
雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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

9 300 丸池土井 81.3 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

BABCBA 原 雌 01.12.19 ふくもち 黒2338226 菊道土井 小池　一博

9 278 丸宮土井 82.3 福広土井 宍粟市波賀町道谷

CBBAAA 去 02.01.10 たかこ 黒2376695 菊高土井 岸本　章弘

3 235 丸池土井 82.0 芳悠土井 豊岡市但東町河本

BABBAA 原 去 02.02.22 ひさとし 黒2554551 菊俊土井 森井　正彦

6 245 丸池土井 81.5 芳悠土井 豊岡市但東町河本

BACBBA 原 去 02.02.12 すぎひさ 黒2454113 高育 照菊波 森井　正彦

10 256 丸若土井 80.6 菊俊土井 豊岡市野上

BAAAAB 去 02.02.01 きくやす２１ 黒原1489161 高 谷福土井 西垣　富夫

14 252 丸池土井 82.1 谷美土井 豊岡市宮井

CBCAAB 去 02.02.05 たにみつ 黒原1271230 菊照土井 綿田　謙

2 253 芳悠土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

BCABBA 原 去 02.02.04 やまみや２ 黒2598885 菊俊土井 岩花　進

11 253 丸若土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CAABAA 去 02.02.04 しげてる３の１ 黒原1449838 福芳土井 岩花　進

1 273 宮菊城 81.0 丸池土井 養父市大屋町宮本

BAABAA 原 去 02.01.15 みゆき２の５ 黒原1774603 福芳土井 寺尾　稔

7 253 丸池土井 81.3 照忠土井 養父市森

BAABAA 原 去 02.02.04 なつただ 黒原1594193 福芳土井 田村　牧子

1 273 丸若土井 81.0 忠義土井 朝来市和田山町野村

      去 02.01.15 かねよし１８ 黒原1774613 丸富土井 宮田　貴身仁

2 266 丸若土井 81.0 芳山土井 朝来市和田山町中

BAABAA 原 去 02.01.22 やましず 黒原1732548 丸富土井 宮田　靖仁

4 279 芳悠土井 78.7 芳山土井 朝来市和田山町土田

AAABAA 原 雌 02.01.09 みやな２６ 黒2496994 菊俊土井 川見　和秀

4 307 丸春土井 80.5 茂康波 朝来市和田山町安井

CCCCBA 原 雌 01.12.12 みつやすなみ 黒2463013 丸福土井 県北部農業技術センタ

12
15655-6501-0

13
14092-7884-7

14
16138-5014-3

9
16138-9459-8

10
15098-5484-2

11
16138-9415-4

6
15098-5653-2

7
15655-6462-4

8
15655-6463-1

4
14092-8115-1

5
15655-6271-2

育種価資格

1
15728-6845-6

2
16204-1006-4

令和2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3
14092-8117-5



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 302 丸春土井 81.8 福広土井 養父市大屋町若杉

CCCCCA 原 雌 01.12.17 あめゆき 黒原1528548 幸豊土井 高橋　大樹

9 299 芳悠土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BABCBA 原 雌 01.12.20 みかづき 黒原1528556 照長土井 高橋　副武

3 298 丸宮土井 80.6 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 雌 01.12.21 あめつき 黒2554617 福広土井 高橋　潤也

2 285 丸春土井 81.8 照忠土井 養父市大屋町若杉

      雌 02.01.03 ふくただ 黒原1732541 福芳土井 高橋　潤也

12 293 丸春土井 79.2 菊俊土井 養父市建屋

CCCCCA 原 雌 01.12.26 としひめ 黒2285324 谷本土井 大封　健太

3 264 丸春土井 83.0 芳悠土井 養父市養父市場

CCCBBA 原 雌 02.01.24 よしひかり 黒原1682747 豊菊波 吉村　英美

11 252 丸池土井 84.0 谷石土井 豊岡市目坂

CABAAB 雌 02.02.05 かりゆし 黒原1449812 育改 菊安土井 谷口　正徳

3 282 丸宮土井 80.6 芳山土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 雌 02.01.06 きくよし 黒2519018 菊西土井 新田　拡樹

6 265 山勝土井 81.0 丸宮土井 宍粟市山崎町葛根

BBBAAA 原 去 02.01.23 やすこ 黒2411879 谷美土井 杉田　真人

3 285 丸宮土井 81.1 芳悠土井 多可郡多可町八千代区中野間

CCBAAA 原 雌 02.01.03 たかひめ 黒2491619 宮弘波 有田　覚

8 290 千代藤土井 79.3 丸宮土井 三田市ゆりのき台

CBCABB 雌 01.12.29 みやえみ 黒2391501 宮照波 岡本　光史

2 289 丸池土井 80.6 芳山土井 三田市沢谷

CABBAA 原 雌 01.12.30 ふくとみ２ 黒2587241 丸富土井 妻鹿　亮輔

1 288 丸池土井 79.4 照忠土井 三田市沢谷

CABAAA 原 雌 01.12.31 きくひめ７ 黒2629953 菊俊土井 妻鹿　亮輔

2 278 丸池土井 80.0 照忠土井 三田市沢谷

      雌 02.01.10 ひろこ 黒2598951 芳山土井 妻鹿　亮輔
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雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

14 282 芳悠土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

CCCBBA 原 去 02.01.06 みやさかえ 黒2150897 照長土井 岡田　秀子

2 294 照忠土井 80.7 芳山土井 ET産子 加古川市上荘町井ノ口

BAAAAA 原 雌 01.12.25 ほのか 黒2547195 照一土井 ㈱神戸井相田牧場

3 273 丸若土井 80.4 照忠土井 加古川市上荘町井ノ口

BAABAA 原 雌 02.01.15 ほほえみ 黒2534292 福芳土井 ㈱神戸井相田牧場

11 237 丸池土井 82.2 福俊土井 丹波市氷上町横田

CACAAA 去 02.02.20 こはま 黒原1336559 改 照長土井 足立　和人

8 321 芳山土井 80.3 芳恒土井 丹波市山南町北和田

CBBCBB 雌 01.11.28 つねこ 黒原1524527 照長土井 田中　憲蔵

3 267 丸春土井 80.5 芳山土井 丹波市市島町北奥

CBBBBA 原 雌 02.01.21 みやさつき１１ 黒2491617 第２安鶴土井 大槻　英樹

12 245 丸池土井 82.4 光照土井 丹波市春日町棚原

BABCBA 原 雌 02.02.12 らんらん 黒原1370058 谷福土井 山本　智

6 264 照忠土井 80.0 芳山土井 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 雌 02.01.24 ひめよし 黒2410378 菊千代土井 清水　健司

11 262 丸宮土井 82.0 福広土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 去 02.01.26 いずみ１ 黒原1444270 高育改 照長土井 今西　修輔

