
雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

11 260 芳山土井 79.3 照長土井 西脇市住吉町

CABCAA 去 31.03.26 さかもと１６０７ 黒2323890 照長土井 岡本　利弘

7 275 宮喜 80.1 丸福土井 三田市ゆりのき台

CCCBCA 去 31.03.11 かねつぐ 黒2387694 照長土井 岡本　光史

3 269 丸池土井 81.0 芳山土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 31.03.17 さくらこ 黒2507909 照也土井 妻鹿　亮輔

8 260 丸池土井 79.3 福芳土井 小野市万勝寺町

CABBAA 原 雌 31.03.26 みやいずみ２ 黒2384191 照長土井 宮下　悦子

7 279 丸池土井 81.0 菊俊土井 小野市広渡町

CACBAA 原 雌 31.03.07 としみ２ 黒2388892 福俊土井 前田　勇雄

1 285 照忠土井 81.1 丸宮土井 加古川市志方町横大路

BAAAAA 原 去 31.03.01 もも 黒2547201 福芳土井 松岡　功

12 252 照忠土井 81.0 谷石土井 丹波市市島町下鴨阪

BAAAAB 去 31.04.03 みちこ 黒原1336567 谷福土井 余田　ツギ子

3 241 芳悠土井 83.0 丸宮土井 丹波市春日町棚原

ABABBA 原 去 31.04.14 ゆいがはまゆい 黒原1679942 菊俊土井 山本　智

1 272 千代藤土井 81.8 芳悠土井 丹波市柏原町石戸

AACAAA 原 去 31.03.14 かえで 黒原1740396 丸宮土井 寺内　昭則

4 281 丸池土井 81.5 芳悠土井 丹波市氷上町沼

CABBAA 原 去 31.03.05 きくひさ 黒原1653955 菊俊土井 芦田　誠治

2 253 芳悠土井 81.4 照忠土井 丹波市春日町野上野

      雌 31.04.02 ふくるる 黒原1709803 福芳土井 杉本　政雄

3 262 丸池土井 81.0 芳山土井 丹波市氷上町氷上

BABCAA 原 雌 31.03.24 きよさちこ 黒2514975 照長土井 元田　育次

9 240 丸春土井 80.6 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

BCACBB 原 雌 31.04.15 ちあき１ 黒原1508332 福芳土井 足立　尚之

1 300 丸春土井 80.8 芳山土井 丹波篠山市味間奥

      雌 31.02.14 ゆうはいむ 黒2592277 丸富土井 田中　久工
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2
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令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 261 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区池ケ平

BBBBBA 原 去 31.03.25 ふるみ２ 黒原1444230 福芳土井 西井　秀一

8 281 照忠土井 80.5 福芳土井 美方郡香美町村岡区萩山

BABAAA 原 去 31.03.05 てるよし 黒原1501767 高育 照長土井 西村　忠一

5 264 芳悠土井 81.5 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBBA 原 去 31.03.22 きくみとみ 黒原1624560 改 照長土井 森脇　薫明

4 250 芳悠土井 80.5 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBAA 原 去 31.04.05 たかふじまる 黒原1624629 改 芳山土井 森脇　薫明

8 248 照和土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABBBBA 原 去 31.04.07 みつえ３ 黒原1524398 高育 越照波 森脇　薫明

9 226 芳悠土井 82.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BCBBCA 去 31.04.29 ななひめ５の６ 黒原1482258 高 照長土井 森脇　薫明

1 283 丸宮土井 83.1 石義丸 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 去 31.03.03 きよこの１ 黒原1709597 丸宮土井 今西　修輔

1 242 照忠土井 82.0 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

      去 31.04.13 ながてる２ 黒2594436 照忠土井 中村　文吾

5 264 照和土井 80.8 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

AABBAA 原 去 31.03.22 りつこ２ 黒原1624564 照長土井 山本　郁夫

14 247 芳山土井 83.4 幸豊土井 美方郡新温泉町塩山

CAABAB 去 31.04.08 さつき２ 黒原1237393 菊道土井 山本　智明

8 268 芳山土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 去 31.03.18 きくやす３ 黒原1524461 改 照長土井 村尾　賢一

8 268 芳山土井 79.7 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

ABACCA 原 去 31.03.18 ふとまる３の３ 黒2402093 改 照菊波 植田　秀作

4 268 照忠土井 82.0 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 雌 31.03.18 よしひめ 黒原1653841 高 菊俊土井 植田　秀作

5 285 丸明波 80.0 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

CACBAA 原 雌 31.03.01 ゆきふく 黒原1624574 改 菊俊土井 中井　勝
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雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 242 照忠土井 80.6 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

BABBAB 原 雌 31.04.13 ももか 黒2514938 照長土井 高美　治

5 276 照忠土井 81.4 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

BAAAAA 原 雌 31.03.10 さかえ５８５ 黒原1592097 改 福芳土井 藤原　吉子

16 292 山長土井 80.6 照長土井 乳頭異常 美方郡香美町小代区新屋

      雌 31.02.22 しげふく２ 黒原1206159 高 菊照土井 その他 中村　芳老

11 294 芳山土井 80.5 福広土井 美方郡香美町村岡区味取

AAACAA 原 雌 31.02.20 やすふく 黒原1404886 改 照長土井 西山　勝

5 292 照和土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBAA 原 雌 31.02.22 やすひで２の１ 黒原1559091 丸福土井 西山　勝

1 261 照和土井 79.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABBAA 原 雌 31.03.25 おじろ１ 黒2594406 照長土井 井上　哲也

2 258 照和土井 81.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAABAA 原 雌 31.03.28 おふくよし３ 黒原1709591 丸富土井 井上　哲也

12 272 富亀土井 82.2 照長土井 美方郡香美町村岡区神坂

CCCACB 雌 31.03.14 てるみ 黒原1331139 高改 安幸土井 小林　寿明

5 230 芳山土井 81.0 照也土井 美方郡香美町村岡区中大谷

BAACAA 原 雌 31.04.25 ふくひめ 黒原1624604 福芳土井 藤岡　義久

2 275 悠哲土井 81.6 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

      原 雌 31.03.11 あさみや 黒2549567 福芳土井 岸本　章弘

12 271 丸春土井 81.6 第２照久土井 豊岡市日高町知見

CCCBCA 去 31.03.15 はなてる 黒原1271482 菊照土井 山崎　豊志

3 266 丸春土井 82.1 芳悠土井 豊岡市中郷

CBBBBA 原 去 31.03.20 ぴんこ２の２ 黒原1682737 照一土井 新田　拡樹

6 248 丸池土井 81.0 千代藤土井 養父市森

BACBAA 原 去 31.04.07 まきちよ 黒原1608721 鶴山土井 田村　正宏

2 246 丸池土井 81.3 芳山土井 養父市森

BAACAA 原 去 31.04.09 ふくむすめ 黒原1709839 菊俊土井 田村　正宏
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雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 255 丸春土井 81.1 福俊土井 養父市大屋町宮垣

BCBCCA 去 31.03.31 あゆみや 黒原1384158 北宮波 岩花　希

3 256 照和土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

      去 31.03.30 るみよし２の１ 黒原1682763 芳山土井 岩花　希

2 228 千代藤土井 81.1 丸宮土井 養父市左近山

AABBAA 原 去 31.04.27 たつみや 黒原1725520 菊俊土井 田村　昇

8 249 照立土井 80.5 丸富土井 朝来市岩津

BBCBBA 原 去 31.04.06 たかのまる 黒原1489255 谷美土井 西垣　篤志

1 252 芳悠土井 80.6 照忠土井 朝来市和田山町中

BABAAA 原 去 31.04.03 ひめてる 黒2598910 福広土井 宮田　靖仁

7 276 丸池土井 81.7 照美土井 朝来市和田山町野村

BABBBA 原 雌 31.03.10 ふくてる２ 黒原1559054 福芳土井 宮田　恵子

3 265 千代藤土井 81.2 丸宮土井 養父市建屋

BACAAA 原 雌 31.03.21 ゆきのまる 黒原1682770 幸豊土井 野中　稔

9 259 丸池土井 82.1 照一土井 養父市三宅

CACBAA 原 雌 31.03.27 めぐみ３の１ 黒原1489202 福芳土井 太田　克典

3 285 丸若土井 83.1 菊西土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 31.03.01 うりまる 黒原1682761 福芳土井 高橋　大樹

15 268 丸春土井 81.2 照菊波 養父市大屋町若杉

CCCCCB 雌 31.03.18 あつどい 黒原1206208 菊照土井 高橋　副武

4 263 丸宮土井 80.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 31.03.23 よりの 黒2482904 照長土井 高橋　大樹

