
雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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

3 295 照忠土井 81.0 芳悠土井 丹波篠山市曽地奥

BABAAA 原 雌 02.11.17 わかな 黒2531424 第１満金波 岡本　栄一

5 228 照忠土井 81.3 丸富土井 丹波篠山市郡家

BABBAA 原 雌 03.01.23 なみとみ 黒2497020 福芳土井 松浦　俊明

2 226 宮菊城 80.4 照忠土井 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 去 03.01.25 さかえてる 黒2619941 福芳土井 清水　健司

4 281 照忠土井 80.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 去 02.12.01 せつこ 黒2480540 福芳土井 中井　のり子

10 249 照和土井 83.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABCCCB 去 03.01.02 としよしまる 黒原1524469 鶴丸土井 中井　のり子

2 276 照和土井 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町諸寄

      去 02.12.06 ちはる１０の１ 黒原1740225 芳悠土井 田中　祥子

11 266 照和土井 79.7 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BACCBA 原 去 02.12.16 てるかね 黒2309194 照長土井 植田　秀作

15 294 忠味土井 82.0 照長土井 美方郡香美町小代区神場

CBBCBA 去 02.11.18 はつみ 黒原1271115 谷福土井 上治　秀正

8 278 照忠土井 79.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

CABAAB 去 02.12.04 あきほ７ 黒2391451 改 照長土井 西崎　武志

9 269 照和土井 79.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

AABCBB 去 02.12.13 しめか 黒2402079 福芳土井 伊沢　正一

3 302 忠味土井 81.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 02.11.10 まお４ 黒原1692288 照長土井 森脇　雄一

12 272 山長土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 02.12.10 はるか３ 黒原1444328 鶴山土井 森脇　雄一

4 261 忠味土井 81.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 02.12.21 たから３ 黒原1692289 鶴丸土井 森脇　雄一

3 301 照和土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町香住区九斗

AABBAA 原 雌 02.11.11 ぼたん５ 黒原1721800 福広土井 合同会社　谷口畜産

育種価資格

1
13613-6881-5

2
13613-6887-7

令和3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6
13771-8914-5

7
13771-8967-1

8
14092-7597-6

3
13613-6892-1

4
14092-7067-4

5
14092-7071-1

12
13771-8845-2

13
13771-8846-9

14
13771-8623-6

9
13771-8700-4

10
13771-8677-9

11
13771-8674-8



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 283 照和土井 81.1 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACAAA 原 雌 02.11.29 ふくよ８の５ 黒原1752808 第２照久土井 井上　哲也

8 278 照忠土井 82.8 丸富土井 美方郡香美町小代区貫田

CACAAB 雌 02.12.04 ふじみ３ 黒原1524447 照長土井 小林　義富

6 303 山伸土井 80.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

      雌 02.11.09 てるすず 黒原1592126 茅菊波 尾崎　広貴

9 281 照和土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBB 原 雌 02.12.01 つねふじ 黒原1559125 照長土井 村尾　賢一

1 309 藤彦土井 80.2 丸池土井 宍粟市波賀町道谷

AACCBA 原 雌 02.11.03 ひめまる 黒2634546 照長土井 岸本　章弘

2 298 芳悠土井 80.4 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

BBABBA 原 雌 02.11.14 みちこ１ 黒2602874 福芳土井 小池　一博

2 294 丸池土井 78.6 照忠土井 豊岡市但東町河本

CACBAA 原 去 02.11.18 みやてる 黒2615438 北宮波 森井　正伸

10 276 芳山土井 80.3 丸福土井 豊岡市但東町河本

BAACBB 去 02.12.06 みやふく 黒原1507996 北宮波 森井　正彦

1 264 照忠土井 80.4 丸宮土井 朝来市山東町大内

      去 02.12.18 めぐみ１９ 黒2674457 芳悠土井 田中　甫

1 279 茂和美波 81.0 丸宮土井 朝来市和田山町安井

BABAAA 原 去 02.12.03 かねみや１８ 黒原1769147 芳悠土井 県北部農業技術センタ

1 304 喜貴 81.0 芳山土井 朝来市和田山町安井

      原 去 02.11.08 はるか 黒原1769146 照長土井 県北部農業技術センタ

8 281 丸若土井 80.8 丸福土井 頬大白痣 養父市大屋町若杉

      去 02.12.01 かずや 黒原1528558 照長土井 その他 高橋　副武

4 281 宮菊城 81.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 去 02.12.01 わかよし 黒原1709824 丸宮土井 高橋　潤也

3 278 丸若土井 79.5 照忠土井 養父市大屋町若杉

      去 02.12.04 ぼたん３ 黒2584519 福芳土井 高橋　副武

18
13771-9027-1

19
16099-1104-9

20
16266-6952-7

15
14092-7652-2

16
13771-9017-2

17
14092-7702-4

24
08697-6414-3

25
08697-6413-6

26
13771-9687-7

21
13771-9402-6

22
13771-9404-0

23
16450-0933-5

27
13771-9513-9

28
13771-9514-6



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 276 丸若土井 81.8 福広土井 養父市大屋町若杉

CAABAA 去 02.12.06 あめゆき 黒原1528548 幸豊土井 高橋　大樹

9 296 丸若土井 79.3 菊宮土井 養父市大屋町若杉

CAABAB 雌 02.11.16 つるみや 黒2334677 鶴丸土井 高橋　副武

7 279 丸若土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 雌 02.12.03 まさひで 黒原1489244 照長土井 高橋　副武

2 264 照和土井 80.6 丸宮土井 養父市森

AAAAAA 原 雌 02.12.18 めぐまる 黒2629914 照忠土井 田村　正宏

8 250 丸若土井 81.3 照忠土井 養父市森

AAABAA 原 雌 03.01.01 なつただ 黒原1594193 福芳土井 田村　牧子

7 250 照和土井 80.5 丸宮土井 朝来市産 養父市養父市場

BBCAAA 原 雌 03.01.01 まるふく 黒原1627810 改 福芳土井 吉村　英美

12 279 丸池土井 81.8 谷石土井 豊岡市宮井

CACCAA 原 雌 02.12.03 みや 黒原1409416 北宮波 綿田　謙

5 303 照忠土井 80.1 丸宮土井 異性複数産子 豊岡市中郷

      雌 02.11.09 もみじ２ 黒2482867 福芳土井 その他 新田　拡樹

8 264 丸若土井 80.0 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

AAABAB 原 雌 02.12.18 さと 黒2329935 照長土井 吉岡　慎治

11 280 丸春土井 82.0 福広土井 左尻拳大痣・その他 赤穂郡上郡町大持

      雌 02.12.02 ゆきひめ５の３ 黒原1449855 照長土井 ET産子 上郡高校

1 285 照忠土井 80.5 丸宮土井 佐用郡佐用町口金近

BAAAAA 原 去 02.11.27 まる 黒2657204 丸富土井 田辺　裕基

9 299 宮菊城 80.7 福広土井 三田市ゆりのき台

AAABAB 原 雌 02.11.13 ひろこ 黒2405256 菊俊土井 岡本　光史

1 294 丸明波 81.1 照忠土井 三田市上内神

      雌 02.11.18 みやまちてる１８ 黒2662670 丸宮土井 蓬莱　宣俊

1 309 丸池土井 80.0 照立土井 三田市沢谷

CABBAA 原 雌 02.11.03 たかとみ７ 黒2662680 福芳土井 妻鹿　亮輔

30
13771-9507-8

31
13771-9516-0

32
14092-7874-8

29
13771-9688-4

36
14092-7968-4

37
13993-2979-6

38
15874-5417-0

33
14092-7876-2

34
16450-0928-1

35
14092-8461-9

42
16368-0210-5

39
16395-3012-8

40
16198-3959-3

41
16139-0911-7



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 307 芳悠土井 80.0 丸富土井 三田市沢谷

BBCBBA 原 雌 02.11.05 とみふく 黒2491627 照也土井 妻鹿　亮輔

3 304 丸池土井 80.6 芳悠土井 三田市沢谷

BACBAA 原 雌 02.11.08 あい５ 黒2524106 照長土井 妻鹿　亮輔

1 303 丸若土井 80.3 芳山土井 三田市沢谷

      雌 02.11.09 つねふじ２ 黒2662676 芳悠土井 妻鹿　亮輔

7 264 丸明波 77.7 光照土井 加西市大内町

CACBAA 原 雌 02.12.18 かなえ 黒2388887 第２鶴雪土井 藤原　護

2 274 丸若土井 80.5 丸富土井 加西市別府町

BAABAA 原 雌 02.12.08 とみゆき 黒2598986 菊俊土井 兵庫畜産技術センター

10 300 照和土井 82.5 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABCBBC 去 02.11.12 あや 黒原1444394 第２安鶴土井 上田　真吾