1 265 照和土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

      去 02.01.23 よしつねてる１ 黒原1771989 芳山土井 井上　哲也

6 257 芳悠土井 79.3 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBCBAA 原 去 02.01.31 あきほ７ 黒2416035 改 照長土井 井上　哲也

11 247 芳悠土井 81.0 福広土井 美方郡香美町村岡区境

BBBBBA 原 去 02.02.10 よしふくきく２ 黒2309192 高育 菊俊土井 田中　あつみ

8 268 山伸土井 81.7 菊西土井 美方郡香美町小代区神場

      原 去 02.01.20 ゆうな 黒原1559094 改 幸豊土井 上治　秀正

1 269 芳山土井 81.2 富亀土井 美方郡香美町小代区佐坊

BABBAA 原 去 02.01.19 ふくこ４ 黒2638144 照一土井 本上　純也
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雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 239 芳悠土井 82.8 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

      去 02.02.18 よしえ８ 黒原1740220 丸富土井 中村　文吾

4 268 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町数久谷

BABAAB 去 02.01.20 てるよし 黒原1624554 照長土井 西村　竹二

4 262 照和土井 82.0 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

AAACBA 原 去 02.01.26 しずく 黒原1624567 改 福芳土井 山本　智明

12 230 芳悠土井 81.7 安幸土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 02.02.27 ますしげ 黒2252573 改 谷福土井 村尾　千代美

3 264 照忠土井 80.0 芳山土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 去 02.01.24 てるくに２ 黒2531330 福芳土井 尾崎　栄太郎

2 267 忠清土井 80.4 丸福土井 乳頭異常 美方郡新温泉町海上

      雌 02.01.21 ふくのり 黒2594453 福芳土井 その他 植田　秀作

8 250 茂錦波 82.0 芳恒土井 乳頭異常 美方郡新温泉町海上

      雌 02.02.07 つつじ２ 黒原1524471 鶴山土井 その他 植田　秀作

3 275 照和土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町多子

AAAAAA 原 雌 02.01.13 つるひめ６ 黒原1709617 福芳土井 竹下　与輔

14 268 芳悠土井 84.8 鶴山土井 美方郡香美町小代区東垣

ACBACB 原 雌 02.01.20 みやなか 黒原1299694 改 照長土井 中村　まゆみ

2 278 照和土井 79.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区味取

AACAAA 原 雌 02.01.10 ゆきこ５の１７ 黒2594414 菊俊土井 西山　秀二

5 271 山伸土井 80.1 照美土井 美方郡香美町村岡区味取

      原 雌 02.01.17 てるてる 黒原1605624 丸富土井 西山　勝

8 271 照忠土井 79.5 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 02.01.17 ５８ながてる６ 黒2402084 照長土井 長瀬　五一

10 262 芳悠土井 81.6 第２鶴雪土井 美方郡香美町村岡区丸味

CCCBBA 原 雌 02.01.26 ふくてる６ 黒原1444337 照長土井 対中　広芳

2 285 照和土井 81.3 芳山土井 美方郡香美町村岡区宿

AABBAA 原 雌 02.01.03 よしふく 黒原1732535 改 菊俊土井 上田　伸也
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雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 278 丸宮土井 83.6 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 雌 02.01.10 きよみ 黒原1732538 菊俊土井 淀　貴至

9 267 宮菊城 80.5 照長土井 宍粟市千種町河内

BABBAA 原 去 02.01.21 みちてる 黒2329921 菊安土井 林　繁樹

8 280 丸春土井 81.0 菊俊土井 宍粟市一宮町上岸田

CCBCCA 去 02.01.08 てるみや３ 黒原1409485 鶴丸土井 大封アグリ　一宮牧場

3 281 丸宮土井 81.0 芳悠土井 宍粟市一宮町東河内

BBAAAA 原 去 02.01.07 きくひめ 黒2531368 丸富土井 小池　一博

2 297 丸福土井 79.5 照忠土井 養父市大屋町若杉

      去 01.12.22 ぼたん３ 黒2584519 福芳土井 高橋　副武

9 293 丸宮土井 82.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

CCBABA 去 01.12.26 ゆりひろ 黒原1489243 照長土井 高橋　副武

10 289 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 01.12.30 みつまめ 黒原1331097 照長土井 高橋　副武

2 281 照忠土井 81.1 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 02.01.07 ゆめとみ３ 黒2584534 丸宮土井 高橋　潤也

3 262 丸池土井 82.0 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

BABBAA 原 去 02.01.26 おきひさ 黒原1682764 照忠土井 上垣　勇吾

1 267 照和土井 81.0 丸池土井 朝来市山東町大内

AABBAA 原 去 02.01.21 みつふくいけ 黒2642354 福芳土井 田中　甫

3 274 照忠土井 80.8 丸宮土井 朝来市神子畑

CABAAA 去 02.01.14 なにまる 黒2554634 照長土井 仙賀　隆文

7 285 丸春土井 81.7 菊西土井 豊岡市但東町唐川

CBBCBA 去 02.01.03 きく 黒原1528528 第２照久土井 中儀　吉郎

10 268 芳悠土井 79.5 菊俊土井 豊岡市引野

ABBCCA 原 去 02.01.20 もとこの２ 黒2334674 谷美土井 竹村　清志

9 232 丸若土井 81.0 菊俊土井 豊岡市九日市中町

BAABAA 原 去 02.02.25 かねまさ２ 黒原1524491 照長土井 谷山　道洋

69
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70
14092-7917-2

66
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67
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68
16138-9621-9
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16138-9574-8
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雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 270 照忠土井 80.7 丸宮土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 雌 02.01.18 第２ふくぼたん 黒2482870 芳山土井 新田　拡樹

2 286 芳山土井 80.5 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AAACAA 原 雌 02.01.02 まるよし 黒2554550 芳山土井 森井　正彦

1 272 照和土井 80.2 芳山土井 朝来市岩津

AABCAA 原 雌 02.01.16 なるみ 黒2598900 照長土井 西垣　篤志

1 293 丸春土井 80.2 茂錦波 朝来市和田山町安井

      雌 01.12.26 しげみさき 黒2634514 芳悠土井 県北部農業技術センタ

1 266 丸春土井 81.0 照忠土井 養父市大屋町宮垣

      雌 02.01.22 るみよし２の３ 黒原1743223 芳山土井 岩花　希

8 254 丸池土井 80.3 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BBBBBA 原 雌 02.02.03 はなよし 黒原1489222 照長土井 岩花　玉男

