
雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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

3 270 藤彦土井 81.6 芳悠土井 多可郡多可町八千代区中野間

      雌 03.05.15 てるみ 黒2608036 丸宮土井 有田　覚

2 296 芳悠土井 80.6 丸宮土井 三田市ゆりのき台

ABBBBA 原 雌 03.04.19 みやふくひめ 黒2629992 福広土井 岡本　光史

1 286 奥虎 81.0 宮菊城 三田市上内神

      雌 03.04.29 なかみや 黒2687599 芳悠土井 蓬莱　宣俊

2 288 丸池土井 79.4 芳山土井 三田市沢谷

CABBAA 原 雌 03.04.27 てるただ３ 黒2642437 照忠土井 妻鹿　亮輔

2 282 忠味土井 80.0 芳山土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.05.03 ふくやま 黒2576166 丸宮土井 妻鹿　亮輔

4 277 忠味土井 79.7 丸宮土井 三田市沢谷

CAAAAA 原 雌 03.05.08 まりみや 黒2524093 芳山土井 妻鹿　亮輔

4 229 芳悠土井 80.6 照忠土井 加西市大内町

AAAAAA 原 雌 03.06.25 ふじてる 黒2519132 福芳土井 藤原　護

1 267 芳山土井 80.1 照和土井 小野市広渡町

AAABAA 原 雌 03.05.18 たかよしまる６ 黒2681227 丸宮土井 前田　勇雄

2 278 照忠土井 80.5 千代藤土井 小野市昭和町

BACAAA 原 雌 03.05.07 みどり 黒2634505 丸富土井 藤本　幹泰

2 239 丸若土井 80.0 照忠土井 丹波市市島町下竹田

      去 03.06.15 みつやてる 黒2653127 芳悠土井 ㈱丹波農商

8 275 丸若土井 78.7 照一土井 丹波市氷上町大谷

BAAAAA 原 去 03.05.10 えりこ 黒2391497 第２安鶴土井 十倉　明雄

2 253 忠味土井 82.8 千代藤土井 丹波市青垣町檜倉

BABAAA 原 去 03.06.01 ちよさくら 黒原1772059 丸宮土井 足立　尚之

4 243 藤彦土井 80.7 芳悠土井 丹波市市島町乙河内

AAACCA 原 去 03.06.11 あおい 黒2554514 光照土井 荻野　浩

1 284 丸池土井 81.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

      去 03.05.01 たつひめ７ 黒原1804441 芳悠土井 上田　真吾

育種価資格

1
16191-4038-5

2
16198-3976-0

令和4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6
16426-0283-6

7
15611-1392-5

8
15609-1330-4

3
14362-7746-2

4
16426-0277-5

5
16426-0278-2

12
15097-5047-2

13
16370-4878-6

14
15097-4973-5

9
15763-1280-1

10
15097-4997-1

11
15097-5052-6



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 288 藤彦土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 雌 03.04.27 はいじ 黒2446043 福芳土井 上田　真吾

3 267 藤彦土井 81.3 芳山土井 丹波市春日町野上野

AAACBA 原 雌 03.05.18 てるやま 黒原1750354 照一土井 杉本　政雄

2 284 藤彦土井 80.8 丸宮土井 丹波市柏原町柏原

AAACBA 原 雌 03.05.01 まるひろ 黒2638200 福広土井 下山　一彦

8 281 丸若土井 80.7 照一土井 丹波篠山市曽地口

CAABAA 原 雌 03.05.04 はるみ１ 黒2431368 福広土井 清水　健司

2 278 丸春土井 82.6 芳悠土井 丹波篠山市曽地口

      雌 03.05.07 とみこひめ 黒2638192 丸富土井 清水　健司

5 245 丸若土井 82.0 照忠土井 丹波篠山市曽地口

BAAAAA 原 去 03.06.09 さつき 黒2510274 福広土井 清水　健司

14 247 悠森土井 81.0 幸福土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 03.06.07 かねみつ 黒原1368956 高 照長土井 森脇　雄一

6 243 忠味土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBBBBA 原 去 03.06.11 ゆきみ５ 黒原1624633 鶴丸土井 森脇　雄一

2 286 忠味土井 80.8 茂和美波 美方郡香美町村岡区味取

BABBAA 原 去 03.04.29 ひでよし１８ 黒2638133 改 福芳土井 西山　秀二

1 244 照忠土井 81.5 富亀土井 美方郡香美町村岡区味取

BACAAB 去 03.06.10 とみこ 黒2683802 照長土井 阿瀬　稔

1 283 照忠土井 82.8 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABAAA 原 去 03.05.02 おふく１の７ 黒原1804289 菊俊土井 小谷　真以

14 252 照和土井 82.3 菊俊土井 美方郡新温泉町古市

BCCCCC 去 03.06.02 ゆりきく 黒原1331292 改 第２照久土井 石原　寿

1 269 照忠土井 81.2 茂和美波 美方郡新温泉町丹土

BAAAAB 去 03.05.16 きくしげかず 黒原1804305 茂初波 県立但馬牧場公園

12 284 芳悠土井 80.6 福広土井 美方郡新温泉町飯野

AABBBA 原 雌 03.05.01 ぼたん 黒原1482273 高育 菊俊土井 中井　のり子

18
13973-6947-3

19
13973-6948-0

20
13973-6953-4

15
16370-4939-4

16
15097-4993-3

17
15097-4969-8

24
16450-0585-6

25
16450-0582-5

26
13771-8754-7

21
15025-1793-5

22
16450-0345-6

23
16450-0064-6

27
16450-0811-6

28
16329-9999-1



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 277 芳悠土井 83.0 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 03.05.08 あきかつ３ 黒原1559128 高改 菊俊土井 中井　のり子

11 257 照和土井 81.0 福広土井 美方郡新温泉町塩山

ABCCCA 原 雌 03.05.28 だいふく 黒原1501793 改 菊照土井 坂本　隆子

9 269 山伸土井 81.0 菊西土井 美方郡香美町村岡区境

BACAAA 原 雌 03.05.16 てるとよにし 黒原1592062 幸豊土井 田中　一馬

2 257 丸若土井 81.6 照忠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 雌 03.05.28 てるつばき 黒原1772013 芳悠土井 淀　貴至