6 252 照和土井 80.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

AABBBB 去 02.12.30 きみよし 黒原1624670 照長土井 田中　憲蔵

10 264 丸若土井 81.4 菊宮土井 丹波市柏原町柏原

AAABAB 去 02.12.18 はまかぜ５ 黒原1429644 照岸土井 下山　一彦

2 287 照和土井 79.7 丸明波 丹波市市島町喜多

AABCBA 原 雌 02.11.25 ぷれじぃる１４５ 黒2615477 福芳土井 永井　秀樹

11 304 丸若土井 80.7 照一土井 丹波市氷上町井中

CABAAB 雌 02.11.08 つるまさ２ 黒2294633 鶴山土井 中澤　一夫

10 271 丸若土井 82.6 光照土井 丹波市市島町与戸

AAABAA 原 雌 02.12.11 ちよやす 黒原1370044 菊俊土井 森本　康典

1 308 丸若土井 80.3 照忠土井 丹波市氷上町小谷

BAAAAA 原 雌 02.11.04 ゆうみや７の６ 黒2662645 菊西土井 細見　忠和

9 238 照和土井 80.7 丸宮土井 美方郡香美町香住区丹生地

BACBAA 原 去 03.01.13 まるつばき 黒原1559087 高育改 照長土井 淀　貴至

8 272 照和土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区境

AACCBA 原 去 02.12.10 あきふく３ 黒原1573921 高育 福芳土井 田中　一馬

43
16368-0211-2

44
16368-0213-6

48
13759-4686-3

49
16370-4784-0

50
16370-4772-7

45
16368-0214-3

46
15763-1276-4

47
15851-1223-2

54
13759-4702-0

55
13771-8910-7

56
16329-9963-2

51
16190-1810-3

52
13759-4707-5

53
16370-4763-5



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 277 照和土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

BCCCCC 去 02.12.05 てるこひめ 黒原1524426 福芳土井 田中　一馬

10 258 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 02.12.24 きくつるみ３の９ 黒原1524395 高 照長土井 対中　広芳

14 273 富亀土井 82.0 照長土井 美方郡香美町村岡区味取

CBCAAB 去 02.12.09 ゆきなが 黒原1271092 高 安幸土井 西山　勝

6 243 照和土井 83.1 福芳土井 美方郡香美町小代区新屋

AABCCB 去 03.01.08 ひろよし 黒原1653797 菊波土井 中村　芳老

3 308 照和土井 82.2 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

ABCBCA 原 去 02.11.04 はるきく２ 黒原1721815 菊俊土井 小林　一樹

7 272 芳山土井 80.8 照忠土井 美方郡新温泉町多子

BAABAA 原 去 02.12.10 ひめ 黒原1592102 改 谷福土井 竹下　千江子

10 223 照和土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

ABACCA 原 去 03.01.28 しげひろ 黒原1524477 高育 照菊波 田中　孝広

1 289 芳山土井 81.0 照和土井 美方郡新温泉町井土

AABBBA 原 去 02.11.23 みつかずふく２ 黒原1785585 鶴山土井 岸　洋志

1 264 照和土井 82.1 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

      雌 02.12.18 こゆき３ 黒原1785596 芳悠土井 中村　文吾

7 266 照和土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABBAA 原 雌 02.12.16 さかえ６の６ 黒原1624583 照長土井 尾崎　喜代美

4 249 芳悠土井 82.3 照忠土井 美方郡香美町小代区東垣

BBBABA 原 雌 03.01.02 みつてる 黒原1709603 福芳土井 中村　まゆみ

5 282 芳悠土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BBBBBA 原 雌 02.11.30 てるはな 黒原1653799 芳山土井 今井　正人

1 280 照和土井 80.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABBAA 原 雌 02.12.02 １２８ながつる８ 黒2683789 照長土井 長瀬　五一

8 250 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CAAAAA 原 雌 03.01.01 みつふく６ 黒原1592067 高育 照長土井 小林　操

60
13771-8998-5

61
16329-9826-0

62
13771-8959-6

57
16138-9201-3

58
13771-9008-0

59
13771-8640-3

66
14092-7422-1

67
14092-6782-7

68
13771-8616-8

63
13771-8732-5

64
16450-0506-1

65
13771-8810-0

69
14092-7516-7

70
16329-9927-4



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 309 宮菊城 79.8 芳山土井 宍粟市一宮町上岸田

AAACAB 原 雌 02.11.03 こうふく 黒2612199 第２鶴雪土井 大封アグリ　一宮牧場

1 248 千代藤土井 80.4 丸池土井 乳頭異常 宍粟市波賀町道谷

      雌 03.01.03 としまる 黒2681211 芳山土井 その他 岸本　壮弘

2 238 宮菊城 81.3 丸池土井 養父市大屋町大屋市場

BAABAA 原 去 03.01.13 はなよし２ 黒原1774591 福芳土井 岩花　玉男

1 232 宮菊城 80.8 丸春土井 養父市大屋町大屋市場

      去 03.01.19 ぼたん１の２ 黒2687548 千代藤土井 岩花　進

7 264 宮菊城 81.4 丸宮土井 養父市大屋町宮本

      去 02.12.18 みつひめ２ 黒原1594198 福広土井 寺尾　智也

2 277 丸若土井 81.1 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 去 02.12.05 ともぎく１の１ 黒原1774599 福芳土井 上垣　勇吾

4 240 千代藤土井 81.3 丸典土井 朝来市和田山町野村

BACAAA 原 去 03.01.11 まるふくよ１５ 黒原1682772 照明土井 宮田　貴身仁

1 238 悠森土井 81.0 丸池土井 朝来市和田山町中

      原 去 03.01.13 きよまる 黒原1785676 福俊土井 宮田　靖仁

7 259 照立土井 81.6 丸福土井 豊岡市出石町上野

CBABBA 去 02.12.23 あかり 黒原1594179 高育改 菊俊土井 山本　憲一

2 244 丸若土井 81.0 芳山土井 豊岡市九日市中町

BAABAA 原 去 03.01.07 たつばな 黒原1725506 北宮波 谷山　道洋

11 237 芳山土井 79.5 菊俊土井 豊岡市引野

BBBCCC 去 03.01.14 もとこの２ 黒2334674 谷美土井 竹村　清志

2 294 丸池土井 80.8 芳悠土井 朝来市山東町大内

BABCAA 原 雌 02.11.18 とみひさ 黒2629943 菊俊土井 田中　甫

4 275 丸若土井 80.7 千代藤土井 異性複数産子 養父市大屋町若杉

      雌 02.12.07 あかり 黒原1627792 照長土井 その他 高橋　本明

3 272 丸池土井 81.2 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 02.12.10 そのむ３ 黒原1709825 福広土井 高橋　潤也