3 266 芳山土井 81.0 照忠土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 雌 31.03.20 きくてる 黒原1682743 菊俊土井 森井　正彦

3 271 丸池土井 81.1 芳悠土井 豊岡市出石町上野

CACBAA 原 雌 31.03.15 まみ 黒原1682740 照長土井 山本　憲一

3 258 丸池土井 78.8 芳山土井 豊岡市目坂

BABCAA 原 雌 31.03.28 みわこ 黒2519009 照長土井 谷口　正徳
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雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 254 芳悠土井 81.0 丸宮土井 赤穂市木津

AAAAAA 原 去 31.04.01 さくらこ１ 黒2519147 菊俊土井 溝田　泰司

3 266 照忠土井 79.2 芳山土井 たつの市御津町中島

BAAAAA 原 去 31.03.20 のりこ３ 黒2502834 照菊波 吉田　和子

3 264 芳悠土井 81.1 丸富土井 姫路市夢前町新庄

AABBBA 原 去 31.03.22 めぐみ３の３ 黒2502833 福芳土井 西影　昌久

13 230 丸宮土井 81.8 茂美波 佐用郡佐用町口長谷

CBCAAB 去 31.04.25 みやふく 黒2207164 照長土井 竹田　瞳

5 261 丸春土井 79.3 照一土井 宍粟市山崎町葛根

CBCAAA 原 去 31.03.25 きらり 黒2423296 第１満金波 吉岡　慎治

9 268 丸池土井 82.3 福広土井 神戸市北区淡河町神田

CBBCBA 原 雌 31.03.18 ひろなが 黒2374429 菊俊土井 奥下　均

1 302 丸池土井 80.8 千代藤土井 三田市沢谷

BACBAA 原 雌 31.02.12 やすちよ２９ 黒2598958 福広土井 妻鹿　亮輔

1 298 芳悠土井 80.4 宮菊城 三田市沢谷

AAAAAA 原 雌 31.02.16 ずいけん 黒2598960 丸宮土井 妻鹿　亮輔

1 266 丸池土井 79.6 芳山土井 小野市万勝寺町

BABBAA 原 雌 31.03.20 みやいずみ２の６ 黒2592271 福芳土井 宮下　悦子

1 235 芳悠土井 80.5 丸宮土井 小野市長尾町

BBBAAA 原 去 31.04.20 おかさかえ９ 黒2570823 福俊土井 岡田　輝泰

2 290 丸宮土井 82.0 芳悠土井 加古川市平岡町新在家

BBAAAA 原 雌 31.02.24 くらら４ 黒2556909 光照土井 兵庫県立農業高等学校

2 254 丸池土井 81.2 千代藤土井 丹波市山南町奥

CACBAA 原 去 31.04.01 まるみや５の６ 黒原1709784 宮弘波 寺内　勇人

4 266 丸宮土井 81.5 芳悠土井 丹波市氷上町氷上

      去 31.03.20 はつこ 黒2480586 高 菊俊土井 元田　育次

2 261 丸池土井 80.0 照忠土井 丹波市春日町野上野

BABAAA 原 去 31.03.25 ひでなが３ 黒2554528 福芳土井 杉本　政雄
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雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 225 千代藤土井 80.1 照一土井 丹波市青垣町檜倉

CACAAA 去 31.04.30 てる 黒2391504 第２安鶴土井 足立　尚之

10 279 丸池土井 81.7 菊俊土井 丹波市市島町中竹田

BABCBA 原 雌 31.03.07 きよみ３ 黒原1449563 高 福芳土井 ひょうたん農場㈱

4 276 芳悠土井 81.2 照忠土井 丹波市青垣町東芦田

BAAAAA 原 雌 31.03.10 てるよしまる 黒原1653956 丸宮土井 前田　貴雄

7 285 丸池土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

CBBCBA 原 雌 31.03.01 きみよし 黒原1524542 幸豊土井 大槻　良

8 258 丸池土井 79.7 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

CABCAA 原 雌 31.03.28 やすえ 黒2360078 照長土井 清水　健司

3 255 丸春土井 80.0 芳山土井 丹波篠山市今田町市原

BBACBA 原 去 31.03.31 よしはな 黒2519135 菊俊土井 古家後　康夫

3 283 照忠土井 81.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 去 31.03.03 みやよし２７ 黒原1679912 菊俊土井 村尾　憲弘

2 244 照忠土井 83.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 31.04.11 ひめふく 黒原1709619 丸富土井 寺谷　進

2 228 照忠土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町切畑

BAAAAA 原 去 31.04.27 たけの８の６５３ 黒2554431 鶴山土井 倉田　拓磨

9 266 照忠土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BABBAC 去 31.03.20 みのり３ 黒原1482248 谷福土井 竹下　与輔

2 263 照忠土井 80.7 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BABAAA 原 去 31.03.23 しめこの２ 黒2554461 菊俊土井 田中　充

12 264 丸明波 81.7 照長土井 美方郡香美町小代区神水

CACAAA 原 去 31.03.22 みつふく１の３ 黒原1299702 改 安幸土井 毛戸　誠

9 263 芳悠土井 80.3 菊俊土井 美方郡香美町村岡区長瀬

ACABCA 去 31.03.23 なおこ 黒原1482193 第２安鶴土井 谷渕　侑生

5 252 芳山土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 31.04.03 まさひめ８ 黒原1624624 谷福土井 小林　操
84

15098-6423-0

81
15098-5267-1

82
15098-6433-9

83
15098-6163-5

78
15098-6154-3

79
15098-6463-6

80
15098-5152-0
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15954-6609-7
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13679-6584-1

77
15098-6248-9
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13677-3703-5

73
13677-3841-4

74
13677-3814-8
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13677-3897-1



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 274 芳山土井 81.7 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 31.03.12 ふくとし２ 黒原1404856 高育改 鶴丸土井 森脇　雄一

4 264 忠味土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 31.03.22 ゆきみ５ 黒原1624633 鶴丸土井 森脇　雄一

4 264 照忠土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 31.03.22 はちふく３ 黒原1639015 改 鶴丸土井 森脇　雄一

6 273 芳悠土井 80.8 丸福土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBBBAA 原 雌 31.03.13 ふくさと３ 黒原1524397 福芳土井 森脇　薫明

7 270 照忠土井 80.2 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 31.03.16 たかつるまる２ 黒原1559111 改 鶴丸土井 森脇　薫明

6 270 山長土井 80.0 照也土井 美方郡香美町村岡区萩山

      原 雌 31.03.16 てるながひめ 黒原1524345 菊照土井 田中　稔

2 271 西幸土井 82.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区宿

      原 雌 31.03.15 かつみ５ 黒原1709570 照美土井 上田　伸也

10 291 芳山土井 81.5 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 31.02.23 ２０てるいち 黒原1404875 高 谷福土井 長瀬　五一

2 237 照忠土井 80.0 茂初波 美方郡香美町村岡区味取

CABAAA 原 雌 31.04.18 やすひで１の１６ 黒2554409 改 丸博土井 西山　勝

4 277 照和土井 81.7 丸富土井 美方郡香美町香住区丹生地

AABBBA 原 雌 31.03.09 くらら 黒原1624666 福芳土井 淀　貴至

10 283 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

BAAAAB 原 雌 31.03.03 おいち８ 黒原1482213 安幸土井 中村　健治

1 260 照和土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町井土

AAACAA 原 雌 31.03.26 にしき３ 黒原1740228 照菊波 岸　洋志

10 247 芳悠土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町塩山

BBBBBA 原 雌 31.04.08 さとみ２ 黒原1444378 高 谷福土井 坂本　隆子

1 304 芳山土井 81.5 丸明波 美方郡新温泉町飯野

BAACAA 原 雌 31.02.10 たつみあけ 黒原1740238 福芳土井 村尾　賢一
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15098-4507-9

97
15098-6588-6
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15098-5888-8
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15098-4874-2
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15098-4531-4
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雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 272 照忠土井 80.4 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

CAAAAA 去 31.03.14 ゆきの 黒2570837 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

