丸宮土井 ET産子 三田市西野上

CCBABA 去 30.03.20 みのり 黒2423274 谷福土井 (有)日向牧場

3 284 芳悠土井 80.8 丸宮土井 三田市東山

BABAAA 原 去 30.03.03 まるこ 黒2482947 照長土井 岡本　鷹司

6 233 芳山土井 80.7 広正土井 加西市別府町

BBABBA 原 去 30.04.23 れい 黒原1524513 宮弘波 兵庫畜産技術センター

7 244 丸宮土井 80.4 北谷松 ET産子 丹波市市島町乙河内

CBAAAA 去 30.04.12 のりこまつ 黒原1497622 鶴味土井 荻野　浩

5 283 芳悠土井 80.4 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

BBBAAA 原 去 30.03.04 てつしげまる 黒原1592302 照一土井 大槻　良

1 262 芳山土井 81.6 丸宮土井 丹波市氷上町氷上

      去 30.03.25 ふくひめ 黒2554505 芳悠土井 元田　育次

10 222 芳山土井 82.2 福俊土井 丹波市氷上町横田

AAABBB 去 30.05.04 こはま 黒原1336559 照長土井 足立　和人

2 287 丸宮土井 81.4 芳山土井 丹波市市島町下竹田

      雌 30.02.28 よしひめ 黒2514977 照長土井 須原　芳夫

1 284 丸宮土井 80.5 千代藤土井 丹波市氷上町小谷

AAAAAA 原 雌 30.03.03 くにしげふく６ 黒2554506 福芳土井 細見　忠和

6 245 照忠土井 80.5 福俊土井 篠山市山田

CABAAB 雌 30.04.11 あかり 黒2326996 照義土井 辻　良平

8 260 照忠土井 81.1 菊俊土井 篠山市今田町市原

CACAAC 去 30.03.27 てるぎく 黒2347285 菊原波 古家後　康夫

323
13936-2457-6

327
15563-3893-7

328
15452-0806-7

329
15573-7267-1

324
13936-2521-4

325
15638-1829-3

326
15769-9996-5

333
13667-3244-4

334
13667-3360-1

335
13682-6456-1

330
13667-3287-1

331
13667-3363-2

332
13667-3426-4

336
13682-6448-6



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

7 281 照忠土井 80.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区萩山

BABAAA 原 去 30.03.06 てるよし 黒原1501767 照長土井 西村　忠一

9 238 富亀土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

BCCBBB 去 30.04.18 ゆきとし 黒原1444305 改 幸福土井 井上　哲也

3 237 照忠土井 81.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

CABAAA 原 去 30.04.19 おおみぞひさ 黒原1653803 丸福土井 井上　哲也

8 258 丸富土井 79.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

CACBAA 去 30.03.29 ゆきてる１ 黒2329940 照長土井 西山　勝

4 251 芳悠土井 80.3 照武土井 美方郡香美町村岡区味取

AAABAA 原 去 30.04.05 たけよし３の１ 黒原1624646 福芳土井 西山　勝

8 251 芳山土井 82.6 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BAABAB 去 30.04.05 たてふく 黒2363020 第２安鶴土井 藤原　吉子

7 246 芳山土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAACBA 原 去 30.04.10 てるみ 黒原1524506 改 照長土井 田中　栄一

1 251 丸明波 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

CACAAA 原 去 30.04.05 ゆりひさ 黒原1709623 照波土井 高美　治

8 249 芳悠土井 83.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBBCCA 原 去 30.04.07 さくら 黒原1482274 鶴丸土井 中井　のり子

3 248 丸明波 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 原 去 30.04.08 あやひさ 黒2480537 改 菊俊土井 中井　のり子

1 252 照忠土井 83.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

      雌 30.04.04 ひめふく 黒原1709619 丸富土井 寺谷　進

9 246 照忠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

CAAAAA 原 雌 30.04.10 さゆり 黒原1444358 第２安鶴土井 山本　郁夫

2 243 富亀土井 80.7 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BBCAAA 原 雌 30.04.13 さゆり２ 黒2514944 菊俊土井 山本　郁夫

1 232 照忠土井 82.1 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

CABBAA 原 雌 30.04.24 とみふく３ 黒原1709621 菊俊土井 県立但馬牧場公園

339
15849-4030-0

340
15849-3561-0

341
15849-4005-8

337
15849-3924-3

338
15849-4031-7

345
15849-3870-3

346
15849-3872-7

347
15849-4082-9

342
15849-3853-6

343
15849-3586-3

344
15849-3939-7

348
15849-3812-3

349
15849-3813-0

350
15849-4101-7



雌： 172 雄： 去： 217 合計 389
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

平成30年12月12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

8 280 芳悠土井 82.6 照也土井 美方郡新温泉町諸寄

AABBBA 原 雌 30.03.07 こすぎ３の４ 黒原1524499 高 福芳土井 大田　好雄

8 253 芳山土井 82.1 丸福土井 美方郡香美町小代区新屋

BAACBA 原 雌 30.04.03 ここ 黒原1482207 菊波土井 中村　芳老

8 255 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

ABBCCA 原 雌 30.04.01 みつぎく 黒原1482187 照長土井 阿瀬　稔

1 251 芳山土井 81.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAAAAA 原 雌 30.04.05 １０６きくもり６ 黒2554400 第２安鶴土井 長瀬　五一

4 258 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBBA 原 雌 30.03.29 まさひめ８ 黒原1624624 谷福土井 小林　操