72
16099-1109-4

73
13771-9474-3

74
13771-9475-0

71
16099-1076-9

78
13771-9605-1

79
13771-9648-8

80
14092-7931-8

75
13771-9290-9

76
13771-9157-5

77
13771-9347-0

84
13771-9691-4

81
15655-6603-1

82
16450-0932-8

83
13771-9690-7



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 270 宮菊城 80.8 丸富土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 雌 02.12.12 しのぶ 黒2519068 福芳土井 高橋　副武

2 263 丸若土井 80.0 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      雌 02.12.19 きたてる 黒2575027 丸福土井 高橋　副武

8 293 芳悠土井 80.3 鶴丸土井 豊岡市但東町河本

BABBBA 原 雌 02.11.19 つるまつ 黒原1542203 谷福土井 森井　正彦

7 268 丸池土井 80.3 照忠土井 豊岡市但東町河本

BABAAA 原 雌 02.12.14 てるさくら 黒原1627771 芳山土井 森井　正彦

7 267 照和土井 81.2 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AACBBB 去 02.12.15 みき３ 黒2441467 高 照長土井 横坂共栄農場

6 264 宮菊城 79.8 丸宮土井 佐用郡佐用町平谷

BAAAAA 原 雌 02.12.18 てるおかまる 黒2450338 福芳土井 安岡　林

1 275 丸若土井 81.0 千代藤土井 赤穂郡上郡町大持

AAABAA 原 去 02.12.07 みゆき 黒2667953 芳山土井 上郡高校

3 252 照和土井 80.3 丸宮土井 多可郡多可町八千代区中野間

AABAAA 原 去 02.12.30 さくら 黒2587222 照一土井 有田　覚

9 295 照和土井 79.3 丸宮土井 三田市ゆりのき台

BCBABB 原 雌 02.11.17 みやえみ 黒2391501 宮照波 岡本　光史

1 293 丸若土井 80.3 照和土井 三田市上内神

AAABAA 原 雌 02.11.19 ちよこ 黒2662671 福芳土井 蓬莱　宣俊

4 296 丸若土井 80.0 芳山土井 三田市沢谷

AAABAA 原 雌 02.11.16 きくひめ２６ 黒2497038 照長土井 妻鹿　亮輔

2 295 丸若土井 80.8 芳悠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 雌 02.11.17 ひさすず１６ 黒2576162 菊俊土井 妻鹿　亮輔

1 271 芳山土井 80.8 丸明波 三田市沢谷

AAACBA 原 雌 02.12.11 たかなみ６ 黒2674487 茂美波 妻鹿　亮輔

2 267 丸春土井 81.1 照忠土井 同性複数産子 三田市沢谷

AAABAA 原 雌 02.12.15 ゆきまさ 黒2642435 福芳土井 妻鹿　亮輔

85
13771-9692-1

86
13771-9693-8

90
16395-3004-3

91
15874-5418-7

92
16191-4030-9

87
13771-9403-3

88
13771-9408-8

89
16395-3015-9

96
16368-0218-1

97
16368-0225-9

98
16368-0227-3

93
16198-3960-9

94
14362-7747-9

95
16368-0217-4



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 286 宮菊城 82.5 芳悠土井 加西市常吉町

ABABBA 原 雌 02.11.26 おはぎ 黒2598983 北前宮 県立農業大学校

15 290 丸池土井 80.1 幸豊土井 小野市長尾町

CBCBAA 原 雌 02.11.22 きくとよ 黒2180463 菊照土井 岡田　勇治

9 292 千代藤土井 81.0 菊俊土井 小野市昭和町

CBCABB 雌 02.11.20 なかゆき１０ 黒2369447 照長土井 藤本　幹泰

10 241 照和土井 81.3 丸福土井 丹波市山南町北和田

CACCBB 去 03.01.10 みずか 黒原1524528 菊俊土井 田中　憲蔵

3 259 照和土井 79.7 千代藤土井 丹波市市島町乙河内

AACCBA 原 去 02.12.23 るいざ２８ 黒2576146 菊俊土井 荻野　浩

2 295 照和土井 81.3 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

AABBBA 原 去 02.11.17 みゆきよし 黒2619949 照一土井 上田　真吾

8 264 照和土井 80.8 福芳土井 丹波市氷上町井中

AAACBB 去 02.12.18 ほたる 黒原1536342 菊俊土井 中澤　一夫

2 288 宮菊城 81.6 丸富土井 丹波市柏原町柏原

      雌 02.11.24 はるな 黒2519140 福広土井 下山　一彦

1 266 丸若土井 81.8 芳山土井 丹波市市島町与戸

AAABAA 原 雌 02.12.16 よしつねやま２ 黒原1789994 芳悠土井 森本　康典

9 301 宮菊城 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

ABABBC 雌 02.11.11 たけの７の５の５ 黒原1449566 福芳土井 細見　忠和

1 300 照和土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AACBBA 原 去 02.11.12 ふくひさ２ 黒原1785589 照長土井 村尾　賢一

10 296 芳山土井 79.7 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

BAACBA 原 去 02.11.16 にしきまる 黒2363034 改 福広土井 村尾　賢一

9 250 忠味土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町切畑

BBCBBA 原 去 03.01.01 くにまる２ 黒原1404885 鶴丸土井 倉田　拓磨

6 270 芳悠土井 80.2 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 去 02.12.12 てるくに 黒原1624586 改 福芳土井 尾崎　広貴

102
16370-4788-8

103
13759-4620-7

104
13759-4685-6

99
16178-3851-2

100
15763-1253-5

101
15851-1207-2

108
13759-4704-4

109
13771-8633-5

110
13771-8634-2

105
16370-4781-9

106
13759-4727-3

107
16370-4764-2

111
14092-7200-5

112
13771-8887-2



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 263 芳悠土井 80.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAAAAA 原 去 02.12.19 さわつき 黒2554384 福芳土井 伊沢　正一

17 280 芳山土井 82.6 照長土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABCAA 原 去 02.12.02 よしふく 黒原1271079 高 谷福土井 井上　哲也

3 255 富亀土井 80.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

CACAAB 去 02.12.27 てるにしき 黒2570808 照長土井 井上　哲也

4 249 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 03.01.02 やすあき 黒原1709618 改 菊俊土井 森脇　薫明

3 275 芳悠土井 79.6 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAAAAA 原 去 02.12.07 よしき 黒2594407 芳山土井 森脇　薫明

6 275 忠味土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 02.12.07 みゆ 黒2480535 照長土井 森脇　薫明

4 244 照忠土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 雌 03.01.07 ななたに３ 黒原1679871 照長土井 対中　広芳

12 240 照忠土井 81.2 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAB 原 雌 03.01.11 かりん 黒原1404868 鶴丸土井 小林　操

3 259 芳山土井 82.2 芳悠土井 美方郡香美町小代区新屋

      雌 02.12.23 ひろよし２ 黒原1740205 福芳土井 中村　芳老

13 246 照和土井 79.4 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

BBCABA 原 雌 03.01.05 ふく７ 黒2188824 菊照土井 県立但馬牧場公園

8 283 照忠土井 79.1 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

BAAAAB 原 雌 02.11.29 ふくちよ２ 黒2413828 安千代土井 田中　充

3 274 芳悠土井 80.2 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BBBBBA 原 雌 02.12.08 ふじこ 黒2531374 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