9 253 丸宮土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

CBBAAA 原 去 31.04.02 みなぎく 黒原1467540 照長土井 上垣　勇吾

12 245 照和土井 80.8 光安土井 養父市大屋町蔵垣

BACAAA 原 去 31.04.10 ななひかり 黒原1369041 第２鶴雪土井 上垣　勇吾

7 276 丸池土井 81.0 福芳土井 養父市別宮

BABCAA 原 去 31.03.10 やよい 黒原1528533 菊俊土井 西谷　敏秀

1 265 丸池土井 80.5 千代藤土井 養父市大屋町宮本

      去 31.03.21 あきほふじ 黒2598895 芳山土井 寺尾　智也

13 228 丸池土井 81.0 照俊土井 養父市森

BAACBA 原 去 31.04.27 めぐこ 黒原1331085 菊道土井 田村　正宏

3 280 芳悠土井 81.0 丸富土井 豊岡市野上

BBBBBA 原 去 31.03.06 きくよし２７ 黒原1682734 福芳土井 西垣　富夫

9 276 千代藤土井 80.1 福俊土井 豊岡市但東町高竜寺

AACBAB 去 31.03.10 まゆ 黒原1409432 菊安土井 小牧　伸典

4 279 芳山土井 79.0 丸宮土井 豊岡市辻

AAACBA 原 去 31.03.07 てるみや 黒2462980 福広土井 猪師　英三良

5 272 丸彩土井 80.3 宮奥城 朝来市和田山町安井

      去 31.03.14 ふくしろみや 黒2433978 照城波 県北部農業技術センタ

10 262 丸福土井 81.0 福芳土井 朝来市神子畑

CABCBA 原 去 31.03.24 きくみ０７ 黒原1423419 高 菊俊土井 仙賀　隆文

7 266 丸池土井 81.8 福芳土井 朝来市伊由市場

BABBAA 原 雌 31.03.20 ふくみふく 黒原1561902 高 菊俊土井 椿野　勝三

1 282 芳山土井 80.0 丸宮土井 豊岡市九日市中町

AAABAA 原 雌 31.03.04 わか 黒2598849 福芳土井 谷山　道洋

4 259 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

BBBAAA 原 雌 31.03.27 ぼたん１ 黒原1627759 育 照明土井 加悦　大三郎
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15098-5825-3
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15655-6432-7
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08690-6208-9

109
15849-3212-1

110
15098-4780-6

105
15849-3332-6
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15849-3304-3
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15098-4778-3

102
15655-6426-6
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15683-2593-2
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15951-0950-5

100
15098-4792-9
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15098-4795-0



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 266 照和土井 81.0 丸宮土井 豊岡市宮井

AABAAA 原 雌 31.03.20 かえで 黒原1528509 高育 福芳土井 綿田　謙

2 259 千代藤土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AABAAA 原 雌 31.03.27 みつてる２ 黒2554628 照一土井 岩花　希

1 265 丸宮土井 81.8 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

BBAAAA 原 雌 31.03.21 あいまるよし 黒原1725517 宮弘波 岩花　希

1 294 丸池土井 81.1 照忠土井 養父市大屋町宮垣

      雌 31.02.20 さかえ２の１ 黒原1743135 芳悠土井 岩花　希

3 261 丸宮土井 80.3 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 雌 31.03.25 やすなが 黒2519058 照長土井 高橋　副武

4 257 丸春土井 80.8 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA 原 雌 31.03.29 はなきく２ 黒2482898 菊俊土井 高橋　副武

1 236 丸春土井 79.1 丸明波 佐用郡佐用町福中

CACBAA 去 31.04.19 ゆき 黒2602866 照長土井 吉田　朝雄

2 313 丸宮土井 79.6 芳悠土井 相生市矢野町真広

BBBAAA 原 去 31.02.01 きくみ１０の８ 黒2531363 鶴山土井 坂本　修一

9 238 丸宮土井 79.8 光照土井 兵庫県赤穂市鷏和

BCBABB 去 31.04.17 よこふね 黒2338243 福芳土井 後藤　那由太

2 250 宮菊城 80.7 丸富土井 宍粟市山崎町葛根

BABBAB 去 31.04.05 ぷれじぃる７３ 黒2543026 福広土井 杉田　真人

5 258 千代藤土井 80.1 丸富土井 ET産子 たつの市御津町中島

BACBAA 原 去 31.03.28 ぷれじぃる４６ 黒2463038 福芳土井 吉田　和子

5 250 宮菊城 80.0 菊西土井 西脇市住吉町

BBBAAB 去 31.04.05 みつふく３５の６ 黒2402147 照長土井 岡本　利弘

5 241 千代藤土井 79.7 福芳土井 神戸市西区神出町

AACBBA 原 去 31.04.14 よしゆき 黒2439202 幸豊土井 池本　俊彦

1 271 芳悠土井 80.5 照忠土井 三田市沢谷

      去 31.03.15 ふゆみ３の２ 黒2598961 福芳土井 妻鹿　亮輔
126
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14143-6175-6

124
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雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 268 丸池土井 80.6 芳悠土井 小野市万勝寺町

      雌 31.03.18 みやさかえ１の１ 黒2519137 丸宮土井 宮下　悦子

6 248 照和土井 80.1 菊西土井 加西市別府町

AACBBA 原 去 31.04.07 えみ 黒原1542222 鶴丸土井 兵庫畜産技術センター

6 272 丸池土井 80.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CABCBA 去 31.03.14 てるとしの２ 黒原1559151 照俊土井 上田　真吾

15 258 丸池土井 81.6 照菊波 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 去 31.03.28 はまぎく２ 黒原1247781 高改 谷福土井 上田　真吾

7 267 丸春土井 80.2 福俊土井 丹波市青垣町東芦田

BACAAA 原 去 31.03.19 ふくひろ 黒原1409612 照長土井 前田　貴雄

2 251 千代藤土井 81.0 丸宮土井 丹波市山南町奥

      去 31.04.04 ふくまさてる７１ 黒原1718126 芳悠土井 寺内　勇人

6 280 芳悠土井 80.4 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

CBBAAA 原 雌 31.03.06 てつしげまる 黒原1592302 照一土井 大槻　良

5 260 丸池土井 81.2 福芳土井 丹波市市島町中竹田

BABBAA 原 雌 31.03.26 ぎんひまご 黒原1610932 菊俊土井 ひょうたん農場㈱

1 235 丸春土井 82.0 芳悠土井 丹波市青垣町檜倉

BBBBBA 原 雌 31.04.20 ぼたん１の１ 黒原1740400 宮奥城 足立　尚之

2 284 丸池土井 81.1 芳悠土井 丹波篠山市味間奥

CABBAA 原 雌 31.03.02 ちよひめ３ 黒2549575 菊俊土井 田中　久工

7 279 照和土井 80.0 茂隆波 丹波篠山市曽地奥

BACBBB 原 雌 31.03.07 ゆりか 黒2334707 福芳土井 岡本　栄一

3 259 芳山土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

      去 31.03.27 ゆきてる 黒原1679863 福芳土井 伊沢　栄一

6 256 芳悠土井 81.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABAAA 原 去 31.03.30 さちか３ 黒原1592058 高 福芳土井 井上　哲也

5 243 照忠土井 80.4 丸富土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACAAA 原 去 31.04.12 はなふくまる 黒原1624641 改 福芳土井 井上　哲也
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雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 233 芳悠土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

BBBBBA 原 去 31.04.22 つるよ 黒原1679872 鶴味土井 阿瀬　稔

1 237 照和土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

      去 31.04.18 とらみや１ 黒原1740199 丸宮土井 田中　一馬

16 276 丸池土井 82.0 鶴山土井 美方郡香美町香住区丹生地

AABBBA 原 去 31.03.10 ひでひめ２ 黒原1209479 改 菊伸土井 今西　修輔

12 238 富亀土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町多子

BCCBCC 去 31.04.17 あやか 黒原1368824 菊安土井 坂本　修治

2 250 芳山土井 82.1 丸富土井 美方郡新温泉町丹土

BAACAA 原 去 31.04.05 とみふく３ 黒原1709621 菊俊土井 県立但馬牧場公園

8 247 芳山土井 80.7 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBB 去 31.04.08 ひさきく 黒原1482272 谷福土井 中井　のり子

8 261 芳悠土井 82.0 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

CCCBBA 去 31.03.25 にしふく６ 黒2391482 第２鶴雪土井 植田　秀作

5 250 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡新温泉町海上

BBBBBA 原 去 31.04.05 よしえ７ 黒原1624585 照長土井 植田　秀作

4 283 丸彩土井 81.1 福芳土井 美方郡新温泉町海上

      原 雌 31.03.03 さち 黒原1653836 照一土井 尾崎　広貴

11 258 照忠土井 80.6 照波土井 美方郡新温泉町多子

CABAAA 原 雌 31.03.28 きよみ３ 黒原1368826 改 菊道土井 竹下　千江子

9 235 照忠土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町多子

BAAAAB 原 雌 31.04.20 まつはな 黒原1444348 改 菊道土井 竹下　与輔

4 258 照和土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AABBBA 原 雌 31.03.28 みやてる２ 黒原1653847 高 照長土井 大田　好雄