3 284 丸若土井 82.2 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

BAABAA 原 雌 03.05.01 あゆみ 黒2602879 菊俊土井 岸本　章弘

6 271 丸若土井 80.6 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

BAABAA 原 去 03.05.14 ゆき 黒2485560 鶴丸土井 大封アグリ　一宮牧場

8 264 喜綿 80.8 芳恒土井 朝来市和田山町安井

CCCCCC 去 03.05.21 つねめろん 黒原1535103 菊川土井 県北部農業技術センタ

8 269 富亀土井 80.8 菊西土井 朝来市和田山町安井

BBCBBC 去 03.05.16 きくゆき 黒原1573990 第２鶴雪土井 県北部農業技術センタ

1 278 山伸土井 80.3 茂和美波 朝来市和田山町安井

BACAAA 原 去 03.05.07 かずみしげ 黒2694972 茂池波 県北部農業技術センタ

9 304 丸若土井 82.2 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 03.04.11 ゆずてる 黒原1489235 照長土井 高橋　本明

13 294 丸池土井 82.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BACCBA 原 去 03.04.21 しげ 黒原1368830 照長土井 高橋　副武

4 267 忠味土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

CAAAAA 原 去 03.05.18 なおき 黒2554630 菊俊土井 上垣　勇吾

2 281 丸池土井 80.7 照忠土井 豊岡市但東町唐川

BABBAA 原 去 03.05.04 もみじ 黒2642255 菊俊土井 中儀　吉郎

3 286 藤彦土井 81.4 照忠土井 豊岡市但東町高竜寺

AAACAA 原 去 03.04.29 よしこ７ 黒原1709815 鶴丸土井 小牧　伸典

30
16450-0576-4

31
16138-9197-9

32
15025-1824-6

29
16330-0000-9

36
08726-6461-4

37
08726-6458-4

38
13771-9802-4

33
16226-1203-9

34
16236-1159-8

35
08726-6464-5

42
16450-1325-7

39
13771-9811-6

40
13771-9182-7

41
15025-2686-9



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 257 丸若土井 81.5 丸富土井 豊岡市中郷

AAAAAA 原 去 03.05.28 第２つつじ 黒原1528502 改 福広土井 新田　義孝

10 282 忠味土井 81.6 丸福土井 豊岡市目坂

CACBAA 原 雌 03.05.03 よしたけ４ 黒原1507994 高育 谷福土井 谷口　正徳

2 260 宮菊城 82.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AAAAAB 原 雌 03.05.25 みやまる 黒2584524 福芳土井 森井　正彦

1 258 藤彦土井 80.0 照立土井 豊岡市但東町河本

AAACBA 原 雌 03.05.27 ぼたん３の３ 黒2687540 丸宮土井 森井　正伸

3 256 丸若土井 81.0 芳悠土井 朝来市岩津

BAAAAA 原 雌 03.05.29 すず 黒原1743152 菊西土井 西垣　篤志

3 269 藤彦土井 80.0 宮菊城 朝来市和田山町中

AAACBA 原 雌 03.05.16 きく１ 黒2598906 福芳土井 宮田　靖仁

14 280 宮菊城 81.5 福芳土井 姫路市白鳥台

AAABAB 原 雌 03.05.05 ゆう 黒2219682 菊道土井 石原　寛大

6 249 照和土井 82.0 丸宮土井 佐用郡佐用町口金近

AABAAA 原 去 03.06.05 なでしこ 黒2461439 福芳土井 田辺　裕基

2 265 藤彦土井 80.4 丸宮土井 西脇市住吉町

ABACCA 原 去 03.05.20 ゆり 黒2662701 福芳土井 岡本　利弘

10 269 丸若土井 81.0 福俊土井 三田市長坂

CABAAA 原 雌 03.05.16 てるふく 黒原1423344 照長土井 吉本　大佑

2 279 藤彦土井 80.8 丸宮土井 三田市ゆりのき台

      雌 03.05.06 まるひめ 黒2608040 芳悠土井 岡本　光史

1 263 照忠土井 79.8 丸池土井 三田市上内神

BAAAAA 原 雌 03.05.22 ひまり 黒2674503 菊俊土井 蓬莱　宣俊

1 278 忠味土井 80.0 丸池土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.05.07 みつやいけ 黒2642438 福芳土井 妻鹿　亮輔

5 272 丸若土井 81.6 芳悠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 雌 03.05.13 みつひさ 黒2517160 菊俊土井 妻鹿　亮輔

43
16450-0972-4

44
13771-9669-3

48
16450-1491-9

49
16507-3094-1

50
16395-3083-8

45
16450-1428-5

46
16450-1429-2

47
15655-6571-3

54
14362-7749-3

55
16426-0282-9

56
16426-0287-4

51
16367-3509-0

52
14715-0001-3

53
16198-3977-7



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 280 照忠土井 78.4 芳山土井 小野市広渡町

BAABAA 原 雌 03.05.05 そのきく２ 黒2612195 菊俊土井 前田　勇雄

10 323 丸若土井 78.7 福俊土井 小野市長尾町

CAAAAA 原 雌 03.03.23 おかほたる 黒2369446 菊俊土井 岡田　勇治

1 249 照和土井 81.5 千代藤土井 丹波市市島町下竹田

AACAAA 原 去 03.06.05 あかふじ 黒原1814844 丸宮土井 ㈱丹波農商

8 281 藤彦土井 79.8 福芳土井 丹波市氷上町油利

AAACCA 原 去 03.05.04 みやひろなみ３ 黒2413838 福広土井 山本　定夫

11 244 照和土井 82.5 菊宮土井 丹波市青垣町檜倉

AABBBC 去 03.06.10 ふくみや 黒原1449571 谷福土井 足立　尚之

1 242 照立土井 80.6 芳山土井 丹波市山南町北和田

ABACBB 去 03.06.12 ぷれじぃる２０２ 黒2687543 光照土井 田中　栄作

1 283 丸池土井 83.0 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

CACAAA 原 去 03.05.02 ぼたん１の１ 黒原1804442 丸宮土井 上田　真吾

10 282 丸池土井 81.2 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CACBAA 原 雌 03.05.03 みゆき４の２ 黒2388886 高 福芳土井 上田　真吾