5 279 照和土井 79.1 丸宮土井 宍粟市千種町河内

AACBBA 原 去 02.12.03 みちなみ 黒2485559 北宮波 林　繁樹

12 293 丸若土井 81.8 福芳土井 宍粟市一宮町東河内

CAAAAB 去 02.11.19 のぶこ 黒2207158 第２安鶴土井 小池　一博

114
13771-8977-0

115
13771-8980-0

116
13771-8841-4

113
13771-8678-6

120
16329-9926-7

121
13771-8997-8

122
13771-8954-1

117
13771-8839-1

118
13771-8838-4

119
13771-9009-7

126
16266-6954-1

123
14092-7592-1

124
16236-1141-3

125
15655-5409-0



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 235 丸若土井 80.3 芳悠土井 豊岡市宮井

BAABAA 原 去 03.01.16 あおやま 黒2574978 菊俊土井 綿田　謙

13 236 丸若土井 81.4 福芳土井 豊岡市宮井

AAABAA 原 去 03.01.15 はは４ 黒原1409414 照長土井 綿田　謙

10 255 丸池土井 80.3 宮弘波 豊岡市中郷

CABBAA 去 02.12.27 るな 黒原1489155 谷石土井 新田　義孝

9 275 丸若土井 80.7 菊俊土井 朝来市岩津

CAABAB 去 02.12.07 みやひめ 黒原1501778 福芳土井 西垣　篤志

1 270 宮菊城 81.2 丸若土井 朝来市岩津

      去 02.12.12 ふくわか１４ 黒原1743150 芳悠土井 西垣　篤志

5 263 丸若土井 80.2 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 02.12.19 しげひさ 黒2519071 改 菊俊土井 岩花　進

6 258 丸若土井 80.6 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 02.12.24 さとみ２ 黒原1627784 菊俊土井 岩花　進

6 243 芳悠土井 82.0 丸宮土井 養父市養父市場

AABAAA 原 去 03.01.08 ゆきひめみや 黒原1655349 福芳土井 吉村　英美

3 256 丸若土井 81.8 照忠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 02.12.26 ふくただ 黒原1732541 福芳土井 高橋　潤也

4 257 芳悠土井 80.5 丸宮土井 養父市大屋町若杉

ABBABA 原 雌 02.12.25 ひでまつ 黒2554611 照長土井 高橋　潤也

7 259 芳悠土井 83.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBABA 原 雌 02.12.23 かめまる 黒原1627794 菊俊土井 高橋　副武

8 268 丸春土井 81.5 福広土井 養父市森

BCBBCA 原 雌 02.12.14 まきざくら 黒原1594196 菊宮土井 田村　正宏

5 275 丸若土井 80.6 芳山土井 養父市森

AAABAA 原 雌 02.12.07 なつやま 黒2482883 照長土井 田村　牧子

4 256 丸若土井 83.1 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA 原 雌 02.12.26 やすひさ２４の２ 黒2554631 丸宮土井 上垣　勇吾

127
14092-8466-4

128
14092-8465-7

132
13771-9470-5

133
13771-9471-2

134
13771-9642-6

129
14092-7970-7

130
16450-0936-6

131
16450-0937-3

138
14092-7873-1

139
14092-7872-4

140
13771-9159-9

135
13771-9703-4

136
13771-9700-3

137
13771-9699-0



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 277 芳悠土井 82.3 丸宮土井 豊岡市城崎町飯谷

BBBBBA 原 雌 02.12.05 もりひめ９ 黒原1682732 北宮波 北村　幸弘

1 275 丸若土井 81.0 芳悠土井 朝来市和田山町中

      雌 02.12.07 めぐみ３２５ 黒原1797998 丸富土井 宮田　靖仁

1 281 丸宮土井 81.6 宮菊城 姫路市夢前町新庄

BAAAAA 原 去 02.12.01 ゆいまある 黒2667947 菊俊土井 西影　昌久

4 262 芳悠土井 81.1 丸富土井 宍粟市山崎町葛根

CBCBBA 原 去 02.12.20 とみさち 黒2549555 幸豊土井 吉岡　慎治

15 339 丸池土井 81.8 福俊土井 佐用郡佐用町口長谷

BACBAA 原 去 02.10.04 ひろみ 黒2180453 安美土井 竹田　瞳

2 276 照忠土井 80.8 芳山土井 三田市上内神

      雌 02.12.06 ぷれじぃる１２８ 黒2615466 宮菊城 蓬莱　宣俊

5 264 照和土井 80.8 丸富土井 三田市ゆりのき台

AACBBA 原 雌 02.12.18 とみひろ 黒2497059 福広土井 岡本　光史

1 256 照立土井 81.5 芳山土井 川辺郡猪名川町紫合

AAABAB 原 雌 02.12.26 らっきい 黒2662657 丸宮土井 森田　和子

3 267 丸春土井 81.1 照忠土井 同性複数産子 三田市沢谷

AAABAA 原 雌 02.12.15 ゆきまさ 黒2642435 福芳土井 妻鹿　亮輔

3 259 丸春土井 80.5 照忠土井 三田市沢谷

      雌 02.12.23 ふゆみ３の２ 黒2598961 福芳土井 妻鹿　亮輔

5 259 芳悠土井 80.5 丸富土井 三田市沢谷

ABBBBA 原 雌 02.12.23 のりふく３ 黒2517156 福芳土井 妻鹿　亮輔

2 298 照和土井 79.8 丸宮土井 小野市長尾町

BACAAA 原 雌 02.11.14 おかさかえ１０ 黒2612211 福俊土井 岡田　輝泰

4 299 照和土井 80.3 丸宮土井 小野市長尾町

BABBAA 原 雌 02.11.13 おかみつ１０ 黒2519152 菊俊土井 岡田　輝泰

4 294 丸若土井 81.0 茂広波 加古川市上荘町井ノ口

BBABBA 原 雌 02.11.18 ふくつるなみ 黒2534285 照一土井 ㈱神戸井相田牧場

144
13993-2980-2

145
13993-2986-4

146
16139-0905-6

141
16450-0926-7

142
13771-9598-6

143
14143-6924-0

150
16368-0230-3

151
16368-0231-0

152
15763-1251-1

147
16198-3963-0

148
15655-5438-0

149
16368-0228-0

153
15763-1250-4

154
16369-0488-5



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 280 丸若土井 80.7 照忠土井 加古川市上荘町井ノ口

BAAAAA 原 雌 02.12.02 ひろただ 黒2547193 福芳土井 ㈱神戸井相田牧場

7 265 丸若土井 81.0 照忠土井 加古川市上荘町井ノ口

BAAAAA 原 雌 02.12.17 ゆうみや７の１２ 黒2547190 芳悠土井 ㈱神戸井相田牧場

2 233 照和土井 80.7 芳山土井 丹波市市島町乙河内

AABBAA 原 去 03.01.18 ひめ３ 黒2638211 照忠土井 荻野　浩

1 300 丸春土井 80.4 芳悠土井 異性複数産子 丹波市柏原町下小倉

BABCBA 原 去 02.11.12 ぷれじぃる１７１ 黒2657164 菊俊土井 上田　晴世

14 276 丸若土井 82.4 照長土井 丹波市氷上町氷上

BAACAB 去 02.12.06 あゆみ 黒原1300027 菊道土井 元田　育次

12 293 丸若土井 81.7 照長土井 丹波市市島町中竹田

      雌 02.11.19 ちこ 黒原1391331 谷福土井 ひょうたん農場㈱

1 285 芳悠土井 80.6 丸宮土井 丹波市柏原町柏原

BBBABA 原 雌 02.11.27 よしみや 黒2662635 福広土井 下山　一彦

4 278 照和土井 81.2 丸宮土井 丹波市山南町北和田

AABAAA 原 雌 02.12.04 こうふくまる 黒原1695858 菊俊土井 松浪　三千美

6 250 照和土井 82.8 丸富土井 美方郡香美町香住区丹生地

AACBBA 原 去 03.01.01 さかえのふく 黒原1624662 福芳土井 今西　修輔

1 263 照和土井 82.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

AACBBA 原 去 02.12.19 みやよしふく 黒原1804280 福広土井 田中　一馬

10 259 照和土井 80.3 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

CBCABB 去 02.12.23 こはる 黒原1482195 照波土井 田中　一馬

3 252 忠味土井 82.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

AAABAA 原 去 02.12.30 かつみ６ 黒原1740198 照美土井 田中　一馬

1 290 芳悠土井 79.8 丸福土井 美方郡香美町村岡区味取

CBCBAA 原 去 02.11.22 やすよ 黒2612146 改 照長土井 阿瀬　稔

3 275 照和土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAACBA 原 去 02.12.07 みやとき 黒原1721814 芳山土井 今井　正人