1 297 丸春土井 81.8 芳悠土井 養父市大屋町宮本

BABCBA 原 雌 01.12.22 はちふく１ 黒原1766389 福広土井 寺尾　智也

1 290 丸春土井 80.8 照忠土井 養父市大屋町宮本

      雌 01.12.29 たかこ２の１ 黒2642290 芳悠土井 寺尾　智也

10 265 丸春土井 80.5 福芳土井 養父市建屋

CCBCCA 原 雌 02.01.23 よしの 黒原1489211 第２鶴雪土井 野中　稔

2 247 照忠土井 81.4 丸若土井 養父市森

      雌 02.02.10 ふくわか 黒原1743141 芳山土井 田村　正宏

5 260 照和土井 82.0 丸宮土井 佐用郡佐用町口金近

AABAAA 原 雌 02.01.28 なでしこ 黒2461439 福芳土井 田辺　裕基

9 247 丸春土井 81.6 照一土井 多可郡多可町八千代区中野間

CBCBBA 去 02.02.10 きくてる 黒2368158 谷福土井 有田　覚

3 291 宮喜 80.8 照忠土井 三田市ゆりのき台

CBCBBA 原 雌 01.12.28 のりふく５ 黒2547213 福芳土井 岡本　光史

1 276 丸池土井 80.8 芳悠土井 三田市沢谷

CACAAA 原 雌 02.01.12 ひさすず１６ 黒2576162 菊俊土井 妻鹿　亮輔
84

14445-0100-9

81
14185-2844-5

82
16097-4015-1

83
16061-3933-0

78
16138-9455-0

79
16138-9623-3

80
15098-5487-3

75
15655-6459-4

76
15655-6461-7

77
16138-9454-3

72
16138-9656-1

73
14340-0005-5

74
16138-5018-1

71
15098-5702-7



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 276 照忠土井 81.1 丸宮土井 三田市沢谷

      雌 02.01.12 ももひめ 黒2587243 芳山土井 妻鹿　亮輔

1 271 丸池土井 81.0 芳山土井 三田市沢谷

BABCAA 原 雌 02.01.17 たかてる１０ 黒2619904 照長土井 妻鹿　亮輔

6 264 宮菊城 80.7 鶴神土井 加西市常吉町

BBABAB 原 雌 02.01.24 きょうこ 黒2431364 茂広波 県立農業大学校

8 283 芳悠土井 78.5 菊俊土井 小野市広渡町

CCBCBA 原 雌 02.01.05 みき 黒2369442 鶴丸土井 前田　勇雄

5 265 丸池土井 80.5 千代藤土井 ET産子 加古川市上荘町井ノ口

BACAAA 原 雌 02.01.23 ひかり６ 黒2547186 福芳土井 ㈱神戸井相田牧場

3 252 照忠土井 81.7 芳悠土井 加古川市上荘町井ノ口

BABAAA 原 雌 02.02.05 みやひめふく 黒2524113 菊俊土井 ㈱神戸井相田牧場

12 241 丸池土井 81.7 照長土井 丹波市山南町北和田

CACCBA 去 02.02.16 なつき 黒原1379100 第２安鶴土井 田中　憲蔵

12 294 丸春土井 81.8 菊俊土井 丹波市山南町北和田

CCBCCA 去 01.12.25 まいこ２７ 黒原1391322 谷美土井 松浪　三千美

6 277 照和土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAA 原 雌 02.01.11 たまふく 黒原1610924 菊俊土井 上田　真吾

2 271 丸池土井 80.2 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

BABCAA 原 雌 02.01.17 てるみや 黒2570821 幸豊土井 上田　真吾

7 302 照立土井 78.3 菊西土井 丹波篠山市今田町市原

BBBABB 原 雌 01.12.17 ふく４の３ 黒2410383 照明土井 古家後　康夫

8 262 照和土井 80.6 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

BBCBBB 原 雌 02.01.26 きょうこ 黒2396562 第２鶴雪土井 清水　健司

7 258 照和土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町岸田

AABCCB 去 02.01.30 きくまる 黒原1559138 福広土井 田中　孝広

3 281 照忠土井 84.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 02.01.07 ゆきの 黒原1709637 丸富土井 村尾　憲弘

96
13439-6721-0

97
15656-2286-7

98
16138-9240-2

93
14098-4252-9

94
14098-4261-1

95
15954-6681-3

90
16270-0436-5

91
14098-4273-4
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14098-4224-6
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16178-3835-2

88
16008-1090-7

89
16270-0434-1

85
14607-0101-8

86
14607-0102-5



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 253 芳悠土井 81.2 照一土井 美方郡新温泉町中辻

CACBAA 原 去 02.02.04 まりな３の２ 黒原1444355 高改 菊俊土井 高美　治

6 267 山伸土井 78.7 照一土井 美方郡新温泉町井土

      原 去 02.01.21 おおまち 黒2402094 改 照長土井 岸　洋志

2 259 照和土井 83.8 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

AABBBA 原 去 02.01.29 さかえ 黒原1709606 福芳土井 小林　一樹

9 256 芳悠土井 80.5 菊俊土井 美方郡香美町小代区東垣

ABACCA 原 去 02.02.01 おふくひめ３ 黒原1524443 福芳土井 今井　正己

12 265 芳悠土井 81.3 菊俊土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABCBA 原 去 02.01.23 こうふく 黒2252572 高 鶴丸土井 今井　正人

6 245 照忠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区味取

CACBAA 去 02.02.12 ふくとみ 黒原1624645 福芳土井 阿瀬　稔

12 266 芳山土井 81.6 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABACBB 去 02.01.22 はるか２ 黒原1404862 高育 鶴山土井 森脇　雄一

6 257 忠味土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 02.01.31 たかとみ３ 黒原1624636 丸富土井 森脇　雄一

2 247 芳悠土井 82.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区神坂

BBBCBA 原 去 02.02.10 やまとよ２ 黒原1740260 幸豊土井 伊沢　栄一

2 241 丸若土井 83.1 石義丸 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 去 02.02.16 きよこの１ 黒原1709597 丸宮土井 今西　修輔

4 260 山伸土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区宿

      原 雌 02.01.28 つねふじ７ 黒原1679856 改 菊俊土井 上田　伸也

3 264 芳山土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAABAA 原 雌 02.01.24 みつゆきてる 黒原1709595 芳悠土井 井上　哲也

1 255 茂貴波 81.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

      原 雌 02.02.02 おふくよし４ 黒原1771988 丸富土井 井上　哲也

11 280 照和土井 81.2 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBBB 原 雌 02.01.08 かりん 黒原1404868 鶴丸土井 小林　操
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16138-9220-4

112
16138-9282-2

108
14092-6936-4

109
16138-9158-0

110
16138-9217-4

105
15656-1882-2

106
14092-6725-4

107
14092-6945-6

102
14092-6764-3

103
14092-6864-0

104
15656-1896-9

99
14092-6743-8

100
14092-6892-3

101
14092-6826-8



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 265 芳山土井 80.8 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 02.01.23 ８４つるやま５ 黒原1605639 鶴山土井 長瀬　五一