6 285 藤彦土井 82.4 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

AABCCA 原 雌 03.04.30 きみ 黒原1653971 菊俊土井 田川　良一

2 273 丸池土井 81.0 芳悠土井 丹波市市島町乙河内

      雌 03.05.12 ちえまさひめ 黒原1782425 鶴神土井 荻野　浩

7 252 藤彦土井 81.5 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

AABCCA 原 雌 03.06.02 やまみや３ 黒原1592286 福広土井 細見　忠和

7 289 宮菊城 80.0 丸宮土井 丹波篠山市今田町市原

AAACAA 原 雌 03.04.26 ゆきの 黒2456056 菊俊土井 古家後　康夫

3 291 丸若土井 80.3 宮菊城 丹波篠山市今田町市原

      去 03.04.24 ひさひめ１ 黒2606390 千代藤土井 古家後　康夫

7 231 藤彦土井 81.4 芳悠土井 丹波篠山市郡家

AAACCA 原 去 03.06.23 えいこ 黒2456055 鶴丸土井 松浦　俊明

60
15097-4967-4

61
15097-5006-9

62
15097-5080-9

57
15609-1329-8

58
15609-1318-2

59
15097-4996-4

66
16370-4873-1

67
15097-5048-9

68
13973-6943-5

63
15097-4971-1

64
15097-4974-2

65
15097-4988-9

69
13973-6942-8

70
13973-6960-2



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 264 山勝土井 80.0 照一土井 美方郡新温泉町中辻

BBBBBA 原 去 03.05.21 さゆり 黒原1624562 改 福広土井 高美　治

4 277 山長土井 82.2 照忠土井 美方郡香美町小代区神水

      去 03.05.08 みつふく３の５ 黒2554428 安美土井 藤原　敏和

14 257 忠味土井 80.8 菊安土井 美方郡香美町小代区佐坊

BABAAB 去 03.05.28 もとよ 黒原1299695 第２安鶴土井 本上　純也

10 242 忠味土井 80.4 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

CABAAA 原 去 03.06.12 てるしげよし 黒2363015 改 茂美波 谷渕　侑生

9 262 忠味土井 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

BABAAA 原 去 03.05.23 たけよし３ 黒原1559090 照波土井 西山　勝

1 279 悠森土井 80.5 忠味土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 03.05.06 ひめか 黒2683793 照忠土井 森脇　薫明

9 270 忠味土井 79.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBACBA 原 雌 03.05.15 たかつるまる 黒2391459 鶴丸土井 森脇　薫明

12 268 芳山土井 81.4 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAB 原 雌 03.05.17 ３４つるみつ８ 黒原1444343 第２安鶴土井 長瀬　五一

2 266 照和土井 82.0 芳悠土井 美方郡新温泉町丹土

AACBBA 原 雌 03.05.19 たかてるひさ 黒原1772020 福広土井 西坂　嘉津美

10 277 丸明波 80.0 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

CACCAA 原 雌 03.05.08 ゆきひめ７の１ 黒原1559127 福芳土井 中井　のり子

3 275 忠味土井 80.0 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 原 雌 03.05.10 まるあきただ 黒2612158 照忠土井 中井　のり子

2 299 忠味土井 79.0 丸春土井 宍粟市一宮町東河内

BABBAA 原 雌 03.04.16 きたみや２ 黒2634532 芳悠土井 小池　一博

5 245 丸若土井 83.0 芳悠土井 宍粟市一宮町能倉

BAAAAA 原 去 03.06.09 ひさえ 黒2510289 照一土井 森岡　信雄

3 260 宮菊城 80.2 芳山土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

AAACAA 原 去 03.05.25 みちよし 黒2612202 北宮波 大封アグリ　一宮牧場

72
16450-0543-6

73
16329-9901-4

74
16450-0557-3

71
16450-0253-4

78
16329-9882-6

79
16450-0512-2

80
16450-0602-0

75
16450-0070-7

76
16450-0331-9

77
16450-0330-2

84
16236-1162-8

81
16450-0604-4

82
16287-7007-8

83
15655-5420-5



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 252 丸春土井 80.8 千代藤土井 養父市大屋町宮本

BACBAA 原 去 03.06.02 みゆき２の３ 黒2519075 福芳土井 寺尾　智也

2 252 丸若土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 03.06.02 たつひめ４の１ 黒2642285 丸宮土井 岩花　進

2 241 丸春土井 79.7 山伸土井 朝来市和田山町安井

AABAAA 原 去 03.06.13 やまひさみ 黒2634513 照美土井 県北部農業技術センタ

1 244 照忠土井 80.8 茂和美波 朝来市和田山町安井

BABAAA 原 去 03.06.10 ふくかずみ 黒2694968 丸富土井 県北部農業技術センタ

3 260 照立土井 79.3 宮菊城 朝来市和田山町安井

ABABAA 原 去 03.05.25 みやぎくあや 黒2594464 芳悠土井 県北部農業技術センタ

2 257 忠味土井 80.6 芳悠土井 豊岡市出石町暮坂

      去 03.05.28 なをいちひさ 黒2657159 丸宮土井 旗谷　好将

2 262 照和土井 80.7 宮菊城 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 去 03.05.23 ぼたん３の２ 黒2642256 丸宮土井 森井　正伸

6 245 藤彦土井 83.4 丸富土井 豊岡市但東町河本

AABCCA 原 去 03.06.09 さちとみ 黒原1627770 菊俊土井 森井　正彦

13 244 丸若土井 81.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

AAABAB 去 03.06.10 たけぎく 黒原1409433 谷美土井 森井　正彦

2 258 丸若土井 80.3 照忠土井 豊岡市宮井

BAAAAA 原 雌 03.05.27 くくひめ 黒2629907 丸福土井 綿田　謙

1 285 藤彦土井 80.3 照和土井 養父市佐近山

AABCBA 原 雌 03.04.30 かずしか 黒2687547 丸宮土井 田村　繁子

1 281 丸池土井 79.8 照忠土井 養父市大屋町若杉

      雌 03.05.04 てる１ 黒2687562 丸宮土井 高橋　副武

3 279 忠味土井 81.0 丸若土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 03.05.06 ひとみ２ 黒原1743128 芳悠土井 高橋　潤也