156
16369-0500-4

157
16370-4751-2

158
13759-4687-0

155
16369-0494-6

162
16370-4783-3

163
16450-0216-9

164
16329-9962-5

159
16370-4782-6

160
13759-4712-9

161
13759-4726-6

168
16450-0106-3

165
16329-9965-6

166
16329-9964-9

167
14092-7602-7



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 291 照和土井 81.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区長瀬

AABBAA 原 去 02.11.21 きよふく 黒原1524424 高育 菊俊土井 谷渕　侑生

4 243 富亀土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

CBCABA 去 03.01.08 あきひさ 黒原1679900 福広土井 中井　のり子

3 241 照和土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 03.01.10 よしかぜ 黒原1709642 菊俊土井 中井　のり子

4 277 照和土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

AABBAA 原 雌 02.12.05 ひめ 黒2514954 照長土井 尾崎　広貴

6 261 忠味土井 82.3 菊西土井 美方郡香美町小代区神水

AAABAA 原 雌 02.12.21 ともよし２ 黒原1524432 改 菊俊土井 藤原　敏和

3 276 山長土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 02.12.06 １１０ひさひめ 黒原1740183 照長土井 長瀬　五一

2 297 照和土井 80.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABCCCA 原 雌 02.11.15 つるよし３ 黒2612144 照長土井 森脇　雄一

7 252 忠味土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 02.12.30 ななたに２ 黒原1624634 照長土井 森脇　雄一

10 246 芳悠土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABACBA 原 雌 03.01.05 ひさきく 黒原1524458 福芳土井 森脇　雄一

2 272 芳悠土井 80.5 照忠土井 宍粟市一宮町上岸田

BABAAA 原 雌 02.12.10 てまり 黒2612200 丸宮土井 大封アグリ　一宮牧場

3 258 忠味土井 80.1 宮菊城 宍粟市波賀町道谷

BAABAA 原 去 02.12.24 きくみや 黒2519143 菊道土井 岸本　章弘

3 274 丸春土井 82.7 照忠土井 宍粟市一宮町東河内

BAABAA 原 去 02.12.08 るみ２ 黒2549553 福芳土井 小池　一博

10 261 照和土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

ABCCCB 去 02.12.21 たけとし 黒原1449824 谷福土井 森井　正彦

6 250 丸若土井 81.1 福芳土井 豊岡市但東町河本

CBBBAB 去 03.01.01 ふくしず 黒原1627772 丸富土井 森井　正彦

169
13771-8693-9

170
16329-9973-1

174
14092-7520-4

175
13771-8843-8

176
13771-8842-1

171
16329-9974-8

172
13771-8896-4

173
13771-8832-2

180
16266-6960-2

181
13771-9409-5

182
13771-9410-1

177
13771-8849-0

178
16236-1142-0

179
16099-1105-6



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 237 照忠土井 79.7 丸宮土井 豊岡市引野

AAAAAA 原 去 03.01.14 ますてるこ５ 黒2472125 芳山土井 竹村　清志

2 237 丸池土井 80.0 芳山土井 朝来市山東町大内

CACBAA 原 去 03.01.14 ぷれじぃる１０７ 黒2574988 丸富土井 田中　甫

11 252 照和土井 80.1 福芳土井 朝来市神子畑

AAACBB 去 02.12.30 とみつるふく 黒原1449859 鶴丸土井 仙賀　隆文

3 273 芳悠土井 80.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 02.12.09 あらい 黒2575028 改 芳山土井 高橋　潤也

5 265 宮菊城 80.4 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 02.12.17 あとむ２ 黒2519057 福芳土井 高橋　副武

9 262 宮菊城 81.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 02.12.20 のぞむら 黒2368134 福芳土井 高橋　副武

8 279 丸若土井 81.6 福広土井 養父市森

BAABAA 原 去 02.12.03 ふさゆき 黒原1594195 照長土井 田村　牧子

1 252 照立土井 82.1 喜治 朝来市和田山町安井

AAABAB 原 雌 02.12.30 なをはる 黒原1776486 石義丸 県北部農業技術センタ

10 283 丸池土井 81.6 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CACBAA 原 雌 02.11.29 ひろひできく 黒原1489223 照長土井 岩花　玉男

2 282 宮菊城 81.6 丸池土井 養父市大屋町宮垣

      雌 02.11.30 るみいけ 黒原1766387 芳悠土井 岩花　希

4 277 宮菊城 80.5 丸典土井 養父市大屋町宮垣

      雌 02.12.05 みゆき５の１ 黒2531404 芳山土井 岩花　希

8 262 照立土井 81.6 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

ABAAAA 原 雌 02.12.20 つばき 黒原1594200 福芳土井 上垣　勇吾

10 301 丸若土井 80.5 菊俊土井 豊岡市目坂

BBABAB 原 雌 02.11.11 しずか２ 黒原1528512 照菊波 谷口　衣津美

10 305 丸若土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

BAABAA 原 雌 02.11.07 ひかり 黒原1528514 改 照長土井 山本　憲一

186
13771-9689-1

187
13771-9696-9

188
13771-9702-7

183
15655-6604-8

184
16450-0935-9

185
13771-9211-4

192
13771-9464-4

193
13771-9466-8

194
13771-9158-2

189
14092-7871-7

190
08697-6416-7

191
13771-9465-1

195
14092-7832-8

196
14092-8441-1



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 269 丸春土井 80.1 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

ABACCA 原 雌 02.12.13 たかてる７ 黒2450337 照長土井 田辺　裕基

14 277 丸春土井 81.7 照長土井 佐用郡佐用町豊福

CACBBB 雌 02.12.05 まゆこ 黒2188832 安幸土井 松本　義和

10 247 芳悠土井 82.5 福芳土井 姫路市夢前町新庄

AAABAA 原 去 03.01.04 ふくやま 黒2347317 菊安土井 西影　昌久

5 264 丸春土井 80.0 菊優土井 兵庫県赤穂市鷏和

BBBBBB 去 02.12.18 ゆうこ 黒2493655 光照土井 後藤　那由太

12 257 丸若土井 81.2 菊俊土井 西脇市住吉町

CBABAB 去 02.12.25 ひめか４ 黒原1300018 谷福土井 岡本　利弘

4 295 芳山土井 80.4 丸宮土井 三田市ゆりのき台

AAABAA 原 去 02.11.17 ちひろ６の５ 黒2547212 菊俊土井 岡本　光史

4 276 丸池土井 81.1 芳悠土井 三田市長坂

CACBAA 原 去 02.12.06 やすひさ 黒原1687322 茂康波 吉本　大佑

2 267 丸池土井 79.0 照忠土井 神戸市西区神出町紫合

CACAAA 原 去 02.12.15 てるみや 黒2598945 菊俊土井 渕上　健一郎

1 300 芳悠土井 80.1 照忠土井 三田市沢谷

BABAAA 原 去 02.11.12 みつき 黒2674485 菊西土井 妻鹿　亮輔

1 299 丸池土井 80.0 芳山土井 三田市沢谷

BABBAA 原 去 02.11.13 せいか 黒2662677 丸宮土井 妻鹿　亮輔

2 282 丸若土井 80.8 芳悠土井 三田市沢谷

AAABAA 原 去 02.11.30 第２とみひさ 黒2619907 菊俊土井 妻鹿　亮輔

3 282 丸若土井 80.0 照忠土井 三田市沢谷

      去 02.11.30 ひろこ 黒2598951 芳山土井 妻鹿　亮輔

11 308 照和土井 79.2 菊宮土井 小野市長尾町

AAABAB 原 雌 02.11.04 おかあいこ２ 黒2319441 福芳土井 岡田　勇治

6 253 宮菊城 80.6 北森宮 加西市常吉町

BBBBBC 去 02.12.29 そのこ 黒原1559184 照明土井 県立農業大学校

198
16395-3011-1

199
14143-6926-4

200
16395-3064-7

197
16395-3013-5

204
16106-0008-6

205
16368-0215-0

206
16368-0216-7

201
15656-3491-4

202
16198-3961-6

203
13727-5623-6

210
16178-3853-6

207
16368-0219-8

208
16368-0220-4

209
15763-1249-8



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 309 照和土井 79.3 福芳土井 丹波市山南町北和田