14 270 富亀土井 82.5 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BBCBBB 原 雌 31.03.16 はるとし 黒原1237352 高 照長土井 藤原　吉子

5 230 芳悠土井 82.7 福芳土井 美方郡香美町小代区久須部

BBBBBA 原 雌 31.04.25 よしつね８ 黒原1624657 鶴丸土井 福田　富夫

153
15098-6131-4

154
15098-6262-5

150
15098-5154-4

151
15098-5156-8

152
15098-5865-9

147
15098-6135-2

148
15098-6137-6

149
15098-4510-9

144
15098-6144-4

145
15098-6243-4

146
15098-6038-6

141
15098-5030-1

142
15098-5050-9

143
15098-4878-0



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 257 山伸土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

      原 雌 31.03.29 こうふくてる 黒原1679882 菊俊土井 今井　正人

14 273 照村土井 81.8 鶴丸土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACAAB 原 雌 31.03.13 ふく６ 黒原1271105 高育改 菊照土井 森脇　雄一

10 271 芳山土井 81.4 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACBB 原 雌 31.03.15 みぞふく５ 黒原1444338 照長土井 森脇　雄一

1 270 丸明波 80.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABBAA 原 雌 31.03.16 はちまる４ 黒2594412 福広土井 森脇　雄一

7 267 丸明波 81.5 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACCAB 原 雌 31.03.19 あい３ 黒原1482241 照長土井 森脇　薫明

11 270 照和土井 81.5 照長土井 美方郡香美町村岡区和池

BACABC 雌 31.03.16 ともみ４ 黒原1347517 菊照土井 西崎　武志

1 254 照忠土井 81.0 丸若土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA 原 去 31.04.01 わかな 黒2592286 照忠土井 岸本　章弘

3 303 丸池土井 79.1 芳山土井 朝来市和田山町中

BABBAA 原 去 31.02.11 みつふくよし 黒2519089 照一土井 宮田　靖仁

11 254 丸池土井 82.4 菊俊土井 朝来市和田山町中

CABBAA 原 去 31.04.01 ふく１１ 黒原1449863 高 照長土井 宮田　靖仁

10 241 丸若土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAACAB 去 31.04.14 たまみ６ 黒原1449839 谷美土井 岩花　進

4 237 千代藤土井 81.5 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BACAAA 原 去 31.04.18 るみ３ 黒原1655353 菊俊土井 岩花　希

7 257 丸宮土井 80.2 福芳土井 養父市大屋町宮本

ABAAAA 原 去 31.03.29 みつやすよし４ 黒原1561889 菊俊土井 寺尾　智也

4 275 千代藤土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

BACAAA 原 去 31.03.11 まちまる 黒原1587517 鶴丸土井 高橋　大樹

6 271 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BCAABA 去 31.03.15 かなてる２ 黒原1528547 照長土井 高橋　大樹
168

15098-5801-7

165
15683-2364-8

166
15683-2594-9

167
15098-5798-0

162
15098-4585-7

163
15098-4600-7

164
15683-2361-7

159
15098-6188-8

160
15098-5246-6

161
15951-0960-4

156
15098-5100-1

157
15098-5099-8

158
15098-6184-0

155
15098-5928-1



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 261 千代藤土井 80.3 丸富土井 養父市大屋町若杉

AACBAA 原 去 31.03.25 ほしなり 黒2482907 福芳土井 高橋　大樹

2 248 芳悠土井 84.0 石義丸 豊岡市目坂

AABAAA 原 去 31.04.07 かりゆしの１ 黒2554544 改 谷石土井 谷口　正徳

5 264 丸宮土井 81.5 芳悠土井 豊岡市中郷

CAAAAA 原 去 31.03.22 ふくよしひさ 黒原1640958 高育 鶴丸土井 新田　義孝

6 265 丸池土井 80.4 鶴神土井 豊岡市宮井

CACAAA 原 雌 31.03.21 かんながら 黒2431357 照也土井 綿田　正人

4 240 照忠土井 81.1 福芳土井 豊岡市出石町上野

BABBAB 原 雌 31.04.15 みき 黒原1608715 菊俊土井 山本　憲一

6 254 芳悠土井 81.1 照長土井 豊岡市但東町河本

BBCBBA 原 雌 31.04.01 ふくなが 黒原1587510 福広土井 森井　正彦

11 261 丸宮土井 83.0 菊俊土井 養父市左近山

BBACBA 原 雌 31.03.25 たつふく 黒原1409457 谷福土井 田村　昇

6 253 芳悠土井 80.3 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

ABBABA 原 雌 31.04.02 やすひさ２４ 黒原1608725 福広土井 上垣　勇吾

6 279 丸宮土井 80.7 照一土井 養父市森

BBBAAA 原 雌 31.03.07 なつてる 黒原1594194 福芳土井 田村　正宏

4 286 芳悠土井 80.1 丸宮土井 朝来市神子畑

BBBABA 原 雌 31.02.28 しげてる２ 黒2462994 照長土井 仙賀　隆文

1 304 丸春土井 80.1 照忠土井 朝来市岩津

AAABAA 原 雌 31.02.10 きくみひめ 黒2575066 福芳土井 西垣　篤志

9 264 丸池土井 80.2 福広土井 宍粟市山崎町葛根

CACCBA 原 雌 31.03.22 よしゆき３ 黒2329934 菊井土井 吉岡　慎治

9 265 芳悠土井 81.6 光照土井 宍粟市山崎町葛根

BABAAA 原 雌 31.03.21 さきこ 黒2347312 菊道土井 横野　里美

11 229 芳山土井 82.6 光照土井 佐用郡佐用町平谷

BBBCBB 去 31.04.26 とよおか 黒2289524 高 照長土井 安岡　林

180
14607-2689-9

181
14607-2707-0

182
14607-2675-2

177
15098-5499-6

178
15849-3211-4

179
15098-4316-7

174
15098-4402-7

175
15655-6430-3

176
15098-4789-9

171
15098-5668-6

172
15098-5633-4

173
15098-5851-2

169
15098-5806-2

170
15098-5709-6



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 258 丸春土井 81.0 菊西土井 宍粟市山崎町葛根

ABBBBA 原 雌 31.03.28 ぷれじぃる８４ 黒2543031 福芳土井 杉田　真人

2 218 芳悠土井 81.1 丸富土井 赤穂市木津

BACBBA 原 雌 01.05.07 ななこ２ 黒2561149 照長土井 溝田　泰司

2 260 丸宮土井 80.8 芳山土井 姫路市夢前町新庄

BAAAAA 原 雌 31.03.26 さかえ 黒2561158 照一土井 西影　昌久

9 266 丸池土井 80.5 菊西土井 神戸市北区淡河町神田

CBCCCA 原 雌 31.03.20 ふくにし 黒2393955 谷福土井 奥下　均

3 259 丸池土井 79.2 照和土井 三田市沢谷

BACBAA 原 雌 31.03.27 やすふくまる３ 黒2507910 丸富土井 妻鹿　亮輔

3 253 芳悠土井 80.0 丸宮土井 三田市沢谷

      雌 31.04.02 めぐまる 黒2517155 照忠土井 妻鹿　亮輔

2 263 丸宮土井 81.5 芳悠土井 小野市河合西町

BBAAAA 原 去 31.03.23 ちよみ３ 黒2485543 菊俊土井 堀井　昭子

13 265 丸池土井 80.5 菊俊土井 加西市別府町

CACCAA 原 去 31.03.21 きくゆき 黒原1360512 谷福土井 兵庫畜産技術センター

7 280 丸池土井 81.2 福芳土井 加古川市志方町横大路

BACCAA 原 雌 31.03.06 ふくみつ２２ 黒2398426 菊照土井 松岡　功

10 268 丸池土井 81.0 福芳土井 丹波市市島町中竹田

BABCAA 原 去 31.03.18 ゆり 黒原1449573 照長土井 ひょうたん農場㈱

8 241 千代藤土井 82.0 福広土井 丹波市春日町松森

BACAAB 去 31.04.14 ふくひろ 黒原1409630 第２安鶴土井 秋末　勝

1 256 芳山土井 81.5 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

BAABAA 原 去 31.03.30 みきまる 黒原1740419 菊俊土井 田川　良一

5 295 照和土井 81.0 千代藤土井 丹波市市島町岩戸

AACAAA 原 雌 31.02.19 たかやすまる２ 黒原1624679 改 丸宮土井 大槻　良

1 271 丸宮土井 81.6 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BBAABA 原 雌 31.03.15 はまふく 黒原1740393 照菊波 上田　真吾