1 251 照和土井 81.1 丸池土井 養父市大屋町蔵垣

BACBAA 原 雌 03.06.03 みないけ 黒原1806625 菊俊土井 上垣　勇吾

85
14092-8201-1

86
16450-1387-5

90
16450-1546-6

91
16450-1427-8

92
16450-1431-5

87
08726-6482-9

88
08726-6479-9

89
08726-6469-0

96
13771-9814-7

97
13771-9820-8

98
13771-9185-8

93
16450-1434-6

94
14092-8475-6

95
16450-1214-4



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 264 照和土井 81.4 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

AABCBA 原 雌 03.05.21 やすよし 黒2450339 光照土井 安岡　林

11 267 宮菊城 80.8 光照土井 佐用郡佐用町豊福

CBBAAC 雌 03.05.18 ぺいんと 黒2289523 第２安鶴土井 松本　義和

1 241 忠味土井 81.3 芳悠土井 姫路市夢前町新庄

      去 03.06.13 きくふく２ 黒2691121 丸富土井 西影　昌久

6 265 丸若土井 80.2 福芳土井 多可郡多可町八千代区中野間

AAABAA 原 雌 03.05.20 さちふく 黒2452229 菊俊土井 有田　覚

3 273 丸池土井 80.1 照忠土井 三田市ゆりのき台

      雌 03.05.12 ちえみ 黒2608061 芳悠土井 岡本　光史

2 261 照忠土井 81.1 丸明波 三田市上内神

BABAAA 原 雌 03.05.24 ふくふく 黒2653159 福芳土井 蓬莱　宣俊

5 253 丸春土井 80.2 芳山土井 三田市上内神

BABBAA 原 雌 03.06.01 さえこ 黒2497041 菊西土井 蓬莱　光雄

5 287 丸池土井 79.4 芳悠土井 三田市沢谷

CACBAA 原 去 03.04.28 ふゆよし 黒2517151 照美土井 妻鹿　亮輔

3 280 丸池土井 80.6 照忠土井 三田市沢谷

CACBAA 原 去 03.05.05 ななひめてる７ 黒2576160 福芳土井 妻鹿　亮輔

10 236 藤彦土井 80.1 石義丸 加西市別府町

AABCBB 去 03.06.18 としこ 黒2463014 北前宮 兵庫畜産技術センター

2 258 藤彦土井 81.0 芳悠土井 小野市長尾町

AABCCA 原 去 03.05.27 おかかね１ 黒2634511 丸宮土井 岡田　輝泰

3 237 芳悠土井 81.4 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

AAABAA 原 去 03.06.17 おてる 黒原1750345 改 照一土井 ひょうたん農場㈱

1 247 藤彦土井 80.8 照忠土井 丹波市市島町下竹田

AAACBA 原 去 03.06.07 さちふく 黒2662647 福芳土井 ㈱丹波農商

14 262 丸春土井 84.0 福芳土井 丹波市市島町乙河内

BCBCCA 去 03.05.23 てるなお３の２ 黒原1368880 菊俊土井 荻野　浩

102
16191-4039-2

103
16198-3978-4

104
14362-7751-6

99
16507-3107-8

100
16507-3112-2

101
16061-6934-4

108
15609-1308-3

109
15609-1321-2

110
15097-5039-7

105
16028-9876-7

106
16426-0279-9

107
16426-0281-2

111
15097-4995-7

112
16370-4875-5



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 283 丸池土井 81.8 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

CACBAA 去 03.05.02 よしこ 黒原1497779 幸豊土井 上田　真吾

6 282 丸池土井 80.2 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

CABBAA 原 雌 03.05.03 てるやま 黒原1592280 照菊波 上田　真吾

13 260 芳悠土井 81.6 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

BBBCBA 原 雌 03.05.25 ふくえ１の２ 黒原1444392 福芳土井 上田　真吾

2 276 藤彦土井 82.6 芳悠土井 丹波市青垣町檜倉

ABBCCA 原 雌 03.05.09 はるひさ 黒2638205 鶴味土井 足立　尚之

2 275 照和土井 81.6 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

AABBBA 原 雌 03.05.10 ひさやす 黒原1772077 芳山土井 田川　良一

10 276 丸春土井 80.6 福広土井 丹波篠山市曽地口

BACCBB 原 雌 03.05.09 さゆり 黒2396565 茂美波 清水　健司

11 275 丸宮土井 81.3 福広土井 丹波篠山市曽地口

BBBAAA 原 雌 03.05.10 ひとみ 黒2360075 鶴丸土井 清水　健司

3 258 丸春土井 82.2 照忠土井 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 去 03.05.27 ぼたん７の１ 黒2592276 芳山土井 清水　健司

4 244 忠味土井 81.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAABAA 原 去 03.06.10 おふく１０の３ 黒原1692286 福芳土井 井上　哲也

3 265 照和土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区高津

AABCAA 原 去 03.05.20 ふくよし 黒原1709580 菊西土井 田中　博文

15 282 忠味土井 82.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBBAAB 去 03.05.03 きくつるみ８ 黒原1331201 高 照長土井 小林　操

8 273 忠味土井 79.5 丸福土井 美方郡香美町村岡区境

CABAAA 去 03.05.12 ふくつるまる 黒2413812 福芳土井 田中　一馬

4 257 山伸土井 80.5 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABAAA 原 去 03.05.28 よしつね 黒2554423 丸富土井 今井　正人

9 252 忠味土井 80.6 照也土井 美方郡新温泉町春来

CABAAB 去 03.06.02 ひとみい 黒原1559102 改 菊俊土井 小谷　和信

114
15097-4975-9

115
15097-5058-8

116
15097-4981-0

113
15097-4976-6

120
13973-6952-7

121
16450-0495-8

122
16450-0810-9

117
15097-4989-6

118
13973-6949-7

119
13973-6950-3

126
13771-8753-0

123
16450-0799-7

124
16450-0822-2

125
16450-0173-5



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

12 272 照和土井 82.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABBBCB 原 雌 03.05.13 たつみ 黒原1444367 安美土井 村尾　賢一