17 263 照和土井 82.1 越照波 美方郡香美町小代区神場

BCCBCC 雌 02.01.25 しょうふく２ 黒2078788 改 安幸土井 上治　秀正

4 253 芳山土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町小代区神水

BAABAA 原 雌 02.02.04 たてふくさん 黒原1679885 菊俊土井 藤原　吉子

3 247 芳悠土井 80.3 照忠土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 雌 02.02.10 はるみやの１ 黒2554460 福芳土井 田中　充

3 281 芳悠土井 81.7 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

AABAAA 原 雌 02.01.07 ゆず 黒原1679892 鶴山土井 県立但馬牧場公園

1 274 照忠土井 80.5 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 雌 02.01.14 あきひろひさ 黒2638163 福広土井 中井　勝

4 271 丸春土井 79.3 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

BCBBBB 去 02.01.17 さちよし 黒2461438 鶴山土井 大封アグリ　一宮牧場

2 279 丸池土井 79.4 芳山土井 宍粟市一宮町東河内

CABCAA 原 雌 02.01.09 きみやま 黒2570830 菊俊土井 小池　一博

6 258 丸若土井 81.0 照一土井 朝来市和田山町岡

CAAAAA 去 02.01.30 つるあき１の１ 黒原1594213 菊俊土井 森下　清司

1 291 西杉土井 79.6 広阿津土井 朝来市和田山町安井

BACBAB 去 01.12.28 ひろあつてる 黒2621812 照也土井 県北部農業技術センタ

1 261 丸池土井 80.0 芳山土井 朝来市山東町大内

      去 02.01.27 ぷれじぃる１０７ 黒2574988 丸富土井 田中　甫

1 297 宮喜 80.3 照忠土井 豊岡市宮井

CACBAA 原 去 01.12.22 くくひめ 黒2629907 丸福土井 綿田　謙

4 254 丸宮土井 80.1 芳山土井 豊岡市野上

BAAAAA 原 去 02.02.03 あいまる２７ 黒2519014 鶴丸土井 西垣　富夫

5 247 照忠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市目坂

BAAAAB 去 02.02.10 まるこ２ 黒原1627767 谷石土井 谷口　正徳
126

14092-7807-6
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124
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120
15728-6854-8
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16138-9626-4
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115
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雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 257 宮菊城 81.5 丸宮土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA 原 去 02.01.31 みゆき３ 黒原1576341 照長土井 寺尾　稔

2 252 丸春土井 81.0 芳山土井 養父市森

BBACBA 原 去 02.02.05 えりやま 黒原1743143 菊俊土井 田村　正宏

5 251 照忠土井 81.3 丸宮土井 養父市森

BAAAAA 原 去 02.02.06 ふくみや 黒原1655350 菊俊土井 田村　正宏

4 280 丸池土井 80.1 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 02.01.08 まるやま 黒2482900 照一土井 高橋　副武

4 276 宮菊城 80.4 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 02.01.12 あとむ２ 黒2519057 福芳土井 高橋　副武

7 282 丸宮土井 80.0 芳寛土井 養父市大屋町若杉

ACABBA 原 雌 02.01.06 ひろし 黒原1576344 谷福土井 高橋　副武

2 276 照忠土井 81.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 02.01.12 ふくみ２ 黒原1732550 丸宮土井 高橋　副武

2 271 芳悠土井 80.1 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 02.01.17 とりよし 黒2584520 菊俊土井 高橋　副武

1 269 芳悠土井 81.2 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      雌 02.01.19 さかえ 黒原1774588 菊西土井 高橋　潤也

5 256 芳悠土井 82.0 丸宮土井 養父市養父市場

AABAAA 原 雌 02.02.01 ゆきひめみや 黒原1655349 福芳土井 吉村　英美

10 265 芳悠土井 84.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

BBBCBA 原 雌 02.01.23 ふみつる 黒原1409629 高 第２安鶴土井 森井　正彦

3 282 丸宮土井 80.7 芳山土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 雌 02.01.06 めばえ３ 黒2531377 福俊土井 新田　拡樹

2 283 丸池土井 81.1 茂和美波 朝来市和田山町中

CACAAA 原 雌 02.01.05 きよしげ 黒原1743157 改 丸富土井 宮田　靖仁

10 276 照和土井 80.3 丸富土井 朝来市和田山町野村

AACCBA 原 雌 02.01.12 かねまる９ 黒原1508017 菊俊土井 宮田　貴身仁

138
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139
15655-6500-3

140
16138-9414-7

135
16138-9595-3

136
16138-9479-6

137
16138-9658-5

132
16138-9577-9

133
16138-9588-5

134
16138-9592-2

129
15098-5486-6

130
16138-9583-0
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16138-9462-8

128
15098-5485-9



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 287 丸明波 81.1 丸宮土井 佐用郡佐用町横坂

CACAAA 原 雌 02.01.01 みき４ 黒2493657 福芳土井 横坂共栄農場

9 273 丸春土井 80.7 菊俊土井 赤穂市木津

BAACAA 原 雌 02.01.15 さくらこ 黒2362281 谷福土井 溝田　泰司

7 239 丸若土井 80.7 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

BAACAA 原 去 02.02.18 よしひめ 黒2424421 北宮波 有田　覚

5 269 芳悠土井 80.8 丸宮土井 三田市ゆりのき台

BBBAAA 原 去 02.01.19 まるこ 黒2482947 照長土井 岡本　光史

4 261 宮菊城 80.0 芳山土井 神戸市西区神出町

      去 02.01.27 いちこ 黒2517146 照一土井 池本　俊彦

2 271 芳悠土井 81.4 丸宮土井 三田市沢谷

BBBAAA 原 雌 02.01.17 よしみ４ 黒2598979 福広土井 妻鹿　亮輔

2 267 照忠土井 81.5 芳悠土井 三田市沢谷

      雌 02.01.21 がはまれで 黒2598957 丸宮土井 妻鹿　亮輔

12 256 芳山土井 79.4 光照土井 小野市長尾町

AAACAB 去 02.02.01 おかひめ 黒2269296 菊俊土井 岡田　秀子

5 272 芳悠土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

BBBABA 原 去 02.01.16 たかまる 黒2450341 菊安土井 上田　真吾

12 287 丸春土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CCBCCA 去 02.01.01 みつふく７ 黒原1370033 照長土井 上田　真吾