195
13677-3806-3

196
13677-3849-0

192
13677-3705-9

193
13677-3872-8

194
13677-3868-1

189
15839-1023-6

190
14158-7561-0

191
14881-4785-0

186
15843-2111-6

187
13781-8332-6

188
13781-8333-3

183
14607-2693-6

184
14607-2716-2

185
14212-6903-8



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 241 丸春土井 82.0 鶴山土井 丹波市氷上町小谷

AABAAA 原 雌 31.04.14 ぎん２ 黒原1319556 谷美土井 細見　忠和

9 271 悠哲土井 81.5 照長土井 乳頭異常 丹波市柏原町柏原

      雌 31.03.15 つゆひめ３ 黒原1467446 谷美土井 その他 下山　一彦

2 274 悠哲土井 81.0 千代藤土井 丹波篠山市味間奥

      原 雌 31.03.12 ともぎくふじ 黒2549576 福芳土井 田中　久工

8 254 丸池土井 80.4 福芳土井 丹波篠山市曽地口

BABBAA 原 去 31.04.01 ふくえ１ 黒2402109 照一土井 清水　健司

4 234 茂和美波 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 去 31.04.21 かつみ３ 黒2480522 菊俊土井 村尾　千代美

7 229 山伸土井 79.3 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

      去 31.04.26 めぐみ 黒2413795 福芳土井 村尾　和広

5 264 照忠土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

BAABAA 原 去 31.03.22 ありさ 黒原1624563 改 菊俊土井 高美　治

11 270 芳山土井 82.7 福広土井 美方郡新温泉町春来

ABBCCB 去 31.03.16 おおみぞ 黒原1404911 高 照長土井 福井　強

3 255 照和土井 80.0 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

AABBBA 原 去 31.03.31 てるとしの１ 黒2514960 菊俊土井 田中　祥子

2 252 芳悠土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町小代区野間谷

AAACBA 原 去 31.04.03 ななひめ５の１０ 黒2554420 福芳土井 朝倉　久子

2 257 丸池土井 83.2 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

CACBAA 原 去 31.03.29 まりな６ 黒原1709600 照長土井 淀　貴至

10 222 芳山土井 81.6 福広土井 美方郡香美町村岡区味取

BAACAB 去 01.05.03 やすふくひめ６ 黒原1444297 照長土井 西山　勝

6 239 芳山土井 81.2 福広土井 美方郡香美町村岡区高津

BBBCBB 去 31.04.16 てるみ 黒原1482181 照長土井 田中　博文

5 274 富亀土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBCABA 原 去 31.03.12 ふじひめ６の６ 黒原1624625 照長土井 対中　広芳
210

15098-4542-0

207
15098-4875-9

208
15098-5970-0

209
15098-6257-1

204
15098-5375-3

205
15098-5268-8

206
15098-5294-7

201
15098-5986-1

202
15098-5987-8

203
15098-4830-8

198
13677-3846-9

199
13773-6518-1

200
15954-6610-3

197
13677-3860-5



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 281 芳山土井 81.5 照波土井 美方郡香美町村岡区萩山

BAABAA 原 去 31.03.05 たけひめ 黒原1331146 改 菊安土井 西村　忠一

9 258 照和土井 80.2 福広土井 美方郡香美町村岡区宿

BACBBB 原 雌 31.03.28 さちとみ２の４ 黒原1482155 照長土井 上田　伸也

5 285 忠味土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区村岡

      原 雌 31.03.01 まちこ 黒原1592039 改 照長土井 美方ファーム㈱

4 238 芳山土井 81.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 31.04.17 かりんの２ 黒原1653815 福広土井 小林　操

10 257 芳山土井 81.8 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

CAAAAB 雌 31.03.29 ３０もりふく５ 黒原1423427 谷福土井 長瀬　五一

10 236 照和土井 84.0 福広土井 美方郡香美町小代区東垣

AACCCB 原 雌 31.04.19 おおみぞ２ 黒原1404902 福芳土井 今井　正己

1 292 芳悠土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町小代区大谷

BABAAA 原 雌 31.02.22 みやおじろ 黒2594430 福芳土井 宮本　尚美

1 268 芳山土井 82.5 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

      雌 31.03.18 かりんの３ 黒2594435 丸富土井 中村　文吾

11 266 照忠土井 82.0 鶴山土井 美方郡新温泉町高山

CABAAB 雌 31.03.20 つるみ 黒2252566 菊安土井 西村　英明

2 313 丸明波 80.7 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

CABBAA 原 雌 31.02.01 かねただ 黒2554440 改 丸富土井 中井　のり子

2 303 芳悠土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 雌 31.02.11 おふく２の４ 黒原1709640 菊俊土井 中井　のり子

6 260 芳悠土井 80.6 照一土井 美方郡新温泉町海上

AABAAA 原 雌 31.03.26 ちはる８の２ 黒原1592123 高育 福芳土井 植田　秀作

1 282 悠哲土井 79.7 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

      去 31.03.04 ふくふく 黒2592282 福芳土井 小池　一博

4 300 丸池土井 81.0 福芳土井 養父市別宮

      去 31.02.14 さつき２ 黒原1608719 福広土井 西谷　敏秀

222
15098-6136-9

223
15862-6763-4

224
15655-6425-9

219
15098-6258-8

220
15098-5116-2

221
15098-5114-8

216
15098-5959-5

217
15098-5956-4

218
15098-6015-7

213
15098-5171-1

214
15098-6424-7

215
15098-6086-7

211
15098-6005-8

212
15098-6275-5



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

13 256 丸池土井 81.2 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BABCBB 去 31.03.30 ふくこ６の５ 黒原1331111 谷福土井 上垣　勇吾

2 238 照和土井 79.5 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

AACAAA 原 去 31.04.17 おみな４の２ 黒2554632 丸宮土井 上垣　勇吾

2 259 丸池土井 80.4 千代藤土井 養父市大屋町若杉

      去 31.03.27 むさし 黒2554624 丸福土井 高橋　潤也

13 257 丸若土井 83.3 幸豊土井 養父市大屋町若杉

BBACBA 原 去 31.03.29 のりとよ 黒原1299820 改 谷美土井 高橋　本明

10 231 丸春土井 80.7 鶴山土井 朝来市神子畑

CCCBBA 去 31.04.24 さかえつる 黒原1467546 照長土井 仙賀　隆文

1 244 丸池土井 80.5 照忠土井 豊岡市但東町高竜寺

CABBAA 原 去 31.04.11 にしふく 黒2598851 菊俊土井 小牧　伸典

7 232 丸池土井 81.2 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

BABCAA 原 去 31.04.23 けいこ 黒原1561866 谷福土井 小牧　伸典

7 234 丸池土井 79.6 福芳土井 豊岡市竹野町三原

BAACAA 原 去 31.04.21 ぼたん８の１ 黒2424416 菊宮土井 加悦　大三郎

6 268 丸宮土井 81.4 福芳土井 豊岡市辻

ABAAAA 原 去 31.03.18 みろ 黒原1576333 照長土井 猪師　英三良

6 286 照忠土井 81.2 丸福土井 豊岡市野上

CABAAA 原 雌 31.02.28 まるか 黒原1561850 高育 福芳土井 西垣　富夫

8 284 照忠土井 81.0 福芳土井 豊岡市宮井

CBBAAB 雌 31.03.02 きくとよ 黒2354006 幸豊土井 綿田　謙

4 265 照和土井 81.1 福芳土井 豊岡市九日市中町

AABBBA 原 雌 31.03.21 みやとき 黒原1592132 照長土井 谷山　道洋

3 262 照和土井 79.7 丸富土井 朝来市和田山町土田

AACBAA 原 雌 31.03.24 さかえまる 黒2496993 芳山土井 川見　和秀

1 282 丸池土井 81.1 芳悠土井 朝来市岩津

CABBAA 原 雌 31.03.04 かつよし 黒原1743161 菊俊土井 西垣　篤志

237
15683-2650-2

238
15098-4318-1

234
15849-3331-9

235
15098-4782-0

236
15098-5828-4

231
15655-6225-5

232
15655-6434-1

233
15098-4779-0

228
15098-5723-2

229
15849-3215-2

230
15849-3309-8

225
15098-4790-5

226
15098-4796-7

227
15098-5820-8



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 267 芳悠土井 81.0 丸宮土井 養父市森

BBBAAA 原 雌 31.03.19 なつみや 黒原1682769 照一土井 田村　正宏

3 261 千代藤土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AACAAA 原 雌 31.03.25 みやよしき 黒原1682762 北宮波 岩花　希