ABBCBB 去 02.11.03 うめこ 黒2452203 菊井土井 堂本　義隆

12 285 丸若土井 81.1 福俊土井 丹波市市島町中竹田

BAABAA 原 去 02.11.27 はまとし 黒原1419309 菊照土井 ひょうたん農場㈱

8 267 照和土井 80.8 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

AABAAA 原 去 02.12.15 ふくよ 黒原1559182 高改 福俊土井 井上　芳則

8 257 照和土井 81.6 福芳土井 丹波市柏原町柏原

ABCBBB 原 雌 02.12.25 みつふくよし 黒原1488934 照長土井 下山　一彦

1 289 丸若土井 80.0 芳山土井 丹波市氷上町犬岡

AAABAA 原 雌 02.11.23 すぎこ 黒2662642 丸富土井 勢志　政和

10 276 丸若土井 81.5 福芳土井 丹波市市島町乙河内

AAACBA 原 雌 02.12.06 ふくふく 黒原1444383 谷福土井 荻野　浩

4 277 丸若土井 81.1 芳悠土井 丹波市青垣町東芦田

BAABAA 原 雌 02.12.05 きよつるひさ 黒原1667119 北宮波 前田　貴雄

12 259 照和土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

AABCBB 去 02.12.23 つるひろ 黒原1444386 菊安土井 田中　充

10 294 芳悠土井 80.2 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CBCAAA 去 02.11.18 てるみ 黒原1524451 谷福土井 竹下　千江子

10 255 照忠土井 79.4 丸福土井 美方郡新温泉町岸田

CABAAB 去 02.12.27 ふくみ３ 黒2402118 福芳土井 田中　孝広

8 231 芳悠土井 80.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA 原 去 03.01.20 みよ３ 黒原1592119 福芳土井 植田　秀作

9 240 照和土井 80.7 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

ABCCCB 去 03.01.11 ふくえ６ 黒原1524396 福広土井 小林　操

1 262 照和土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABBBA 原 去 02.12.20 いまひさ 黒原1785583 照忠土井 今井　正人

3 293 芳悠土井 79.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAABAA 原 去 02.11.19 さわてる 黒2531319 改 菊俊土井 伊沢　正一

211
13759-4723-5

212
13759-4714-3

216
13759-4619-1

217
13759-4699-3

218
13771-8915-2

213
13759-4730-3

214
16370-4790-1

215
13759-4710-5

222
16329-9928-1

223
16450-0107-0

224
13771-8680-9

219
13771-8958-9

220
13771-8728-8

221
13771-8969-5



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 250 照和土井 80.4 照一土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACAAB 去 03.01.01 てるしげ３ 黒原1524414 改 谷福土井 井上　哲也

1 240 芳悠土井 81.6 照和土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABBBA 原 去 03.01.11 きくみかず 黒原1804258 芳山土井 井上　哲也

14 269 照和土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町香住区三谷

ABBBBC 雌 02.12.13 さつき 黒原1299685 菊安土井 清水　容和

2 272 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAB 雌 02.12.10 １１８てるしろ５ 黒2638128 照長土井 長瀬　五一

1 280 芳山土井 82.0 照和土井 美方郡香美町村岡区境

      雌 02.12.02 かずふく 黒原1804279 芳悠土井 田中　一馬

5 274 照和土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

BBCBBA 原 雌 02.12.08 まつてる５ 黒原1679875 照長土井 田中　一馬

9 309 芳山土井 79.6 照美土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 雌 02.11.03 ゆきひめ 黒2413824 福広土井 中井　勝

1 284 照忠土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 雌 02.11.28 ふくこ 黒原1785591 福芳土井 中井　のり子

1 252 千代藤土井 81.1 丸春土井 宍粟市波賀町道谷

BACBAA 原 去 02.12.30 はるゆき 黒2681214 芳悠土井 岸本　壮弘

5 278 丸若土井 80.8 芳悠土井 宍粟市一宮町上岸田

CAABAA 去 02.12.04 ゆきこ 黒2493618 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

1 286 丸若土井 81.2 芳悠土井 朝来市岩津

BAABAA 原 去 02.11.26 よしこ 黒原1743151 菊俊土井 西垣　篤志

2 281 丸若土井 81.0 忠義土井 朝来市和田山町野村

BAACAA 原 去 02.12.01 かねよし１８ 黒原1774613 丸富土井 宮田　貴身仁

3 271 丸池土井 80.6 宮喜 豊岡市但東町河本

CACBAA 原 去 02.12.11 よしふく 黒2574981 谷石土井 森井　正彦

2 269 丸若土井 79.6 宮菊城 豊岡市但東町河本

      去 02.12.13 きくよし 黒2629909 芳悠土井 森井　正彦

228
14092-7522-8

229
16138-9202-0

230
16329-9961-8

225
13771-8981-7

226
13771-8982-4

227
16329-9924-3

234
16099-1080-6

235
16450-0944-1

236
13771-9346-3

231
14092-7062-9

232
14092-7063-6

233
16099-1107-0

237
13771-9406-4

238
13771-9407-1



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 244 丸若土井 80.4 照一土井 ET産子 豊岡市宮井

BAABAA 原 去 03.01.07 あかふく 黒原1489162 鶴丸土井 綿田　謙

3 241 丸若土井 81.0 芳山土井 養父市森

AAABAA 原 去 03.01.10 えりやま 黒原1743143 菊俊土井 田村　正宏

3 259 丸若土井 81.5 照忠土井 養父市大屋町宮本

      去 02.12.23 るみただ 黒2598891 芳悠土井 寺尾　智也

1 251 宮菊城 81.1 丸池土井 養父市大屋町宮垣

      去 02.12.31 はなたじま２ 黒2687549 芳悠土井 岩花　希

8 246 丸池土井 80.5 北宮波 養父市大屋町宮垣

CACCAA 原 雌 03.01.05 よしき 黒原1542209 改 菊安土井 岩花　希

7 250 丸池土井 81.7 芳悠土井 養父市建屋

CACCBA 原 雌 03.01.01 ひさの 黒原1627779 改 幸豊土井 野中　稔

7 245 丸池土井 81.0 照一土井 朝来市産 養父市養父市場

CACBAA 原 雌 03.01.06 つるあき１の１ 黒原1594213 菊俊土井 吉村　英美

4 254 丸若土井 80.6 芳悠土井 右肩・頚大輪 養父市大屋町若杉

      雌 02.12.28 あめつき 黒2554617 福広土井 その他 高橋　潤也

4 256 宮菊城 80.8 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 雌 02.12.26 ののむ４ 黒2554622 福芳土井 高橋　潤也