1 263 照和土井 82.0 芳山土井 美方郡香美町小代区東垣

AABBAA 原 雌 03.05.22 おじろひめ２の１ 黒原1804292 芳悠土井 今井　正己

5 257 照忠土井 80.5 菊西土井 美方郡香美町村岡区味取

BABBAC 雌 03.05.28 はるき 黒2531323 谷福土井 阿瀬　稔

2 279 照忠土井 81.2 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CAAAAB 雌 03.05.06 １２０よしひめ 黒原1785577 照長土井 長瀬　五一

2 292 藤彦土井 83.2 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

AAACBA 原 雌 03.04.23 こうふく１８ 黒原1772012 丸宮土井 淀　貴至

1 284 藤彦土井 83.0 丸春土井 美方郡香美町香住区丹生地

      雌 03.05.01 はるぼたん 黒2683811 芳悠土井 淀　貴至

1 249 山伸土井 81.2 丸池土井 宍粟市一宮町東河内

      雌 03.06.05 てるみや５６の１ 黒2691097 芳悠土井 小池　一博

2 275 芳悠土井 80.2 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

BBBABA 原 去 03.05.10 まるひめ 黒2634543 菊波土井 岸本　章弘

7 254 藤彦土井 80.8 丸宮土井 豊岡市目坂

BBBCCB 去 03.05.31 かのよ 黒2472126 菊照土井 谷口　正徳

3 234 忠味土井 81.5 芳悠土井 豊岡市日高町知見

BABAAA 原 去 03.06.20 やまいち 黒原1743096 丸宮土井 山崎　豊志

12 240 茂郷波 81.5 福広土井 豊岡市中郷

BBBCBA 原 去 03.06.14 きいちご 黒原1409406 鶴山土井 新田　拡樹

13 272 藤彦土井 79.7 鶴山土井 養父市建屋

ABBCBB 去 03.05.13 さちつる 黒2226830 安幸土井 大封　健太

5 283 丸池土井 82.0 芳悠土井 養父市養父市場

      去 03.05.02 たじまひめ 黒2519029 丸宮土井 吉村　英美

3 289 丸若土井 80.7 芳山土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 03.04.26 あかし 黒2554612 千代藤土井 高橋　潤也

127
15025-1745-4

128
16450-0095-0

132
16450-0124-7

133
16348-7021-2

134
16226-1205-3

129
16450-0584-9

130
16329-9879-6

131
16450-0122-3

138
16450-0997-7

139
16450-1190-1

140
13771-9809-3

135
13771-9671-6

136
13771-9249-7

137
16450-0973-1



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 287 丸若土井 81.1 照忠土井 養父市大屋町若杉

CAABAA 去 03.04.28 そのくら１ 黒原1743125 谷福土井 高橋　潤也

5 241 芳悠土井 80.0 丸宮土井 朝来市和田山町土田

BBBBBA 原 去 03.06.13 はなこ５の５ 黒2531411 福広土井 川見　和秀

4 254 照和土井 80.6 丸富土井 朝来市岩津

BACCBA 原 去 03.05.31 ひでよし７ 黒2575032 照長土井 西垣　篤志

3 247 丸若土井 80.0 照忠土井 朝来市和田山町中

      去 03.06.07 たかこ２の１ 黒2584538 芳悠土井 宮田　靖仁

2 298 藤彦土井 80.7 丸池土井 朝来市和田山町野村

AABCBA 原 雌 03.04.17 いけきくみ１８ 黒2642346 照明土井 宮田　貴身仁

15 265 芳山土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町宮本

AAABAA 原 雌 03.05.20 みつざき２ 黒2174566 鶴山土井 寺尾　和敏

4 268 丸若土井 81.3 芳山土井 養父市森

AAABAA 原 雌 03.05.17 ふくむすめ 黒原1709839 菊俊土井 田村　正宏

8 267 丸春土井 81.7 照也土井 豊岡市宮井

BACBAA 原 雌 03.05.18 たにたかなり 黒原1507992 福広土井 綿田　正人

5 284 丸若土井 81.5 芳悠土井 豊岡市出石町暮坂

BAAAAA 原 雌 03.05.01 ちりひさ 黒原1682739 高 鶴山土井 旗谷　仁志

4 237 芳悠土井 81.1 丸富土井 姫路市夢前町新庄

BBBBBA 原 去 03.06.17 めぐみ３の３ 黒2502833 福芳土井 西影　昌久

6 265 丸春土井 81.7 丸宮土井 佐用郡佐用町横坂

BBBBBA 原 去 03.05.20 たけ 黒2461442 福広土井 横坂共栄農場

2 318 宮菊城 80.1 丸宮土井 三田市西野上

BAABAB 去 03.03.28 とくとし２８ 黒2565053 菊俊土井 (有)日向牧場

1 275 丸明波 80.8 照和土井 三田市長坂

      去 03.05.10 むつき 黒2687636 丸宮土井 吉本　大佑

4 281 丸若土井 80.5 照忠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 03.05.04 つるふくてる 黒2524108 福芳土井 妻鹿　亮輔

144
16450-1496-4

145
13771-9369-2

146
14092-8197-7

141
13771-9817-8

142
13771-9562-7

143
15655-6573-7

150
16061-6935-1

151
16507-3106-1

152
13405-0224-7

147
16450-1029-4

148
14092-8477-0

149
13771-9315-9

153
15655-5457-1

154
16426-0280-5



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 274 藤彦土井 80.6 芳悠土井 三田市沢谷

AAACBA 原 去 03.05.11 みずほ２ 黒2629955 丸宮土井 妻鹿　亮輔

4 276 丸春土井 80.7 芳悠土井 三田市沢谷

      去 03.05.09 ひめひさ 黒2524098 菊俊土井 妻鹿　亮輔

14 262 照和土井 80.4 菊俊土井 加西市常吉町

BACCBB 去 03.05.23 としみ 黒2219702 菊道土井 県立農業大学校

14 270 丸若土井 80.0 福俊土井 小野市長尾町

AAACBA 原 去 03.05.15 みやよしたけ２３ 黒2226843 照菊波 岡田　秀子

4 250 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

ABABBA 原 去 03.06.04 たかゆり 黒2565030 福芳土井 ひょうたん農場㈱

10 232 丸若土井 82.0 福広土井 丹波市春日町松森

CBABAB 去 03.06.22 ふくひろ 黒原1409630 第２安鶴土井 秋末　勝

6 266 藤彦土井 81.5 芳悠土井 丹波市市島町乙河内

AAACCA 原 去 03.05.19 きくひさ 黒原1653955 菊俊土井 荻野　翔太

4 232 照和土井 82.4 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AABBBA 原 去 03.06.22 みやこ 黒原1709788 福芳土井 足立　尚之