3 248 丸池土井 78.8 芳山土井 養父市大屋町宮垣

BAACAA 原 雌 31.04.07 つねふじ３ 黒2519072 菊俊土井 岩花　希

8 259 照和土井 80.5 丸富土井 左後躯大輪 佐用郡佐用町佐用

雌 31.03.27 ゆきひめ８の２ 黒2369440 鶴山土井 その他 兵庫県立佐用高等学校

12 235 芳山土井 81.4 照長土井 佐用郡佐用町福中

BBACBA 原 雌 31.04.20 みつふく３ 黒2174556 幸豊土井 吉田　朝雄

6 250 丸春土井 79.8 福広土井 兵庫県赤穂市鷏和

BCCBCB 原 雌 31.04.05 ふくふね 黒2423294 光照土井 後藤　那由太

2 259 丸春土井 80.1 菊俊土井 たつの市御津町中島

BCBCCA 原 雌 31.03.27 きくゆき 黒2570842 福芳土井 吉田　和子

1 230 芳悠土井 80.4 丸宮土井 姫路市夢前町新庄

      雌 31.04.25 ちよこ 黒2602888 千代藤土井 西影　昌久

3 273 丸明波 79.2 菊毬土井 三田市沢谷

CACBAA 去 31.03.13 きくみまり 黒2517158 照長土井 妻鹿　亮輔

2 262 丸宮土井 80.2 芳悠土井 三田市沢谷

      去 31.03.24 よしえ８ 黒2524097 丸富土井 妻鹿　亮輔

7 275 丸池土井 79.5 菊西土井 小野市万勝寺町

CACBAA 原 去 31.03.11 みやさかえ６の２ 黒2418414 福芳土井 宮下　俊子

1 250 照忠土井 82.5 芳悠土井 加西市常吉町

BABAAA 原 去 31.04.05 おはぎ 黒2598983 北前宮 県立農業大学校

6 255 照立土井 81.0 福芳土井 丹波市氷上町小谷

AAACBA 原 去 31.03.31 ななひめきくの１ 黒原1592288 菊俊土井 細見　忠和

4 256 千代藤土井 80.8 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

BACAAA 原 去 31.03.30 てるよし２ 黒原1624676 福芳土井 ひょうたん農場㈱
252

13677-3706-6

249
15839-0977-3

250
15872-3816-9

251
13677-3858-2

246
14212-6905-2

247
13781-8327-2

248
13781-8331-9

243
14607-2678-3

244
14607-2709-4

245
14143-6173-2

240
15683-2357-0

241
15683-2360-0

242
13766-2613-9

239
15098-5501-6



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

13 227 丸春土井 82.2 幸豊土井 丹波市春日町松森

CCCABA 去 31.04.28 あつみ 黒原1271220 改 照長土井 秋末　勝

3 255 芳悠土井 82.6 照忠土井 丹波市春日町鹿場

      去 31.03.31 よしやす２７ 黒原1679941 芳山土井 田川　良一

4 283 悠哲土井 81.1 丸富土井 丹波市市島町乙河内

      原 雌 31.03.03 かよ 黒原1601483 幸豊土井 荻野　浩

1 256 丸春土井 81.0 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

BBBAAA 原 雌 31.03.30 ふくみ 黒原1740420 丸宮土井 井上　芳則

10 272 丸宮土井 82.0 福広土井 丹波市市島町岩戸

BBBAAA 原 雌 31.03.14 てるふくの３ 黒原1429660 高 照長土井 大槻　良

3 262 芳悠土井 81.0 丸富土井 丹波篠山市味間奥

BBCBBA 原 雌 31.03.24 さかえ１６８ 黒2510287 福広土井 田中　久工

3 281 丸明波 80.0 芳山土井 丹波篠山市小原

CACCAA 原 雌 31.03.05 ゆきつる６ 黒2510278 菊俊土井 勝木　清市

7 281 照忠土井 81.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

AAAAAA 原 去 31.03.05 さわよし 黒原1573911 鶴山土井 伊沢　正一

4 258 芳悠土井 81.2 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACBBA 原 去 31.03.28 つつじ 黒原1653812 改 照長土井 森脇　雄一

3 258 芳山土井 80.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 31.03.28 もとみ４ 黒2514920 福広土井 森脇　雄一

11 250 芳悠土井 82.3 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BCBBCA 去 31.04.05 たになかひめ６ 黒原1404863 谷福土井 森脇　雄一

3 250 丸明波 81.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACBAA 原 去 31.04.05 さかえ２ 黒原1679869 菊俊土井 森脇　雄一

11 248 丸明波 82.0 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACBAA 原 去 31.04.07 ふくこ１１ 黒原1368957 高改 菊照土井 森脇　雄一

1 250 山伸土井 81.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

      原 去 31.04.05 ぶちのくいん 黒原1679874 照長土井 谷渕　侑生

264
15098-6198-7

265
15098-6199-4

266
15098-6167-3

261
15098-6190-1

262
15098-6193-2

263
15098-6196-3

258
13679-6571-1

259
13679-6593-3

260
15098-4470-6

255
15546-7285-9

256
13677-3827-8

257
13677-3813-1

253
13677-3878-0

254
13677-3870-4



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 245 芳山土井 82.6 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BAABAB 去 31.04.10 たてふく 黒2363020 第２安鶴土井 藤原　吉子

1 227 照忠土井 81.3 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

      去 31.04.28 てるよし２の２ 黒2594442 丸富土井 倉田　拓磨

6 245 照忠土井 81.8 福芳土井 同性複数産子 美方郡新温泉町塩山

BAAAAA 原 去 31.04.10 ともよし 黒原1573924 菊俊土井 山本　智明

8 237 芳悠土井 82.5 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBBA 原 去 31.04.18 まるこ 黒原1524463 高育 福芳土井 中井　丈文

1 248 照和土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA 原 去 31.04.07 ひさたに２ 黒原1740241 菊俊土井 村尾　高司

4 245 芳悠土井 78.6 谷福土井 美方郡新温泉町海上

CCBBBB 雌 31.04.10 ふくしげ 黒2461429 茂金波 尾崎　広貴

12 258 芳山土井 82.1 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAB 原 雌 31.03.28 としこ 黒原1331264 安幸土井 中井　太一郎

2 252 照和土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 雌 31.04.03 ゆきな 黒原1709622 福芳土井 西　逸子

2 266 照和土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町丹土

AABBAA 原 雌 31.03.20 てるなお５２２ 黒原1709620 福芳土井 中井　雄次

8 230 芳悠土井 81.2 照一土井 美方郡新温泉町春来

BBCBBA 原 雌 31.04.25 みゆき４ 黒原1524507 改 福芳土井 小谷　和信

6 265 照忠土井 80.5 菊西土井 美方郡新温泉町古市

CABAAA 原 雌 31.03.21 つねはな 黒原1592137 福芳土井 石原　寿

3 281 芳悠土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町小代区貫田

AABBAA 原 雌 31.03.05 ふくただ 黒2514956 福芳土井 小林　一樹

9 268 芳山土井 82.1 丸福土井 美方郡香美町小代区新屋

BAACBA 原 雌 31.03.18 ここ 黒原1482207 菊波土井 中村　芳老

11 278 照忠土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 31.03.08 まつよ６の１ 黒原1368948 改 茂美波 小林　操

279
15098-5300-5

280
15098-5281-7

276
15098-6173-4

277
15098-6498-8

278
15098-4491-1

273
15098-4842-1

274
15098-6148-2

275
15098-5480-4

270
15098-6584-8

271
15098-5889-5

272
15098-4512-3

267
15098-6124-6

268
15098-6464-3

269
15098-5910-6



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 260 芳悠土井 80.5 茂広波 美方郡香美町村岡区丸味

ABBCCA 原 雌 31.03.26 まつよ７の２ 黒2514924 改 鶴丸土井 小林　操

4 247 芳悠土井 82.1 菊西土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABCBBA 原 雌 31.04.08 ゆきやひめ 黒原1653806 第２安鶴土井 井上　哲也

4 257 芳悠土井 79.4 丸富土井 宍粟市一宮町上岸田

      去 31.03.29 まるふくみ 黒2461437 光照土井 大封アグリ　一宮牧場

9 242 芳山土井 81.0 丸宮土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

BAACAA 原 去 31.04.13 ゆきみや 黒2431380 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