6 267 丸若土井 79.2 芳山土井 丹波市氷上町井中

BAABAA 原 雌 02.01.21 たによし 黒2426323 照長土井 中澤　一夫

11 266 芳悠土井 81.2 菊俊土井 丹波市市島町乙河内

ABBBBA 原 雌 02.01.22 よしたけ３ 黒原1368992 谷福土井 荻野　浩

7 253 芳山土井 80.0 照一土井 丹波篠山市曽地口

BAACAA 原 雌 02.02.04 いくよ 黒2431367 菊俊土井 清水　健司

3 254 芳山土井 79.8 丸宮土井 丹波篠山市今田町市原

AAABAA 原 去 02.02.03 なばな 黒2510288 菊西土井 古家後　康夫

153
13439-6751-7

154
13439-6727-2

150
14098-4251-2

151
14098-4257-4

152
15924-7304-3

147
14607-0109-4

148
15851-1174-7

149
14098-4253-6

144
16061-3935-4

145
13547-4828-0

146
14607-0104-9

141
14185-2841-4

142
14185-2799-8

143
16097-4016-8



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 318 丸池土井 79.2 照忠土井 美方郡香美町香住区九斗

CABAAA 原 去 01.12.01 てるてる２ 黒2612151 芳山土井 合同会社　谷口畜産

13 270 富亀土井 81.5 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

CCCBCB 去 02.01.18 ひろまさてる２ 黒原1368943 改 照長土井 対中　広芳

7 267 芳悠土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

BBBAAA 原 去 02.01.21 きよふく 黒原1592060 福芳土井 西山　勝

7 238 芳悠土井 81.2 照美土井 美方郡香美町小代区秋岡

ABCBBA 原 去 02.02.19 きくてる 黒原1573922 改 谷福土井 今井　正人

3 237 忠味土井 79.2 芳山土井 美方郡香美町小代区秋岡

BAACAA 原 去 02.02.20 てるなお 黒2554422 福芳土井 今井　正人

2 235 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

CACAAA 原 去 02.02.22 てるまる 黒原1740216 照忠土井 中村　文吾

7 242 照忠土井 82.2 芳山土井 美方郡新温泉町春来

CABAAA 去 02.02.15 ますみやま 黒原1592114 照長土井 田中　栄一

10 265 芳山土井 80.7 照豊土井 美方郡新温泉町多子

BAACAB 去 02.01.23 てるみや 黒原1404914 菊安土井 竹下　与輔

8 262 芳悠土井 81.8 鶴丸土井 美方郡新温泉町塩山

CBCAAA 去 02.01.26 ともつる 黒2391476 茂美波 山本　智明

4 245 照忠土井 81.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 去 02.02.12 みやよし２７ 黒原1679912 菊俊土井 村尾　憲弘

1 232 山長土井 81.1 富亀土井 美方郡新温泉町海上

      去 02.02.25 とみちよ 黒2638173 芳悠土井 尾崎　栄太郎

10 276 照和土井 84.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AABBBA 原 雌 02.01.12 ふくみつふく 黒原1444366 改 照長土井 村尾　賢一

1 278 丸明波 81.6 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

      雌 02.01.10 てるふく５ 黒2638156 菊西土井 西村　岳人

1 275 照忠土井 83.5 芳悠土井 美方郡新温泉町春来

      雌 02.01.13 はなみ３ 黒原1772014 丸富土井 田中　宏道
168

16138-9229-7

165
15656-2149-5

166
15656-2329-1

167
16138-9252-5

162
14092-6873-2

163
14092-6833-6

164
16138-9243-3
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14092-6871-8

160
16138-9290-7

161
14092-6889-3
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16138-9276-1

157
15656-2343-7

158
14092-6867-1

155
15656-1924-9



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 270 照忠土井 80.2 芳山土井 美方郡香美町小代区貫田

CAAAAA 原 雌 02.01.18 たままる 黒2638140 丸福土井 小林　一樹

8 255 芳悠土井 82.1 照一土井 美方郡香美町小代区東垣

CCCABA 原 雌 02.02.02 みかた２２ 黒2391470 第２安鶴土井 中村　健治

10 278 芳悠土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

BCBCCA 原 雌 02.01.10 てるこひめ 黒原1524426 福芳土井 田中　一馬

6 284 忠味土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 02.01.04 ななたに２ 黒原1624634 照長土井 森脇　雄一

1 259 茂貴波 79.5 丸明波 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 02.01.29 ともか 黒2638127 菊安土井 森脇　雄一

6 267 芳山土井 80.8 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 雌 02.01.21 きくつるみ１２ 黒原1624623 高 福芳土井 小林　操

2 314 芳山土井 79.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAABAA 原 雌 01.12.05 さわてる 黒2531319 改 菊俊土井 伊沢　正一

3 278 芳悠土井 83.7 石義丸 美方郡香美町香住区丹生地

ABABAA 原 雌 02.01.10 てるいし 黒2554419 菊俊土井 淀　貴至

1 256 丸宮土井 80.8 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

BBAAAA 原 去 02.02.01 きさらぎ 黒2634536 照也土井 岸本　章弘

1 263 宮菊城 79.7 照忠土井 宍粟市千種町河内

AAAAAA 原 去 02.01.25 みちぐさ 黒2634547 丸宮土井 林　繁樹

6 256 丸宮土井 80.7 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

CCABBA 去 02.02.01 きくよ 黒2441453 福芳土井 小池　一博

4 242 丸春土井 81.6 芳悠土井 豊岡市中郷

ABABBA 原 去 02.02.15 ふくふく 黒原1682736 福芳土井 新田　拡樹

3 231 照忠土井 81.1 丸宮土井 豊岡市九日市中町

BAAAAA 原 去 02.02.26 ぷれじぃる８５ 黒2543032 福芳土井 谷山　道洋

9 232 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市清冷寺

BABAAA 原 去 02.02.25 よしま 黒原1528504 光照土井 浅井　光澄
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14092-7935-6

181
14092-7918-9

182
14092-8405-3

177
16204-1008-8

178
15655-5406-9

179
16248-6864-9

174
16138-9285-3

175
15098-6687-6
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15098-6214-4
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14092-6759-9
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15656-1872-3
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14092-6723-0
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14092-6824-4
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14092-6774-2



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 255 丸池土井 80.8 芳悠土井 豊岡市但東町河本

CACBAA 原 去 02.02.02 みやもり２ 黒2519019 北宮波 森井　正彦

3 255 照忠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

      去 02.02.02 まるひめ 黒原1709812 芳悠土井 森井　正彦

1 247 丸春土井 80.7 照忠土井 養父市森

      去 02.02.10 ふくもり 黒2642268 芳山土井 田村　正宏

2 260 丸若土井 81.0 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 去 02.01.28 みなよし 黒原1725518 丸宮土井 上垣　勇吾

5 245 丸若土井 82.2 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 去 02.02.12 るみや１ 黒原1655354 改 丸宮土井 岩花　希

