
雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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

3 281 丸若土井 80.8 芳悠土井 小野市長尾町

BAAAAA 原 去 03.07.06 おかみつ２の１１ 黒2602859 丸宮土井 岡田　輝泰

11 284 藤彦土井 79.7 北前宮 加西市常吉町

ACBCCA 原 雌 03.07.03 みやさくら 黒2360091 照城波 県立農業大学校

5 276 茂和美波 80.0 丸市土井 加古川市西神吉町西村

CACAAB 雌 03.07.11 さかいち 黒2514963 北美波 坂口　則隆

2 279 照立土井 81.8 丸春土井 加古川市西神吉町西村

      去 03.07.08 おふく２の３１ 黒2653193 芳悠土井 坂口　則隆

8 251 丸池土井 79.8 丸宮土井 丹波市山南町北和田

CACAAA 去 03.08.05 ひめまる 黒2413837 菊俊土井 田中　憲蔵

1 274 丸若土井 81.5 芳悠土井 丹波市氷上町大谷

      去 03.07.13 ゆきこ 黒原1814842 照忠土井 十倉　明雄

5 281 忠味土井 81.3 丸宮土井 異性複数産子 丹波市市島町中竹田

CAAAAA 原 去 03.07.06 みやきそひめ 黒原1718129 照一土井 ひょうたん農場㈱

10 268 丸池土井 81.8 第１菊武土井 丹波市青垣町田井縄

CBCAAB 雌 03.07.19 やすよ 黒2252636 第２安鶴土井 足立　美佐子

1 269 照和土井 81.0 丸池土井 丹波市市島町与戸

BACBAA 原 雌 03.07.18 てるこなみ 黒原1814847 芳山土井 森本　康典

8 290 丸若土井 81.0 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BAABAA 原 雌 03.06.27 はるこ３ 黒2432158 照長土井 上田　真吾

7 259 藤彦土井 80.7 福芳土井 丹波篠山市乾新町

AAACCA 原 雌 03.07.28 あさがお 黒2463035 菊俊土井 小西　弘

7 285 丸若土井 80.8 芳悠土井 丹波篠山市小多田

AAAAAA 原 去 03.07.02 ひろこ７ 黒2448992 照長土井 松本　登喜雄

4 291 丸若土井 80.1 芳悠土井 美方郡香美町香住区九斗

BAAAAA 原 去 03.06.26 なかつる２ 黒2554415 丸福土井 合同会社　谷口畜産

9 263 忠味土井 80.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 去 03.07.24 ひさひめ 黒原1559123 高 鶴丸土井 森脇　雄一

育種価資格

1
15609-1325-0

2
15745-3863-0

令和4年4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6
15097-5143-1

7
15097-5040-3

8
15097-5130-1

3
16604-0560-0

4
15636-8700-4

5
15097-5119-6

12
13973-6962-6

13
16450-0181-0

14
15025-1805-5

9
15097-5136-3

10
15097-5147-9

11
13973-7002-8



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

13 259 丸明波 82.0 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACCBA 原 去 03.07.28 ふくこ１１ 黒原1368957 高 菊照土井 森脇　雄一

9 294 忠味土井 79.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区味取

BABBAA 原 去 03.06.23 ひでなが１ 黒2363013 照長土井 西山　勝

15 261 山長土井 81.4 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

      去 03.07.26 きよひめよし１ 黒原1331221 菊照土井 今井　正人

10 272 照忠土井 80.6 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAABAB 去 03.07.15 みやよし 黒原1524476 福広土井 尾崎　栄太郎

13 253 芳悠土井 80.0 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

ABACBA 原 去 03.08.03 てるとし 黒原1404952 福芳土井 田中　祥子

5 284 忠味土井 80.7 丸富土井 美方郡新温泉町古市

CACBAA 原 去 03.07.03 さゆり 黒2480543 照長土井 石原　寿

2 263 忠味土井 80.3 丸明波 美方郡新温泉町飯野

      雌 03.07.24 つばめ 黒2638167 照忠土井 中井　のり子

8 262 照和土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 雌 03.07.25 ゆきひめ８ 黒原1624572 菊俊土井 中井　勝

13 269 照忠土井 82.0 鶴山土井 美方郡新温泉町高山

CABAAC 雌 03.07.18 つるみ 黒2252566 改 菊安土井 西村　英明

16 269 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAB 原 雌 03.07.18 ふくまる 黒原1271174 高 鶴丸土井 中井　丈文

6 248 茂貴波 80.2 照一土井 左肋大輪 美方郡香美町村岡区長瀬

      雌 03.08.08 ふあてるくに 黒原1605625 芳悠土井 その他 谷渕　侑生

13 240 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町香住区丹生地

BCCCCA 原 雌 03.08.16 きくひさ 黒原1404824 高 照長土井 今西　修輔

8 276 照和土井 80.2 北宮波 宍粟市千種町黒土

AACCBA 原 雌 03.07.11 みちひめ 黒2396541 照長土井 鳥居　せつ雄

1 278 宮菊城 79.7 照忠土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAB 原 雌 03.07.09 みなてる 黒2681202 丸宮土井 大封アグリ　一宮牧場

18
15025-1865-9

19
16450-0587-0

20
15025-1860-4

15
15025-1811-6

16
16450-0078-3

17
16450-0174-2

24
15025-1792-8

25
16450-0299-2

26
15025-1984-7

21
16450-0624-2

22
16450-0625-9

23
15025-1961-8

27
15655-5421-2

28
16226-1169-8



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 268 藤彦土井 79.2 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

ABACCA 原 雌 03.07.19 つるの 黒2681203 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