1 272 芳悠土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区宿

AAABAA 原 雌 30.03.15 じゅいち５ 黒原1709577 福広土井 上田　伸也

8 283 丸池土井 81.3 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

AAACBA 原 雌 30.03.04 ふくもち 黒2338226 菊道土井 小池　一博

1 309 丸宮土井 81.0 芳悠土井 宍粟市一宮町東河内

BBAAAA 原 去 30.02.06 たまとし２ 黒2561145 菊俊土井 小池　一博

5 270 茂錦波 80.5 丸宮土井 朝来市和田山町安井

      去 30.03.17 はやまる 黒原1592307 照明土井 県北部農業技術センタ

12 277 千代藤土井 81.3 照長土井 養父市大屋町大屋市場

AACBAA 原 去 30.03.10 たまみ３ 黒原1313593 高 谷美土井 岩花　玉男

2 249 千代藤土井 78.8 芳山土井 養父市大屋町宮垣

AABBAA 原 去 30.04.07 つねふじ３ 黒2519072 菊俊土井 岩花　希

11 253 丸宮土井 79.7 菊安土井 養父市建屋

BCAABB 去 30.04.03 やすもり 黒2209091 改 照菊波 大封　健太

6 233 丸宮土井 80.3 芳山土井 豊岡市引野

AAAAAA 原 去 30.04.23 ますてるこ３ 黒原1542192 改 照俊土井 竹村　清志

6 240 丸宮土井 82.0 宮奥城 豊岡市竹野町須野谷

BBBAAA 原 去 30.04.16 きくみや 黒原1561862 高改 谷美土井 田中　寛
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13 236 丸池土井 81.6 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 去 30.04.20 ひろたか 黒原1409430 高育改 菊照土井 小牧　成基

3 281 丸宮土井 83.8 芳悠土井 豊岡市但東町高竜寺

BBAAAA 原 雌 30.03.06 いくみ３ 黒原1655338 菊俊土井 小牧　伸典

8 234 丸春土井 82.5 菊俊土井 豊岡市出石町上野

BBBCBA 原 雌 30.04.22 あい 黒原1489173 照長土井 山本　憲一

10 241 丸宮土井 82.1 照明土井 豊岡市出石町百合

AAAAAA 原 雌 30.04.15 きよむすめ 黒原1409419 谷福土井 松嶋　笑子

2 259 芳悠土井 80.6 芳山土井 養父市浅野

AAACBA 原 雌 30.03.28 よしみ 黒2519080 照長土井 米田　俊夫

2 277 丸宮土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 雌 30.03.10 ゆずてつ 黒2519064 菊俊土井 高橋　本明

2 294 芳悠土井 78.0 丸福土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 30.02.21 みずの２ 黒2519069 照長土井 高橋　副武

3 293 丸若土井 80.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      原 雌 30.02.22 ゆずる 黒2482903 菊俊土井 高橋　大樹

5 250 丸宮土井 79.8 福広土井 兵庫県赤穂市鷏和

BBBABA 原 去 30.04.06 ふくふね 黒2423294 光照土井 後藤　那由太

10 238 丸宮土井 78.8 福芳土井 ET産子 赤穂郡上郡町大持

CCAAAA 去 30.04.18 もみじ 黒2350136 第２鶴雪土井 上郡高校

6 264 丸宮土井 80.4 北谷松 ET産子 たつの市御津町中島

CBAAAA 去 30.03.23 のりこまつ 黒原1497622 鶴味土井 吉田　和子

11 237 丸宮土井 80.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BBBABA 原 去 30.04.19 ふくみ 黒2226845 照義土井 横坂共栄農場

5 269 芳悠土井 80.2 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

BAABAA 原 雌 30.03.18 まさぎく 黒原1594184 照長土井 吉田　朝雄

6 219 丸宮土井 80.4 照長土井 赤穂市木津

CBBBBA 去 30.05.07 ななこ 黒2362280 菊俊土井 溝田　泰司
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8 236 丸宮土井 79.0 福芳土井 小野市長尾町

CBAAAA 原 去 30.04.20 おかみつ 黒2362270 菊俊土井 岡田　勇治

1 230 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市春日町野上野

      去 30.04.26 よしやす２の２８ 黒2554527 芳山土井 杉本　政雄

7 304 丸宮土井 81.2 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CBAAAA 原 去 30.02.11 みゆき４の２ 黒2388886 高 福芳土井 上田　真吾

7 255 芳悠土井 81.3 丸富土井 美方郡香美町村岡区宿

AABCBA 原 雌 30.04.01 まるとみ 黒原1464003 改 菊俊土井 上田　伸也

3 255 芳悠土井 82.6 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABBBBA 原 雌 30.04.01 こすぎ３ 黒原1624579 菊俊土井 村尾　千代美

6 268 芳悠土井 81.1 丸福土井 美方郡新温泉町切畑

CABCBA 原 雌 30.03.19 さかえまる 黒原1559118 福芳土井 倉田　拓磨

6 284 芳悠土井 79.5 照一土井 美方郡香美町村岡区村岡

CBBAAA 原 雌 30.03.03 みどり 黒2413801 改 第２鶴雪土井 美方ファーム㈱

3 255 芳悠土井 82.1 菊西土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABBBBA 原 去 30.04.01 ゆきやひめ 黒原1653806 第２安鶴土井 井上　哲也

3 266 千代藤土井 80.0 菊西土井 加東市吉馬

AACAAA 原 去 30.03.21 ふく 黒2446061 福芳土井 戸田　稔

7 227 千代藤土井 82.1 福芳土井 加東市吉馬

AACCCA 原 去 30.04.29 とよふく 黒原1474727 幸豊土井 戸田　稔

6 283 丸宮土井 80.8 福芳土井 小野市広渡町

BAAAAA 原 雌 30.03.04 やすひで１の１ 黒2388891 丸博土井 前田　勇雄
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