1 229 芳悠土井 80.7 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

      去 02.02.28 たつひめ６ 黒2629916 照一土井 岩花　進

2 238 丸若土井 80.8 照忠土井 朝来市和田山町野村

      去 02.02.19 ただふくよ１７ 黒2598904 丸典土井 宮田　貴身仁

1 238 照和土井 81.2 芳悠土井 朝来市和田山町中

      去 02.02.19 みかこ２２ 黒原1774616 宮喜 宮田　靖仁

2 269 丸若土井 80.1 照忠土井 朝来市岩津

AAABAA 原 雌 02.01.19 きくみひめ 黒2575066 福芳土井 西垣　篤志

1 303 照忠土井 80.8 芳悠土井 朝来市山東町大内

AAABAA 原 雌 01.12.16 とみひさ 黒2629943 菊俊土井 田中　甫

9 266 芳悠土井 82.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 雌 02.01.22 あかつね 黒原1528550 谷美土井 高橋　大樹

9 264 丸若土井 81.8 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 雌 02.01.24 まめてる 黒原1528546 鶴丸土井 高橋　大樹

3 254 芳悠土井 79.5 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBAABA 原 雌 02.02.03 つるきち 黒2554618 福芳土井 高橋　潤也

8 263 芳悠土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBBCBA 原 雌 02.01.25 まるかつ 黒原1489239 鶴丸土井 高橋　副武
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16138-9606-6

196
16138-9600-4

192
16138-9611-0

193
16138-9598-4

194
16138-9594-6

189
16138-9420-8
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14092-7977-6
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14340-0006-2
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187
14092-8304-9

188
14092-8307-0
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184
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14092-7844-1



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14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 照忠土井 80.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 02.01.27 むらい 黒2519065 芳山土井 高橋　副武

2 276 丸宮土井 79.6 芳山土井 豊岡市引野

BBAAAA 原 雌 02.01.12 よしゆき 黒2574980 菊晴土井 竹村　清志

8 308 丸宮土井 81.6 照一土井 豊岡市但東町唐川

BBABAA 原 雌 01.12.11 てるよし 黒原1528525 菊安土井 中儀　吉郎

4 259 丸宮土井 80.8 芳悠土井 赤穂市木津

BBAAAA 原 去 02.01.29 ごいちよ２４２ 黒2519150 福芳土井 溝田　泰司

9 269 丸春土井 79.7 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

CCBBCA 原 雌 02.01.19 おかなみ 黒2362274 照菊波 安岡　林

1 259 宮菊城 80.6 丸宮土井 三田市上内神

AAAAAA 原 去 02.01.29 かとり 黒2619903 福芳土井 蓬莱　光雄

9 259 丸池土井 82.0 福芳土井 神戸市北区淡河町神田

BABBAA 原 去 02.01.29 みつふく２の３ 黒2387693 高 照長土井 奥下　均

1 264 照忠土井 81.5 富亀土井 三田市沢谷

BABAAA 原 雌 02.01.24 ふくふじ２ 黒2642441 福芳土井 妻鹿　亮輔

2 270 芳山土井 80.2 照忠土井 三田市沢谷

AAABAA 原 去 02.01.18 こはる２ 黒2598954 福芳土井 妻鹿　亮輔

1 270 照和土井 81.1 丸明波 三田市沢谷

AACBAA 原 去 02.01.18 ななひめふく５ 黒2642443 照一土井 妻鹿　亮輔

13 262 芳悠土井 79.5 照長土井 小野市長尾町

BBCBBA 原 去 02.01.26 かつみてる 黒2207176 谷福土井 岡田　勇治

1 312 丸春土井 80.7 芳山土井 丹波市市島町乙河内

BAABAA 原 去 01.12.07 ひめ３ 黒2638211 照忠土井 荻野　浩

2 252 芳悠土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AABAAA 原 雌 02.02.05 しげみ 黒原1726408 谷福土井 上田　真吾

9 265 丸池土井 81.1 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CBCBBB 去 02.01.23 はつふく 黒原1482294 菊安土井 上田　真吾
210

14098-4263-5

207
15851-1172-3

208
15924-7301-2

209
14098-4259-8

204
13919-0110-5

205
14607-0103-2

206
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14185-2840-7
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雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 251 丸春土井 81.5 福芳土井 丹波市春日町黒井

ABACCA 原 雌 02.02.06 さち 黒原1409448 照菊波 氷上高等学校

2 232 丸若土井 80.7 丸宮土井 丹波篠山市乾新町

      雌 02.02.25 すみれ 黒2549572 福芳土井 小西　弘

5 238 照和土井 82.0 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

AABCBA 原 去 02.02.19 よしひめ 黒原1653841 高 菊俊土井 植田　秀作

1 235 照忠土井 80.6 丸福土井 美方郡新温泉町海上

CABAAA 去 02.02.22 ちはる３の２ 黒2594452 芳悠土井 植田　秀作

5 250 照忠土井 81.5 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 去 02.02.07 ななひめふく３ 黒原1624568 照一土井 寺谷　進

8 247 芳悠土井 81.1 丸福土井 美方郡新温泉町切畑

CACCBA 原 去 02.02.10 さかえまる 黒原1559118 福芳土井 倉田　拓磨

3 276 照忠土井 81.0 茂広波 美方郡新温泉町春来

BABBAB 去 02.01.12 さかえ６の２ 黒原1679886 照一土井 中村　真一

9 247 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

BAABAA 原 去 02.02.10 てるもり１の２ 黒原1524500 第２照久土井 田中　充

2 258 芳山土井 81.7 芳悠土井 美方郡香美町小代区神水

AAACAA 原 去 02.01.30 さかえ５８６ 黒原1740210 改 福芳土井 藤原　吉子

6 247 芳悠土井 82.2 丸富土井 美方郡香美町小代区神場

ABBBBA 原 去 02.02.10 とみこ 黒原1624649 福芳土井 上治　秀正

9 266 山伸土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

      去 02.01.22 たにふく１ 黒原1524419 福広土井 西山　勝

6 261 照和土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBAA 原 去 02.01.27 やすひで２の１ 黒原1559091 丸福土井 西山　勝

8 268 照忠土井 80.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAB 去 02.01.20 ふくえ６ 黒原1524396 福広土井 小林　操

1 261 照和土井 80.4 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACAAA 原 去 02.01.27 みつふく６ 黒2612145 照長土井 井上　哲也

222
16138-9368-3

223
16138-9283-9

224
16138-9218-1

219
15098-6567-1

220
16138-9264-8

221
16138-9367-6

216
15656-2270-6

217
15656-2276-8

218
16138-9269-3

213
15656-2179-2

214
14092-6854-1

215
15656-2161-7

211
14098-4269-7

212
13439-6720-3



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 268 照和土井 80.8 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AACAAA 原 雌 02.01.20 みやてる１０ 黒原1624642 照長土井 井上　哲也