3 275 丸池土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

CACAAA 原 去 03.05.10 しげみ 黒原1726408 谷福土井 上田　真吾

4 275 照和土井 80.1 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

ABCBBA 原 雌 03.05.10 みやよし 黒2496971 北宮波 上田　真吾

3 276 丸池土井 81.0 宮菊城 丹波市青垣町東芦田

BABBAA 原 雌 03.05.09 みなこ３ 黒原1740399 照長土井 前田　貴雄

1 266 丸若土井 83.6 照和土井 丹波市市島町下竹田

BABAAA 原 雌 03.05.19 てるかずにし 黒原1804461 菊西土井 ㈱丹波農商

6 268 丸池土井 80.0 芳山土井 丹波篠山市今田町市原

BACBAA 原 去 03.05.17 ひさよ 黒2497035 菊俊土井 古家後　康夫

1 265 丸若土井 80.2 宮菊城 丹波篠山市今田町市原

AAAAAA 原 去 03.05.20 ゆうこ 黒2695079 菊西土井 古家後　康夫

156
16426-0285-0

157
15745-3860-9

158
15609-1319-9

155
16426-0286-7

162
15097-5104-2

163
15097-4987-2

164
14098-4302-1

159
15097-5037-3

160
15097-5062-5

161
16370-4874-8

168
13973-6987-9

165
15097-4985-8

166
15097-4953-7

167
13973-6986-2



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 259 照和土井 79.8 宮菊城 丹波篠山市今田町市原

AAABAA 原 去 03.05.26 ゆきな 黒2695080 丸宮土井 古家後　康夫

15 277 芳悠土井 84.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBABAA 原 去 03.05.08 あきかつ 黒原1368864 高改 菊照土井 中井　豊枝

5 273 照和土井 82.2 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AABBAA 原 去 03.05.12 ますひさ 黒原1679904 高育 福広土井 中井　のり子

4 266 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 03.05.19 てるたか２ 黒原1709628 福広土井 寺谷　進

10 243 忠味土井 81.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAABBB 去 03.06.11 おふく１の２ 黒原1501769 高 菊俊土井 井上　哲也

4 278 茂栄波 82.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CCCCCC 去 03.05.07 ときふく６ 黒原1679868 照長土井 森脇　雄一

5 268 山伸土井 82.3 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AABAAA 原 去 03.05.17 しず 黒原1679870 芳悠土井 森脇　雄一

4 264 悠森土井 82.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 03.05.21 よしの９ 黒原1709583 照長土井 森脇　雄一

3 249 悠森土井 81.0 丸明波 美方郡香美町村岡区和池

      原 雌 03.06.05 さち 黒原1740203 福芳土井 西崎　武志

11 262 山伸土井 80.0 照也土井 美方郡香美町村岡区味取

BACAAB 原 雌 03.05.23 よしはな５の１ 黒原1482184 福広土井 西山　勝

5 276 山長土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 03.05.09 ９６まさよし３ 黒原1653817 福芳土井 長瀬　五一

6 253 照和土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

ABCBCB 原 雌 03.06.01 みつふくと３ 黒原1624654 高 第２照久土井 中村　まゆみ

1 272 照和土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

      雌 03.05.13 ふくとみてる 黒原1804312 丸富土井 村尾　賢一

1 244 宮菊城 80.1 丸池土井 宍粟市一宮町東河内

AAABAA 原 去 03.06.10 きくいけ 黒2691096 菊俊土井 小池　一博

169
13973-6988-6

170
16450-0603-7

174
16450-0332-6

175
16450-0344-9

176
16450-0339-5

171
16450-0605-1

172
16450-0514-6

173
15025-1833-8

180
16329-9915-1

181
15025-1747-8

182
16348-7022-9

177
13771-8709-7

178
16450-0069-1

179
16329-9880-2



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 275 丸池土井 82.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

BABBAA 原 去 03.05.10 ちひろ１１ 黒2519142 菊原波 岸本　章弘

2 266 山長土井 81.1 千代藤土井 宍粟市波賀町道谷

      去 03.05.19 あゆみ 黒2634537 丸宮土井 岸本　章弘

5 244 宮菊城 81.5 照一土井 豊岡市但東町河本

BAABAB 去 03.06.10 てるきよ 黒原1640961 鶴丸土井 森井　正彦

2 244 藤彦土井 82.2 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AAACCA 原 去 03.06.10 まるすぎ２ 黒原1743107 芳悠土井 森井　正彦

2 241 奥虎 81.3 丸宮土井 朝来市和田山町安井

BBCABB 去 03.06.13 としこ４ 黒原1776485 菊俊土井 県北部農業技術センタ

9 238 奥虎 80.2 宮菊城 朝来市和田山町安井

BACAAB 去 03.06.16 しろほたる 黒2391499 菊川土井 県北部農業技術センタ

2 235 西杉土井 81.4 千代藤土井 朝来市和田山町安井

CACBAB 去 03.06.19 あきえ 黒原1718123 菊郷土井 県北部農業技術センタ

13 237 丸若土井 81.1 福芳土井 養父市大屋町宮垣

AAACAA 原 去 03.06.17 よしてる 黒2294609 照長土井 岩花　希

10 262 丸若土井 79.5 福広土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 去 03.05.23 やすひさ１０の１ 黒2393917 第２照久土井 上垣　耕作

8 251 丸池土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BABCAA 原 去 03.06.03 のりと 黒原1528549 幸豊土井 高橋　大樹

2 244 忠味土井 81.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 03.06.10 みみずく 黒2615453 芳悠土井 高橋　潤也

12 271 丸若土井 81.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 雌 03.05.14 てるきち 黒原1409484 照長土井 高橋　大樹