5 257 丸若土井 80.1 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 雌 02.12.25 まるやま 黒2482900 照一土井 高橋　副武

1 244 照和土井 82.5 芳悠土井 豊岡市清冷寺

AACBAA 原 雌 03.01.07 よしよ 黒原1806609 丸宮土井 浅井　光澄

1 262 丸若土井 81.0 丸宮土井 豊岡市出石町暮坂

AAAAAA 原 雌 02.12.20 まるひさ 黒原1766383 福芳土井 旗谷　仁志

1 326 丸春土井 81.6 宮菊城 朝来市和田山町安井

BAABAA 原 雌 02.10.17 しろまさえ 黒原1776488 菊優土井 県北部農業技術センタ

5 249 丸若土井 81.0 照忠土井 姫路市夢前町新庄

BAAAAA 原 去 03.01.02 おおただ 黒2519146 丸宮土井 西影　昌久

240
14092-7878-6

241
13771-9292-3

242
13771-9472-9

239
14092-8464-0

246
13771-9706-5

247
13771-9694-5

248
13771-9705-8

243
13771-9473-6

244
16450-0927-4

245
16450-0929-8

252
14143-6925-7

249
13771-9537-5

250
13771-9324-1

251
08697-6411-2



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 270 芳悠土井 80.4 丸宮土井 赤穂市木津

      去 02.12.12 てるこ１ 黒2634568 宮弘波 溝田　泰司

7 252 丸池土井 80.5 芳山土井 赤穂市木津

BABBAA 原 雌 02.12.30 むつみ２ 黒2437599 菊原波 溝田　泰司

9 257 照和土井 81.0 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

BBCBBB 原 雌 02.12.25 ゆきなが６ 黒2402106 高 照長土井 矢内　忠司

4 274 照和土井 80.5 芳山土井 多可郡多可町八千代区中野間

AABBAA 原 雌 02.12.08 きくふく 黒2524119 照一土井 有田　覚

3 264 丸池土井 81.3 照忠土井 三田市西野上

CACAAA 原 去 02.12.18 ふくただ 黒2565052 芳山土井 (有)日向牧場

1 260 芳山土井 81.6 芳悠土井 三田市長坂

AAABAA 原 去 02.12.22 みおり 黒2662662 丸宮土井 吉本　大佑

4 255 照忠土井 81.0 千代藤土井 三田市上内神

BAAAAA 原 去 02.12.27 うめちよ 黒2524121 福芳土井 蓬莱　光雄

3 277 照立土井 80.5 芳悠土井 三田市沢谷

ABABBA 原 去 02.12.05 さかえ２の７ 黒2587240 照一土井 妻鹿　亮輔

2 277 丸若土井 80.7 照忠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 02.12.05 ななひめ 黒2629970 芳山土井 妻鹿　亮輔

3 271 丸春土井 80.8 芳悠土井 三田市沢谷

BABBAA 原 去 02.12.11 ひめ２ 黒2587237 照忠土井 妻鹿　亮輔

1 254 照忠土井 80.1 芳悠土井 小野市広渡町

BAAAAA 原 去 02.12.28 こうふく２２２ 黒2667950 丸宮土井 前田　勇雄

2 277 照和土井 80.5 宮菊城 加西市常吉町

AAABAA 原 去 02.12.05 はなこ 黒2598985 福芳土井 県立農業大学校

1 245 宮菊城 81.0 照忠土井 加古川市西神吉町西村

      去 03.01.06 ぎんみや１ 黒2674507 丸宮土井 坂口　則隆

11 274 照和土井 81.5 福広土井 丹波市市島町中竹田

AACBAA 原 去 02.12.08 まつよ 黒原1409628 照長土井 ひょうたん農場㈱

253
13993-2971-0

254
13993-2968-0

258
15655-5448-9

259
16028-9865-1

260
16368-0223-5

255
16395-3016-6

256
16097-4028-1

257
14187-0177-0

264
16178-3852-9

265
15636-8694-6

266
16370-4802-1

261
16368-0224-2

262
16368-0226-6

263
15763-1265-8



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 260 丸若土井 81.6 千代藤土井 丹波市春日町松森

BAAAAA 原 去 02.12.22 ふくちよ 黒原1750356 福広土井 秋末　勝

9 295 芳悠土井 81.1 菊俊土井 丹波市氷上町油利

BBCBCA 原 去 02.11.17 やまみや１ 黒原1536341 福広土井 山本　定夫

11 250 照和土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

ABCBBB 原 雌 03.01.01 よしみ 黒原1444399 福芳土井 下山　一彦

9 239 丸若土井 82.3 菊西土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA 原 雌 03.01.12 みつるの１ 黒原1542197 高 谷美土井 足立　尚之

4 284 丸若土井 80.8 芳山土井 丹波市青垣町東芦田

BAABAA 原 雌 02.11.28 みやよし 黒2526532 菊俊土井 前田　貴雄

2 269 丸池土井 79.2 照忠土井 美方郡香美町香住区九斗

CACAAA 原 去 02.12.13 てるてる２ 黒2612151 芳山土井 合同会社　谷口畜産

2 259 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAA 原 去 02.12.23 ひさいち３ 黒原1771993 鶴山土井 森脇　雄一

12 249 忠味土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 03.01.02 まさてる４ 黒原1404861 照長土井 森脇　雄一

2 246 照和土井 80.6 丸明波 美方郡香美町村岡区丸味

AACCBA 原 去 03.01.05 ひさな 黒2638125 福芳土井 森脇　雄一

10 252 照和土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

AABCBA 原 去 02.12.30 やすぎく 黒原1444289 照俊土井 阿瀬　稔

2 262 芳悠土井 81.3 芳山土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABBAA 原 去 02.12.20 つるよ 黒原1752805 照一土井 小林　寿明

6 292 照忠土井 81.0 菊毬土井 美方郡新温泉町海上

CAAAAA 去 02.11.20 きくよし 黒原1639020 芳山土井 尾崎　広貴

12 240 忠味土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町丹土

AAABBA 原 去 03.01.11 きくよし 黒原1423443 改 茂幸波 県立但馬牧場公園

2 280 悠哲土井 81.4 芳山土井 美方郡新温泉町浜坂

      原 去 02.12.02 ぼたん７ 黒原1752812 福広土井 渡邊　大直

270
16370-4825-0

271
13759-4698-6

272
13771-8624-3

267
16370-4761-1

268
13759-4722-8

269
16370-4786-4

276
13771-9037-0

277
16450-0159-9

278
13771-8895-7

273
13771-8847-6

274
13771-8854-4

275
13771-8848-3

279
13771-8955-8

280
13771-8912-1



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 294 照和土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AABBBA 原 雌 02.11.18 つねふじ２ 黒2657105 芳山土井 村尾　賢一

6 284 照和土井 81.3 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA 原 雌 02.11.28 ひろふく１ 黒原1605631 高改 照長土井 村尾　賢一

15 243 照忠土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

ABACCB 原 雌 03.01.08 たかてる 黒原1331222 高 照長土井 中村　健治

7 288 芳悠土井 81.0 鶴神土井 美方郡香美町村岡区神坂

CBCABA 原 雌 02.11.24 かずつる 黒原1592034 照長土井 伊沢　栄一

1 259 照忠土井 81.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAB 雌 02.12.23 １２９てるしろ６ 黒2683790 照長土井 長瀬　五一

13 259 照和土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACCBA 原 雌 02.12.23 きくちひろ 黒原1368945 高育 照長土井 対中　広芳