11 284 山長土井 81.5 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 02.01.04 ４０おおふく６ 黒原1464012 高 照長土井 長瀬　五一

8 271 照忠土井 81.3 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACAAB 雌 02.01.17 ６４きくひろ 黒原1542178 照長土井 長瀬　五一

11 250 照和土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

BACCBB 原 雌 02.02.07 てつしげ５ 黒原1368898 照長土井 西崎　武志

1 285 富亀土井 80.8 照忠土井 美方郡香美町小代区佐坊

BACBAB 原 雌 02.01.03 ふくよ３ 黒2638143 菊俊土井 本上　純也

1 285 照和土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

AACBAA 原 雌 02.01.03 よしひさ 黒2638139 丸福土井 小林　一樹

7 282 照和土井 79.1 福芳土井 美方郡香美町小代区貫田

ABCBBB 原 雌 02.01.06 きくひろ３ 黒2413815 第２安鶴土井 小林　一樹

7 264 芳悠土井 80.8 丸富土井 美方郡新温泉町中辻

AABBAA 原 雌 02.01.24 みゆき５ 黒原1559120 改 照長土井 高美　萬喜子

6 267 芳悠土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 雌 02.01.21 よしはる 黒原1624580 第２照久土井 村尾　千代美

1 268 芳悠土井 80.3 照忠土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA 原 雌 02.01.20 まいこ 黒2612155 谷福土井 西村　岳人

2 242 丸春土井 81.8 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

CCBBBA 去 02.02.15 きくひめ 黒2592285 菊波土井 岸本　章弘

11 270 芳悠土井 79.6 菊西土井 宍粟市一宮町上岸田

ABBBBA 原 去 02.01.18 ふじみや１ 黒2402108 北宮波 大封アグリ　一宮牧場

5 275 丸春土井 80.0 丸福土井 養父市大屋町若杉

CBCBAA 原 去 02.01.13 みのむし 黒2482901 福芳土井 高橋　副武

6 273 芳悠土井 83.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABBBBA 原 去 02.01.15 かめまる 黒原1627794 菊俊土井 高橋　副武

237
16138-9589-2

238
16138-9590-8

234
16138-9253-2

235
16204-1009-5

236
16204-1040-8

231
15656-2114-3

232
15656-2242-3

233
15656-2234-8

228
15656-2248-5

229
15656-1927-0

230
15656-2113-6

225
16138-9215-0

226
16138-9307-2

227
16138-9311-9



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 262 芳悠土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 02.01.26 まさふゆ 黒原1655360 菊西土井 高橋　副武

9 260 宮菊城 81.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 02.01.28 なかよし 黒原1528560 改 照長土井 高橋　大樹

2 259 丸池土井 80.4 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 02.01.29 かなみ 黒2584535 照一土井 高橋　副武

1 259 芳悠土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BBBAAA 原 去 02.01.29 おみな５の２ 黒原1774600 菊西土井 上垣　勇吾

2 244 芳悠土井 81.0 丸宮土井 養父市森

BBBABA 原 去 02.02.13 まきみや 黒原1743140 福広土井 田村　正宏

1 256 丸若土井 80.2 千代藤土井 朝来市山東町大内

      去 02.02.01 みゆきふじ３ 黒2642355 福芳土井 田中　甫

1 284 照立土井 79.9 広阿津土井 朝来市和田山町安井

      去 02.01.04 ひろあつみ 黒2621811 丸宮土井 県北部農業技術センタ

7 249 照和土井 81.1 鶴丸土井 朝来市和田山町安井

BACCCB 去 02.02.08 きくみまる 黒2391496 茂美波 県北部農業技術センタ

8 248 照忠土井 82.0 福芳土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 去 02.02.09 ふくのはな 黒原1576330 高育改 鶴丸土井 新田　義孝

9 258 芳悠土井 81.0 照一土井 豊岡市中郷

BABBBA 原 去 02.01.30 ぴんこ２ 黒原1489154 谷美土井 新田　義孝

15 302 丸春土井 82.2 鶴丸土井 豊岡市出石町暮坂

CCBBBB 去 01.12.17 しのぶ 黒原1249384 改 菊照土井 旗谷　仁志

4 267 丸池土井 81.4 芳山土井 豊岡市但東町河本

BABCAA 原 去 02.01.21 よしひさ 黒原1655343 照長土井 森井　正彦

9 287 照忠土井 80.2 丸福土井 豊岡市但東町高竜寺

CACAAA 原 雌 02.01.01 みみつる２ 黒原1528515 改 照長土井 小牧　伸典

14 278 丸池土井 81.3 幸豊土井 豊岡市宮井

CCCBCA 原 雌 02.01.10 きそひめ 黒原1237303 菊照土井 綿田　謙
252

15098-5651-8

249
16138-9513-7

250
16138-9659-2

251
15655-6246-0

246
16138-5033-4

247
14092-7934-9

248
14092-7933-2

243
14092-7843-4

244
14092-8415-2

245
16138-5020-4

240
16138-9604-2

241
16138-9527-4

242
15655-6527-0

239
16138-9602-8



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 260 芳悠土井 80.5 丸宮土井 朝来市和田山町岡

BBBAAA 原 雌 02.01.28 まるふく 黒原1627810 改 福芳土井 森下　清司

3 264 芳悠土井 80.6 宮菊城 朝来市和田山町中

ABAAAA 原 雌 02.01.24 ふく４の６ 黒2554639 照明土井 宮田　靖仁

2 262 丸池土井 78.8 芳山土井 朝来市和田山町中

BABBAA 原 雌 02.01.26 まさよし 黒2554640 改 丸宮土井 宮田　靖仁

5 249 芳悠土井 81.6 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

ABABBA 原 雌 02.02.08 つねふじ１の２ 黒原1655352 高 福芳土井 岩花　希

5 280 丸若土井 79.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

AAACAA 原 雌 02.01.08 みつふくなが２ 黒2482887 菊俊土井 寺尾　智也

4 273 宮菊城 79.5 照一土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA 原 雌 02.01.15 あきほ６の１ 黒2442909 菊波土井 寺尾　智也