4 272 忠味土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町宮本

BABBAA 原 雌 03.05.13 みゆき６ 黒原1682765 照長土井 寺尾　稔

4 264 宮菊城 80.5 丸富土井 右肋大輪 豊岡市但東町小谷

      雌 03.05.21 ぷれじぃる１００ 黒2574983 光照土井 その他 全農兵庫　但東畜産Ｃ

186
16450-1432-2

187
08726-6481-2

188
08726-6489-8

183
16226-1206-0

184
16226-1207-7

185
16450-1433-9

192
16450-1567-1

193
16450-1568-8

194
13771-9823-9

189
08726-6490-4

190
16450-1392-9

191
13771-9186-5

195
14092-8195-3

196
08715-4724-6



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

12 278 丸池土井 81.7 照明土井 豊岡市出石町暮坂

CACAAB 雌 03.05.07 わかめの３ 黒原1331068 第２安鶴土井 旗谷　仁志

2 255 丸若土井 80.7 茂和美波 朝来市岩津

CAABAA 原 雌 03.05.30 うえだ２５７ 黒2598899 改 幸豊土井 西垣　篤志

6 262 芳悠土井 82.3 丸富土井 佐用郡佐用町平谷

BBCBBA 原 去 03.05.23 おかとよまる 黒2411874 光照土井 安岡　林

1 242 藤彦土井 80.7 芳山土井 兵庫県赤穂市鷏和

AAACCA 原 去 03.06.12 さくら３ 黒2681274 宮弘波 後藤　那由太

2 253 丸春土井 80.5 菊西土井 宍粟市山崎町葛根

CBCBBA 原 去 03.06.01 きくさち 黒2645412 幸豊土井 吉岡　慎治

3 293 丸池土井 80.0 芳山土井 三田市西野上

BABCAA 原 去 03.04.22 さき 黒2565051 福芳土井 (有)日向牧場

4 272 芳悠土井 80.5 丸宮土井 神戸市北区淡河町神田

BBBABA 原 去 03.05.13 みやよし 黒2547210 福芳土井 奥下　均

2 268 丸池土井 81.0 芳山土井 三田市長坂

CABBAA 原 去 03.05.17 あやか 黒2619966 菊俊土井 吉本　大佑

5 276 芳悠土井 80.1 丸宮土井 三田市沢谷

BBABBA 原 去 03.05.09 ふくえ５ 黒2517159 照菊波 妻鹿　亮輔

2 271 丸池土井 80.2 照忠土井 三田市沢谷

CACAAA 原 去 03.05.14 ゆきな２ 黒2629965 芳悠土井 妻鹿　亮輔

3 284 忠味土井 81.3 芳悠土井 三田市沢谷

BABBAA 原 雌 03.05.01 たつよし 黒2598952 丸富土井 妻鹿　亮輔

4 275 照忠土井 81.2 丸宮土井 小野市昭和町

BAAAAA 原 去 03.05.10 ゆみきたまる２ 黒2549560 北宮波 藤本　佳大

10 288 藤彦土井 80.1 菊西土井 小野市河合西町

AAACCA 原 去 03.04.27 たかよし２の１ 黒2407212 菊俊土井 堀井　光仁

8 271 藤彦土井 80.6 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AAACBA 原 去 03.05.14 てるこ 黒原1579056 福芳土井 上田　真吾

198
15655-6572-0

199
16507-3109-2

200
16395-3048-7

197
13771-9314-2

204
14715-0002-0

205
16426-0284-3

206
16426-0288-1

201
16395-3029-6

202
13405-0226-1

203
15361-2140-5

210
15097-5066-3

207
16426-0276-8

208
15763-1281-8

209
15851-1235-5



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 269 丸池土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町下小倉

CACBAA 去 03.05.16 しげ 黒原1380280 越照波 上田　真吾

6 269 丸池土井 80.0 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

CACAAA 原 去 03.05.16 てるよし３ 黒2480588 福芳土井 上田　真吾

10 273 丸若土井 81.2 福広土井 丹波市市島町白毫寺

CBBBBA 去 03.05.12 ひろまさ 黒2347297 菊俊土井 荻野　諭

12 260 忠味土井 82.2 福俊土井 丹波市氷上町横田

BABAAB 去 03.05.25 こはま 黒原1336559 改 照長土井 足立　和人

4 280 丸若土井 81.1 千代藤土井 丹波市市島町中竹田

BAAAAA 原 雌 03.05.05 あさみ 黒原1709790 福俊土井 ひょうたん農場㈱

9 281 藤彦土井 80.8 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

AAACBA 原 雌 03.05.04 たかよしまる 黒原1559160 高 福芳土井 前田　貴雄

2 267 丸春土井 81.2 宮菊城 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 雌 03.05.18 ひずみひめ 黒2619942 光安土井 清水　健司

11 239 照和土井 81.2 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

AAABBA 原 去 03.06.15 ひばり 黒2380524 鶴丸土井 清水　健司

9 277 丸若土井 80.3 菊俊土井 丹波篠山市乾新町

BAABAA 原 去 03.05.08 きみどり 黒2380526 谷福土井 小西　弘

5 256 芳悠土井 80.0 芳山土井 丹波篠山市小多田

BABBAA 原 去 03.05.29 ひめかやま 黒2510275 照俊土井 松本　登喜雄

8 265 丸若土井 84.0 宮奥城 美方郡香美町香住区丹生地

CABBAA 原 去 03.05.20 おくふく 黒原1559183 改 照長土井 淀　貴至

2 267 忠味土井 80.7 芳悠土井 美方郡香美町香住区三谷

      去 03.05.18 とみひさ 黒2638145 丸富土井 清水　容和

2 265 忠味土井 81.2 芳山土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAABAA 原 去 03.05.20 かつみ７ 黒原1772009 照美土井 吉岡　芳彦

2 272 山伸土井 81.3 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

      去 03.05.13 てるみや 黒原1772010 芳悠土井 今井　正人

211
15097-5063-2

212
15097-5065-6

216
15097-4984-1

217
13973-6951-0

218
13973-6974-9

213
15097-4998-8

214
15097-5053-3

215
16370-4814-4

222
16450-0453-8

223
16450-0497-2

224
16450-0170-4

219
13973-6930-5

220
13973-6933-6

221
15025-1823-9



雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 295 丸明波 81.6 照和土井 美方郡香美町小代区貫田