2 249 芳山土井 80.4 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

      去 03.01.02 ぼたもち 黒2602880 茂広波 岸本　章弘

10 262 芳悠土井 81.6 照一土井 宍粟市一宮町上岸田

CBCABB 去 02.12.20 かずゆき 黒2380541 安幸土井 大封アグリ　一宮牧場

6 281 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市出石町上野

BABAAA 原 去 02.12.01 さとみ 黒原1655337 改 照長土井 山本　憲一

3 250 照立土井 78.8 丸福土井 豊岡市日高町知見

CBABBB 去 03.01.01 ふくふく 黒2554542 福芳土井 山崎　豊志

4 248 照和土井 81.4 丸宮土井 朝来市和田山町土田

AABAAA 原 去 03.01.03 ゆきよし４ 黒2554642 福芳土井 川見　和秀

1 242 照和土井 80.8 丸池土井 朝来市和田山町中

AABBAA 原 去 03.01.09 なをまるいけ１９ 黒2687582 丸宮土井 宮田　靖仁

1 256 照立土井 80.8 宮菊城 朝来市和田山町中

AAABAA 原 去 02.12.26 つるこ１ 黒2642347 菊俊土井 宮田　靖仁

4 261 丸春土井 82.0 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

BABBBA 原 去 02.12.21 おきひさ 黒原1682764 照忠土井 上垣　勇吾

282
13771-8636-6

283
16329-9906-9

284
16329-9946-5

281
13771-8635-9

288
16236-1144-4

289
13771-9647-1

290
13771-9253-4

285
14092-7524-2

286
13771-9007-3

287
16099-1108-7

294
13771-9160-5

291
13771-9549-8

292
13771-9604-4

293
13771-9600-6



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 303 悠哲土井 80.1 丸富土井 養父市八鹿町高柳

      去 02.11.09 みつひめとみ 黒原1627803 福広土井 但馬農高

12 295 芳悠土井 79.6 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

BCBBCA 去 02.11.17 ごふく 黒2294612 照長土井 上垣　康成

4 258 丸若土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 02.12.24 ひかる 黒2482899 菊俊土井 高橋　大樹

3 261 芳悠土井 81.0 丸典土井 養父市大屋町若杉

      雌 02.12.21 みちのり 黒原1732543 千代藤土井 高橋　潤也

3 261 芳悠土井 80.1 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 雌 02.12.21 とりよし 黒2584520 菊俊土井 高橋　副武

6 262 丸若土井 79.5 芳山土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 雌 02.12.20 みやよし 黒2482902 丸福土井 高橋　副武

2 270 丸若土井 80.8 照忠土井 養父市大屋町宮本

      雌 02.12.12 たかこ２の１ 黒2642290 芳悠土井 寺尾　智也

3 269 丸若土井 81.5 照忠土井 養父市大屋町宮垣

BAAAAA 原 雌 02.12.13 おみな４１１ 黒原1732544 芳悠土井 岩花　希

8 263 丸若土井 78.1 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BAABAA 原 雌 02.12.19 ふくみや 黒2402127 菊俊土井 岩花　希

5 266 芳山土井 81.1 丸宮土井 朝来市神子畑

BAABAA 原 雌 02.12.16 とみてるふく１４ 黒原1655363 改 福広土井 仙賀　隆文

4 261 照忠土井 84.0 石義丸 豊岡市目坂

BABAAB 原 雌 02.12.21 ゆりか２ 黒原1709806 改 菊俊土井 谷口　衣津美

7 285 西杉土井 82.2 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

BBCBBB 去 02.11.27 たけなが 黒2388880 照長土井 竹田　瞳

5 246 丸池土井 80.8 照忠土井 佐用郡佐用町佐用

CABBAA 原 去 03.01.05 たかてるまる 黒2519131 芳山土井 兵庫県立佐用高等学校

6 248 芳悠土井 80.4 丸富土井 赤穂市木津

BBCBBA 原 去 03.01.03 やすこ 黒2485555 菊俊土井 溝田　泰司

295
14092-8394-0

296
15683-2010-4

300
13771-9698-3

301
13771-9291-6

302
13771-9468-2

297
13771-9701-0

298
13771-9697-6

299
13771-9695-2

306
16395-3010-4

307
16395-3020-3

308
13993-2969-7

303
13771-9469-9

304
13771-9210-7

305
13771-9657-0



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 239 芳悠土井 80.8 丸宮土井 赤穂市木津

ABAABA 原 去 03.01.12 こもも 黒2667949 芳悠土井 溝田　泰司

7 274 千代藤土井 80.7 照一土井 多可郡多可町八千代区中野間

BACAAA 原 雌 02.12.08 かな 黒2444564 菊俊土井 有田　覚

5 255 照忠土井 80.1 丸宮土井 三田市上内神

BAAAAA 原 去 02.12.27 みやてる 黒2497042 福芳土井 蓬莱　光雄

7 255 照立土井 82.0 芳山土井 神戸市北区淡河町神田

AAACBA 原 去 02.12.27 みつひめ２の８ 黒2426324 照長土井 奥下　均

1 249 宮菊城 81.0 丸池土井 三田市下内神

BAABAA 原 去 03.01.02 ぷれじぃる１９１ 黒2674452 第１菊武土井 円丁　一良

2 264 照立土井 80.6 富亀土井 三田市沢谷

      去 02.12.18 てるちよ２の１ 黒2629958 芳悠土井 妻鹿　亮輔

1 253 宮菊城 81.1 芳悠土井 三田市沢谷

      去 02.12.29 ひので 黒2629964 丸宮土井 妻鹿　亮輔

2 252 宮菊城 81.5 富亀土井 三田市沢谷

AAABAB 去 02.12.30 ふくふじ２ 黒2642441 福芳土井 妻鹿　亮輔

1 253 照和土井 81.0 丸宮土井 三田市沢谷

AABAAA 原 雌 02.12.29 ゆめじ 黒2619905 芳悠土井 妻鹿　亮輔

3 281 丸若土井 81.1 石義丸 加西市別府町

BAAAAA 原 去 02.12.01 いしみ 黒2524078 宮奥城 兵庫畜産技術センター

1 293 芳悠土井 78.8 千代藤土井 小野市長尾町

BACAAA 原 去 02.11.19 おかほたる５ 黒2681224 福俊土井 岡田　輝泰

5 245 芳悠土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

ABABBA 原 去 03.01.06 みやてるひめ 黒原1634880 菊俊土井 ひょうたん農場㈱

7 288 芳悠土井 80.6 丸富土井 丹波市青垣町東芦田

BBCBCA 原 去 02.11.24 きくまる 黒原1610930 改 菊俊土井 前田　貴雄

3 237 丸若土井 80.7 芳山土井 丹波市春日町黒井

BAABAA 原 去 03.01.14 ゆめよし 黒2576157 光照土井 氷上高等学校

312
16078-2134-0

313
14607-0176-6

314
16368-0229-7

309
13993-2960-4

310
16191-4029-3

311
16028-9864-4

318
15851-1222-5

319
15763-1252-8

320
16370-4803-8

315
16368-0235-8

316
16368-0233-4

317
16368-0232-7

321
13759-4697-9

322
16370-4824-3



雌： 146 雄： 去： 180 合計 326
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3年9月8日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 263 丸春土井 80.3 照和土井 丹波市市島町下竹田

AABBAA 原 雌 02.12.19 かずひめ 黒2683915 芳山土井 ㈱丹波農商

2 246 照忠土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町柏原

      雌 03.01.05 まりん 黒2612197 福広土井 下山　一彦

11 289 照和土井 81.2 福芳土井 丹波市氷上町油利

AABBBB 原 雌 02.11.23 ちひろ４ 黒原1429651 菊原波 山本　定夫

1 316 丸若土井 79.6 芳悠土井 朝来市岩津

BAAAAA 原 去 02.10.27 にしがき５ 黒2657192 菊俊土井 西垣　篤志

324
16370-4771-0

325
13759-4711-2

326
16450-0941-0

323
16370-4767-3