11 259 丸池土井 81.6 菊俊土井 養父市建屋

CABCAA 原 雌 02.01.29 ふくはな 黒原1449832 照長土井 野中　稔

5 245 丸池土井 81.0 芳山土井 養父市養父市場

BABBAA 原 雌 02.02.12 としみ２５ 黒原1640963 菊俊土井 吉村　英美

2 272 丸明波 80.8 芳山土井 佐用郡佐用町横坂

CABBAA 原 雌 02.01.16 まるよし 黒2570853 丸宮土井 横坂共栄農場

11 287 丸宮土井 80.8 福芳土井 佐用郡佐用町福中

BBAAAA 原 雌 02.01.01 つるひめ 黒2338246 照長土井 吉田　朝雄

2 254 千代藤土井 80.1 丸宮土井 神戸市北区淡河町神田

BACAAA 原 去 02.02.03 まつよし２ 黒2598947 芳山土井 奥下　均

4 247 丸春土井 80.0 芳山土井 三田市上内神

CABBAA 去 02.02.10 ふくやま 黒2491620 照長土井 蓬莱　光雄

1 268 芳山土井 81.1 照忠土井 三田市沢谷

AAACAA 原 去 02.01.20 ゆきまさ 黒2642435 福芳土井 妻鹿　亮輔

4 263 照忠土井 80.5 丸富土井 三田市沢谷

BABAAA 原 去 02.01.25 のりふく３ 黒2517156 福芳土井 妻鹿　亮輔

264
13527-9842-3

265
14607-0107-0

266
13919-0111-2

261
14185-2842-1

262
14185-2826-1

263
15818-2124-4

258
16138-9458-1

259
16138-9624-0

260
16138-9481-9

255
15655-6503-4

256
15655-6464-8

257
16138-9457-4

253
16138-9625-7

254
15655-6502-7



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 260 芳山土井 80.0 照忠土井 三田市沢谷

AAABAA 原 去 02.01.28 おおまち 黒2629967 芳悠土井 妻鹿　亮輔

2 242 丸春土井 80.8 丸宮土井 小野市河合西町

CCBBBA 去 02.02.15 ちよみ４ 黒2592267 菊俊土井 堀井　光仁

2 284 丸春土井 80.8 芳山土井 丹波市春日町棚原

BAACAA 原 去 02.01.04 たてふく８の２ 黒2594534 菊俊土井 山本　浩

1 296 丸宮土井 80.0 千代藤土井 丹波市春日町鹿場

CBBAAA 去 01.12.23 ちよみ 黒2638217 照長土井 井上　良英

5 271 忠清土井 81.1 丸富土井 丹波市市島町乙河内

      雌 02.01.17 かよ 黒原1601483 幸豊土井 荻野　浩

9 305 丸春土井 79.8 福芳土井 丹波市山南町北和田

BCACCB 原 雌 01.12.14 てるみ 黒2264318 幸豊土井 堂本　義隆

9 247 丸若土井 80.5 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 雌 02.02.10 ゆきまる 黒2396559 鶴丸土井 清水　健司

6 277 丸宮土井 83.1 福芳土井 美方郡香美町香住区丹生地

BBAAAA 原 去 02.01.11 はるか 黒原1627760 照長土井 淀　貴至

4 247 山長土井 81.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 02.02.10 つねふじ５の１ 黒原1679890 芳悠土井 森脇　薫明

7 242 芳悠土井 80.8 丸福土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBCBAA 原 去 02.02.15 ふくさと３ 黒原1524397 福芳土井 森脇　薫明

8 240 忠味土井 80.2 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 去 02.02.17 たかつるまる２ 黒原1559111 改 鶴丸土井 森脇　薫明

1 257 芳山土井 80.3 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAABAA 原 去 02.01.31 みつよし 黒2638135 福広土井 今井　正人

12 260 芳悠土井 84.7 福広土井 美方郡香美町小代区東垣

ACCBCA 去 02.01.28 みやよしひろ 黒原1404903 照長土井 中村　まゆみ

12 245 芳悠土井 83.2 福芳土井 美方郡新温泉町春来

BCBBBA 原 去 02.02.12 さかえ５の２ 黒原1404910 照長土井 田中　宏道

279
14092-6773-5

280
16138-9230-3

276
14092-6733-9

277
14092-6736-0

278
14092-6865-7

273
13439-6757-9

274
15098-6215-1

275
14092-6731-5

270
14098-4201-7

271
15924-7303-6

272
14098-4223-9

267
13919-0115-0

268
15878-1148-5

269
14098-4211-6



雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 255 芳悠土井 80.6 丸富土井 美方郡新温泉町多子

AACBBA 原 去 02.02.02 くにまる３ 黒2480534 福広土井 竹下　与輔

7 254 照忠土井 79.6 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 去 02.02.03 たかこ 黒2439217 福広土井 中井　丈文

6 252 芳悠土井 81.3 照一土井 美方郡新温泉町飯野

ABBBBA 原 去 02.02.05 たつふく２ 黒原1624569 福芳土井 村尾　賢一

5 251 照忠土井 82.7 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 去 02.02.06 よしふく２ 黒原1653839 高 照一土井 尾崎　喜代美

7 245 山伸土井 80.6 照忠土井 美方郡新温泉町岸田

      原 雌 02.02.12 ごいちよ３ 黒原1592130 菊俊土井 田中　孝広

7 241 芳悠土井 80.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 02.02.16 みよ３ 黒原1592119 福芳土井 植田　秀作

11 280 丸明波 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

AACBAB 原 雌 02.01.08 きくよし 黒原1423443 改 茂幸波 県立但馬牧場公園

2 274 芳悠土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町小代区大谷

BABAAA 原 雌 02.01.14 みやおじろ 黒2594430 福芳土井 宮本　尚美

1 259 照忠土井 82.7 芳悠土井 美方郡香美町小代区東垣

BAABAA 原 雌 02.01.29 おふくひめ２の３ 黒原1772008 菊俊土井 今井　正己

9 252 照忠土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAB 雌 02.02.05 ふくてるひめ１ 黒2391456 照広土井 対中　広芳

4 263 照忠土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAAAAA 原 雌 02.01.25 ふじいち 黒2514902 谷福土井 伊沢　栄一

9 245 芳悠土井 80.4 照也土井 美方郡香美町村岡区宿

AABAAA 原 雌 02.02.12 ひろとみ１ 黒原1524366 改 福芳土井 上田　伸也

2 291 芳山土井 82.2 芳悠土井 美方郡香美町小代区新屋

      雌 01.12.28 ひろよし２ 黒原1740205 福芳土井 中村　芳老

5 285 芳悠土井 83.4 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

BBCABA 原 去 02.01.03 やすとみ 黒原1624576 福芳土井 中井　のり子
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雌： 144 雄： 去： 154 合計 298
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2年10月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 261 丸若土井 83.1 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

      去 02.01.27 やすひさ２４の２ 黒2554631 丸宮土井 上垣　勇吾

4 327 芳山土井 80.5 丸富土井 相生市矢野町真広

BABCAA 原 雌 01.11.22 ともみ１４ 黒2441458 照長土井 坂本　修一

10 281 芳悠土井 80.5 奥隼 相生市矢野町真広

BCCBCB 原 雌 02.01.07 みつよし１２ 黒2369452 谷福土井 坂本　修一

5 269 芳山土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町香住区九斗

AAACBB 原 雌 02.01.19 しげひろとし 黒原1559086 福広土井 合同会社　谷口畜産
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