CACCBA 原 去 03.04.20 としふく１ 黒原1804294 菊俊土井 小林　一樹

10 282 照和土井 81.6 鶴丸土井 美方郡香美町小代区神水

BACCBB 去 03.05.03 おじろ２０ 黒原1444312 高 谷福土井 藤原　吉子

4 280 山伸土井 81.4 照忠土井 美方郡新温泉町井土

AABAAA 原 去 03.05.05 みやかつ 黒原1709613 福芳土井 岸　洋志

6 273 照和土井 80.4 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AABCBA 原 雌 03.05.12 はるひさ 黒2480538 照菊波 中井　のり子

1 269 丸明波 82.6 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

CABBAA 原 雌 03.05.16 ふくちゃん 黒原1804316 芳悠土井 中井　崇泰

1 259 山長土井 81.0 忠味土井 美方郡新温泉町切畑

      原 雌 03.05.26 さかえただ 黒原1804301 福芳土井 倉田　拓磨

2 276 忠味土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BABAAA 原 雌 03.05.09 にしき 黒原1772006 福広土井 谷渕　侑生

12 308 芳悠土井 81.0 福広土井 美方郡香美町村岡区境

BBBCBA 原 雌 03.04.07 よしふくきく２ 黒2309192 高 菊俊土井 田中　あつみ

5 256 宮菊城 81.2 芳悠土井 宍粟市一宮町上岸田

BAABAA 原 去 03.05.29 てるみや 黒2531369 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

3 266 芳悠土井 80.2 千代藤土井 宍粟市波賀町道谷

      去 03.05.19 ちよ 黒2592284 丸宮土井 岸本　章弘

1 279 藤彦土井 80.4 菊優土井 宍粟市波賀町道谷

      去 03.05.06 ゆみこ１ 黒2691099 丸宮土井 岸本　壮弘

4 238 丸若土井 80.8 千代藤土井 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 03.06.16 きよふじ 黒2554641 改 福俊土井 宮田　靖仁

3 248 忠味土井 80.8 丸宮土井 朝来市和田山町野村

BAAAAA 原 去 03.06.06 かねみや１７ 黒2615460 芳悠土井 宮田　貴身仁

5 260 丸若土井 80.4 丸市土井 朝来市山東町大内

CAAAAA 去 03.05.25 いちれい 黒2514964 広正土井 田中　甫

228
16450-0606-8

229
16450-0607-5

230
16450-0465-1

225
16450-0522-1

226
16450-0542-9

227
15025-1759-1

234
16226-1208-4

235
16226-1204-6

236
16450-1499-5
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13771-9378-4
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雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 257 照和土井 81.7 丸福土井 豊岡市駄坂

CBCABB 去 03.05.28 かりゆし２ 黒原1507993 改 菊安土井 谷口　佳広

2 272 照立土井 81.0 丸池土井 豊岡市九日市中町

BBABAA 原 去 03.05.13 とらか 黒原1774574 照一土井 谷山　道洋

7 248 藤彦土井 80.7 丸富土井 豊岡市出石町上野

AABCCA 原 去 03.06.06 はるか 黒原1627769 照長土井 山本　憲一

3 278 藤彦土井 82.5 丸若土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 去 03.05.07 よしなみ 黒原1743117 改 福芳土井 高橋　副武

3 285 丸若土井 80.4 照忠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 03.04.30 はるさと 黒2598876 福芳土井 高橋　潤也

1 282 忠味土井 79.3 丸池土井 養父市大屋町宮本

      去 03.05.03 ひちふく２ 黒2687552 照忠土井 寺尾　智也

1 268 丸池土井 80.8 芳山土井 豊岡市但東町河本

BABBAA 原 雌 03.05.17 ぼたん１の３ 黒2687538 照忠土井 森井　正伸

14 272 照和土井 79.8 菊宮土井 豊岡市但東町河本

CBCBBB 雌 03.05.13 よしたに 黒2294599 谷福土井 森井　正彦

3 284 芳山土井 81.0 照忠土井 豊岡市但東町河本

AAACAA 原 雌 03.05.01 みやてる 黒原1725508 福芳土井 森井　正彦

1 308 丸若土井 83.4 芳悠土井 養父市森

      雌 03.04.07 なつはる 黒原1806618 千代藤土井 田村　正宏

4 237 山伸土井 82.0 茂広波 宍粟市山崎町葛根

AACBCA 原 去 03.06.17 まちひろ 黒2549556 丸富土井 杉田　真人

12 283 丸池土井 80.3 光照土井 佐用郡佐用町仁方

CACBAA 原 去 03.05.02 ひめもと 黒2269290 安幸土井 孝橋　求

11 285 藤彦土井 81.0 福芳土井 たつの市御津町中島

ABACCB 原 雌 03.04.30 なかゆき８ 黒2347341 照長土井 吉田　和子

2 277 丸池土井 80.2 照忠土井 丹波市市島町下竹田

CACAAA 原 去 03.05.08 ひさかず 黒2653128 菊俊土井 ㈱丹波農商
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雌： 101 雄： 去： 159 合計 260
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4年2月9日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

4 289 照和土井 83.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AACBBA 原 去 03.04.26 ひめふく 黒原1709619 丸富土井 寺谷　進

2 264 照和土井 81.7 富亀土井 美方郡新温泉町丹土

BACBAA 原 去 03.05.21 まさみ 黒原1772021 芳悠土井 村田　瑞樹

4 255 照忠土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町丹土

BAAAAA 原 去 03.05.30 とみやま 黒原1709653 丸富土井 村田　瑞樹

6 264 山伸土井 82.1 菊西土井 美方郡香美町村岡区熊波

AACAAA 原 去 03.05.21 ゆきやひめ 黒原1653806 第２安鶴土井 井上　哲也

13 256 照和土井 82.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABBBBB 去 03.05.29 ふくつる３ 黒原1444306 高 照長土井 井上　哲也

5 269 悠森土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 03.05.16 さかえ２ 黒原1679869 高育 菊俊土井 森脇　雄一

13 285 山長土井 80.6 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 03.04.30 ２５おおふく５ 黒原1423387 照長土井 長瀬　五一

5 290 芳悠土井 79.7 丸富土井 朝来市和田山町土田

BBCBBA 原 去 03.04.25 さかえまる 黒2496993 芳山土井 川見　和秀
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