4 285 芳悠土井 81.5 照一土井 豊岡市但東町河本

CABAAA 原 去 31.03.01 てるきよ 黒原1640961 鶴丸土井 森井　正彦

7 250 照立土井 80.0 丸富土井 豊岡市宮井

CBCBBA 去 31.04.05 うれしき 黒原1489262 改 照長土井 綿田　謙

6 276 芳悠土井 78.8 宮弘波 豊岡市目坂

CBCBBA 去 31.03.10 とよこ 黒2380534 菊道土井 谷口　正徳

4 252 丸宮土井 81.2 芳悠土井 朝来市和田山町野村

      去 31.04.03 みつひさ１３ 黒2462996 光照土井 宮田　貴身仁

1 236 芳悠土井 81.0 宮菊城 朝来市和田山町中

AAAAAA 原 去 31.04.19 まさきく 黒2598908 丸宮土井 宮田　靖仁

10 245 丸宮土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 31.04.10 てるきち 黒原1409484 照長土井 高橋　大樹

1 244 芳悠土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 31.04.11 ふとむ２ 黒2554615 福芳土井 高橋　副武

3 234 芳悠土井 78.0 丸福土井 養父市大屋町若杉

CBCBBA 原 去 31.04.21 みずの２ 黒2519069 照長土井 高橋　副武

9 224 丸池土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BBBCBA 原 去 01.05.01 ふくなお 黒原1423416 照長土井 上垣　耕作

2 228 千代藤土井 79.4 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AABAAA 原 去 31.04.27 あいまるまる 黒2519073 改 宮弘波 上垣　勇吾
294

15098-4799-8

291
15098-5729-4

292
15098-5730-0

293
15098-4801-8

288
15655-6147-0

289
15655-6466-2

290
15098-5727-0

285
15098-4397-6

286
15098-5638-9

287
15098-5707-2

282
15098-6405-6

283
16049-0982-9

284
16049-0983-6

281
15098-5282-4



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 254 丸池土井 80.0 照忠土井 養父市大屋町宮本

      雌 31.04.01 きくみ７ 黒2598894 丸宮土井 寺尾　智也

2 253 芳悠土井 81.1 丸宮土井 養父市森

ABAAAA 原 雌 31.04.02 えりみや 黒原1709840 福広土井 田村　正宏

11 265 芳悠土井 81.5 菊俊土井 養父市森

ABABBA 原 雌 31.03.21 えりとし 黒原1384181 谷美土井 田村　正宏

6 276 丸彩土井 78.7 照一土井 朝来市和田山町安井

      原 雌 31.03.10 えりこ 黒2391497 第２安鶴土井 県北部農業技術センタ

11 250 芳悠土井 81.0 菊宮土井 朝来市神子畑

CCCCCA 原 雌 31.04.05 たにみや 黒原1409488 改 幸豊土井 仙賀　隆文

9 274 芳悠土井 80.0 菊宮土井 豊岡市引野

BBBBBA 原 雌 31.03.12 いなぎく 黒原1467505 照長土井 竹村　清志

12 268 丸池土井 79.3 福俊土井 豊岡市中郷

BAACAA 原 雌 31.03.18 きくこ２ 黒2252628 鶴味土井 新田　拡樹

1 235 照忠土井 81.2 丸宮土井 豊岡市出石町暮坂

CAAAAA 原 雌 31.04.20 よしもと２ 黒原1743104 芳悠土井 旗谷　仁志

9 288 芳悠土井 80.5 奥隼 相生市矢野町真広

BCCBCB 去 31.02.26 みつよし１２ 黒2369452 谷福土井 坂本　修一

2 222 丸春土井 81.0 芳悠土井 赤穂市木津

      去 01.05.03 やすこ１ 黒2561148 丸富土井 溝田　泰司

9 251 丸池土井 80.2 福芳土井 佐用郡佐用町宇根

CBBCBA 原 雌 31.04.04 せつみ 黒2253568 菊照土井 妹尾　良恵

1 251 丸宮土井 81.0 菊西土井 姫路市夢前町新庄

BAAAAA 原 去 31.04.04 たけぎく 黒2602887 福芳土井 西影　昌久

1 245 千代藤土井 80.8 丸富土井 宍粟市山崎町葛根

AACAAA 原 去 31.04.10 ぷれじぃる８３ 黒2543030 菊波土井 杉田　真人

4 253 丸池土井 80.2 宮菊城 神戸市北区淡河町神田

CABBAA 原 雌 31.04.02 ひでよし２ 黒2482940 照一土井 奥下　均

306
14212-6904-5

307
14607-2695-0

308
15843-2112-3

303
15739-3454-9

304
14607-2714-8

305
14607-2668-4

300
15849-3120-9

301
15098-5666-2

302
15098-4411-9

297
15098-5502-3

298
08667-6204-3

299
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296
15098-5503-0



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 252 宮菊城 79.8 福芳土井 三田市沢谷

AAABBB 原 雌 31.04.03 まりな５ 黒2517153 照長土井 妻鹿　亮輔

2 251 芳悠土井 81.1 丸富土井 三田市沢谷

      雌 31.04.04 とみよし 黒2565048 福芳土井 妻鹿　亮輔

5 255 照忠土井 82.5 福芳土井 丹波市春日町鹿場

AAAAAA 原 去 31.03.31 ふみよし 黒原1624690 改 照一土井 田川　良一

1 242 千代藤土井 81.3 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

AABAAA 原 去 31.04.13 はなゆり 黒原1740403 福芳土井 ひょうたん農場㈱

6 244 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市春日町上三井庄

BBAAAA 原 去 31.04.11 ふくてる 黒原1524556 第２照久土井 山内　治郎

11 244 芳悠土井 81.0 幸豊土井 丹波市氷上町小谷

BCBCCA 去 31.04.11 きよゆき 黒原1391319 改 谷福土井 細見　忠和

1 258 丸宮土井 81.2 照忠土井 丹波市市島町喜多

CBBAAA 原 雌 31.03.28 ただの 黒原1740405 茂広波 西山　進

9 245 丸池土井 81.0 菊俊土井 丹波市春日町野上野

CACCAA 原 雌 31.04.10 ふくやま 黒原1459838 福芳土井 水原　彩子

10 248 芳悠土井 80.7 照一土井 丹波市氷上町井中

BBCABA 原 雌 31.04.07 つるまさ２ 黒2294633 鶴山土井 中澤　一夫

4 245 芳悠土井 80.7 照忠土井 丹波篠山市曽地口

CBBAAA 去 31.04.10 ただふく 黒2485551 幸福土井 清水　健司

11 229 芳山土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 31.04.26 いちふく 黒原1368857 高育 照長土井 村尾　千代美

7 245 照忠土井 81.8 福芳土井 同性複数産子 美方郡新温泉町塩山

BAAAAA 原 去 31.04.10 ともよし 黒原1573924 菊俊土井 山本　智明

1 245 丸明波 82.2 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

CACBAA 去 31.04.10 ようこ 黒原1740230 丸富土井 県立但馬牧場公園

9 263 照忠土井 82.2 福広土井 美方郡新温泉町多子

BACAAA 原 去 31.03.23 くにまる１ 黒原1482251 照波土井 竹下　与輔

321
15098-6245-8

322
15098-5153-7

318
13679-6599-5

319
15098-5992-2

320
15098-5911-3

315
13677-3855-1

316
13677-3852-0

317
13677-3908-4

312
13677-3707-3

313
13677-3871-1

314
13677-3859-9
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13781-8335-7

310
13781-8334-0

311
13677-3869-8



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

12 256 芳山土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAB 去 31.03.30 わかみや３ 黒原1368825 高 第２照久土井 竹下　千江子

2 216 芳山土井 81.6 照忠土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA 原 去 01.05.09 まさよし４ 黒原1709655 福芳土井 中村　文吾

8 255 芳山土井 81.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

AAACBA 原 去 31.03.31 あきよ 黒原1524384 照長土井 伊沢　栄一

14 271 富亀土井 81.8 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBCBBA 去 31.03.15 ななこ 黒原1299664 高育 谷福土井 対中　広芳

8 294 照和土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBBA 原 去 31.02.20 たにふく１ 黒原1524419 福広土井 西山　勝

5 272 芳悠土井 80.3 照武土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBAA 原 去 31.03.14 たけよし３の１ 黒原1624646 福芳土井 西山　勝

11 248 丸池土井 80.5 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

CACBAA 去 31.04.07 きくよ 黒原1404827 谷福土井 淀　貴至

9 247 照和土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

BABCAA 原 雌 31.04.08 みなこ 黒原1444274 高育 照長土井 淀　貴至

11 277 照和土井 80.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

CBCABB 雌 31.03.09 よしひさ０７ 黒原1404893 改 谷福土井 田中　一馬

2 248 芳山土井 80.1 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 雌 31.04.07 １０５きくふく５ 黒2554399 照長土井 長瀬　五一

7 281 茂和美波 79.3 丸福土井 美方郡香美町村岡区村岡

CACAAB 雌 31.03.05 さちかね７ 黒2402080 改 茂金波 美方ファーム㈱

7 266 富亀土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

CCCCCA 原 雌 31.03.20 あき５ 黒原1559041 鶴光土井 西崎　武志

12 257 照和土井 84.0 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

ABBCCB 原 雌 31.03.29 てるなお３の２ 黒原1368880 菊俊土井 今井　正人

1 252 照忠土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

BAAAAA 原 雌 31.04.03 たてふく５ 黒2594431 菊俊土井 藤原　吉子
336

15098-6123-9

333
15098-5172-8

334
15098-5248-0

335
15098-5927-4

330
15098-6203-8

331
15098-5060-8

332
15098-6088-1

327
15098-5344-9

328
15098-5352-4

329
15098-4877-3

324
15098-6022-5

325
15098-6443-8

326
15098-6160-4

323
15098-5155-1



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 256 照和土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

AABAAA 原 雌 31.03.30 はつひかり 黒原1709658 照一土井 大田　好雄

8 252 芳山土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAACBA 原 雌 31.04.03 てるみ 黒原1524506 改 照長土井 田中　栄一

9 256 芳山土井 82.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAB 原 雌 31.03.30 ななひめてる２ 黒原1444371 高 福芳土井 寺谷　進

2 278 富亀土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BACAAA 原 雌 31.03.08 あきよしひさ 黒原1709645 改 照忠土井 中井　のり子

9 272 照和土井 80.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 31.03.14 あきはる 黒原1482271 高改 菊俊土井 中井　のり子

5 237 丸春土井 81.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

BBACBA 原 去 31.04.18 みゆき 黒2431382 照長土井 岸本　章弘

7 226 宮菊城 79.7 福芳土井 朝来市和田山町中

AAABAA 原 去 31.04.29 ゆりな３の５ 黒2402133 菊俊土井 宮田　靖仁

4 262 芳悠土井 79.8 丸宮土井 朝来市和田山町土田

ABAABA 原 去 31.03.24 あゆみ１０５１７ 黒2482912 福芳土井 川見　和秀

4 230 宮菊城 81.1 芳悠土井 豊岡市野上

AAAAAA 原 去 31.04.25 やすひさ２６ 黒原1655333 高 第２照久土井 西垣　富夫

4 280 照忠土井 82.2 丸富土井 豊岡市九日市中町

BABAAA 原 去 31.03.06 ふくとみ 黒原1653843 福芳土井 谷山　道洋

10 277 丸春土井 82.0 照長土井 豊岡市但東町唐川

CCCBCB 去 31.03.09 いなちよ 黒原1347501 第２安鶴土井 中儀　吉郎

2 234 千代藤土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BACAAA 原 去 31.04.21 かなみや３ 黒原1709834 北宮波 岩花　希

8 232 丸池土井 80.0 福芳土井 養父市大屋町宮垣

BAABAA 原 去 31.04.23 よしみ 黒原1489210 谷美土井 岩花　希

3 245 丸宮土井 80.6 菊西土井 養父市大屋町宮本

CABAAA 原 去 31.04.10 あきほ６の３ 黒2519076 菊波土井 寺尾　智也

348
15683-2367-9

349
15683-2369-3

350
15683-2598-7

345
15655-6139-5

346
15098-5827-7

347
15098-4774-5

342
15951-0961-1

343
15655-6467-9

344
15683-2649-6

339
15098-6153-6

340
15098-6032-4

341
15098-6028-7

337
15098-5866-6

338
15098-5478-1



雌： 181 雄： 去： 199 合計 380
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

令和元年12月11日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 245 丸宮土井 83.0 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

BABAAA 原 去 31.04.10 やすひさ２７ 黒2519074 福広土井 上垣　勇吾

1 235 照忠土井 81.0 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 31.04.20 あいまるこ１ 黒原1743144 丸宮土井 上垣　勇吾

3 252 芳悠土井 80.3 照忠土井 養父市森

AAAAAA 原 雌 31.04.03 えりただ 黒2519082 福広土井 田村　正宏

3 256 丸春土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA 原 雌 31.03.30 ゆずてつ 黒2519064 菊俊土井 高橋　本明

5 254 丸若土井 79.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 雌 31.04.01 ふるさと２ 黒2424419 鶴丸土井 高橋　副武

4 253 芳悠土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      雌 31.04.02 まきあめ 黒原1627793 福広土井 高橋　大樹

11 243 芳悠土井 82.1 照明土井 豊岡市出石町百合

AAABAA 原 雌 31.04.12 きよむすめ 黒原1409419 谷福土井 松嶋　笑子

11 266 丸池土井 81.8 福広土井 豊岡市但東町高竜寺

CACBAA 原 雌 31.03.20 よしこ２ 黒原1409431 高 鶴丸土井 小牧　成基

8 264 芳悠土井 81.3 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

ABBAAA 原 雌 31.03.22 たかこ 黒原1528516 高育改 福広土井 小牧　成基

1 277 千代藤土井 81.1 照忠土井 朝来市岩津

AABAAA 原 雌 31.03.09 まゆみ６の２ 黒2598902 福芳土井 西垣　篤志

4 295 丸彩土井 81.1 宮喜 朝来市和田山町安井

      雌 31.02.19 みやよしまる 黒原1640971 石義丸 県北部農業技術センタ

11 227 芳悠土井 80.7 照長土井 佐用郡佐用町福中

CBCABA 原 去 31.04.28 つゆみ 黒2269291 谷美土井 吉田　朝雄

2 256 芳山土井 80.0 丸宮土井 宍粟市山崎町与位

BAABAA 原 雌 31.03.30 みやこ 黒2549554 照長土井 中坪　みどり

8 222 丸宮土井 80.1 福芳土井 赤穂市木津

BBAAAA 原 去 01.05.03 ももこ 黒2362279 照長土井 溝田　泰司
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9 258 丸春土井 81.0 福芳土井 たつの市御津町中島

BCBBCA 原 雌 31.03.28 なかゆき８ 黒2347341 照長土井 吉田　和子

7 259 丸宮土井 80.2 光照土井 宍粟市山崎町葛根

BCAABB 原 雌 31.03.27 かおる 黒2329933 谷福土井 吉岡　慎治

1 286 菊俊土井 80.8 芳悠土井 小野市長尾町

BBBCBA 原 雌 31.02.28 おかみつ２の１１ 黒2602859 丸宮土井 岡田　輝泰

2 290 照忠土井 79.8 芳悠土井 丹波篠山市味間奥

BABAAA 原 雌 31.02.24 ふくえ 黒2531416 丸福土井 田中　久工

9 270 芳山土井 81.2 福広土井 丹波篠山市味間奥

AAACBA 原 雌 31.03.16 ふくさかえ 黒2309202 幸豊土井 田中　久工

6 309 照忠土井 80.0 丸宮土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

CABAAB 去 31.02.05 まりも３ 黒2413877 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

12 279 悠哲土井 81.3 照長土井 宍粟市波賀町道谷

      去 31.03.07 きよみ 黒2219676 鶴丸土井 岸本　章弘

4 277 丸宮土井 80.5 照忠土井 宍粟市波賀町道谷

CAAAAA 原 雌 31.03.09 まゆみ 黒2476448 菊俊土井 岸本　章弘

8 313 宮菊城 79.0 福芳土井 相生市矢野町真広

BAAAAB 原 雌 31.02.01 まつふく１ 黒2376710 第２安鶴土井 坂本　修一

9 300 芳山土井 80.1 照長土井 相生市矢野町真広

CBBCBB 雌 31.02.14 さかもと３９９０ 黒2354008 菊安土井 坂本　修一

3 297 芳悠土井 80.5 丸富土井 三田市沢谷

ABBBBA 原 去 31.02.17 のりふく３ 黒2517156 福芳土井 妻鹿　亮輔

2 311 照忠土井 82.1 芳悠土井 丹波市市島町中竹田

      去 31.02.03 みやの 黒原1709791 丸宮土井 ひょうたん農場㈱

1 302 芳山土井 81.6 丸宮土井 丹波市市島町与戸

AAABAA 原 去 31.02.12 のりやす 黒原1740406 光照土井 森本　康典

5 276 芳悠土井 81.5 照一土井 美方郡香美町村岡区宿

BABAAA 原 去 31.03.10 第２さちふくの１ 黒原1605614 鶴丸土井 上田　伸也
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11 271 芳悠土井 84.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区宿

AABCBA 原 去 31.03.15 ひろてる 黒原1404840 照長土井 上田　伸也

1 258 芳悠土井 79.2 照忠土井 美方郡香美町村岡区宿

BABAAA 原 去 31.03.28 しげただ 黒2554371 福広土井 上田　伸也
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