3 249 丸池土井 81.4 照忠土井 養父市森

CACBAA 原 去 03.08.07 めぐただ 黒原1756055 第１満金波 田村　正宏

2 264 丸池土井 81.7 千代藤土井 養父市大屋町宮垣

CACAAA 原 去 03.07.23 るみな 黒原1774595 丸宮土井 岩花　希

3 264 丸若土井 80.6 照忠土井 養父市大屋町大屋市場

AAAAAA 原 去 03.07.23 たつひめ５ 黒2598888 芳悠土井 岩花　進

3 255 丸若土井 81.0 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAABAA 原 去 03.08.01 てるふく１７ 黒2598883 菊俊土井 岩花　進

5 237 喜綿 81.4 丸宮土井 朝来市和田山町中

BBBBBA 原 去 03.08.19 ふく４の５ 黒原1682774 照明土井 宮田　靖仁

1 244 虎靖 81.0 照立土井 朝来市和田山町中

      原 去 03.08.12 かみてる 黒原1819522 芳山土井 宮田　靖仁

1 267 富亀土井 81.2 丸春土井 朝来市和田山町安井

CBCBBA 去 03.07.20 はるまる 黒原1812393 菊晴土井 県北部農業技術センタ

2 268 照和土井 79.7 照忠土井 朝来市和田山町安井

BABBAA 原 去 03.07.19 ただみやつる 黒2645377 鶴神土井 県北部農業技術センタ

8 282 丸池土井 80.7 芳山土井 豊岡市城崎町飯谷

CACBAA 原 去 03.07.05 のぶよし 黒原1561858 菊伸土井 北村　幸弘

9 282 芳山土井 80.6 丸富土井 豊岡市辻

AAACBB 去 03.07.05 さと 黒原1528511 改 照長土井 猪師　英三良

3 262 照和土井 77.6 丸福土井 豊岡市日高町知見

CACBBA 去 03.07.25 てるふくふく 黒2598844 福芳土井 山崎　豊志

5 270 丸若土井 83.1 菊西土井 養父市大屋町若杉

BABAAA 原 雌 03.07.17 うりまる 黒原1682761 福芳土井 高橋　大樹

4 267 忠味土井 81.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BABBAA 原 雌 03.07.20 ほそむ３ 黒原1682759 福広土井 高橋　副武

30
16450-1034-8

31
16450-1405-6

32
16450-1406-3

29
16226-1170-4

36
08726-6512-3

37
08726-6510-9

38
15025-2691-3

33
16450-1411-7

34
16450-1512-1

35
16450-1510-7

42
16450-1575-6

39
15025-2810-8

40
15025-2759-0

41
16450-1577-0



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 296 丸若土井 80.0 忠味土井 養父市大屋町宮本

BAABAA 原 雌 03.06.21 みゆきひめただ 黒2704029 丸福土井 寺尾　智也

9 270 丸池土井 81.1 芳山土井 豊岡市但東町河本

BABCAA 原 雌 03.07.17 としやま 黒2416012 菊俊土井 森井　正彦

12 269 丸春土井 81.5 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCCCCB 雌 03.07.18 さおり５ 黒原1409424 谷福土井 森井　正彦

6 275 忠味土井 81.0 丸宮土井 朝来市神子畑

AAABAA 原 雌 03.07.12 きくみ０７１４ 黒原1667079 改 福芳土井 仙賀　隆文

4 295 丸池土井 81.0 芳悠土井 朝来市和田山町土田

      雌 03.06.22 かやひさ 黒2575041 丸宮土井 川見　和秀

3 280 芳悠土井 80.4 丸宮土井 姫路市夢前町新庄

      去 03.07.07 ちよこ 黒2602888 千代藤土井 西影　昌久

2 257 丸池土井 80.3 芳山土井 赤穂市木津

CACBAA 原 去 03.07.30 やすこ２ 黒2592295 丸富土井 溝田　泰司

4 249 丸池土井 80.8 丸富土井 宍粟市山崎町葛根

CACBAA 去 03.08.07 あゆみ１０９２１ 黒2543034 福芳土井 横野　里美

3 262 丸池土井 82.1 照忠土井 佐用郡佐用町平谷

CACAAA 原 雌 03.07.25 みつふく 黒2602862 芳悠土井 安岡　美津子

1 281 宮菊城 82.1 芳悠土井 佐用郡佐用町佐用

AAABAA 原 雌 03.07.06 きよこ６の６ 黒2691117 丸宮土井 兵庫県立佐用高等学校

2 266 千代藤土井 80.8 芳悠土井 多可郡多可町八千代区中野間

      去 03.07.21 なな 黒2662699 丸宮土井 有田　覚

8 295 忠味土井 80.8 鶴神土井 三田市ゆりのき台

CABBAA 去 03.06.22 つるこ 黒2439205 福広土井 岡本　光史

1 271 丸春土井 81.2 照忠土井 三田市下内神

BAABAA 原 去 03.07.16 ふくひめ 黒2698444 芳山土井 円丁　一良

1 300 藤彦土井 80.1 照和土井 三田市沢谷

AABCBA 原 去 03.06.17 みやかず 黒2698438 丸福土井 妻鹿　亮輔

43
15025-2705-7

44
16450-1442-1

48
16061-6938-2

49
14117-3190-3

50
14117-3183-5

45
16450-1443-8

46
13771-9222-0

47
13771-9563-4

54
16198-3982-1

55
14607-0181-0

56
16426-0296-6

51
16507-3136-8

52
16507-3138-2

53
16191-4042-2



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 298 忠味土井 79.2 菊毬土井 三田市沢谷

CAABAA 去 03.06.19 きくみまり 黒2517158 照長土井 妻鹿　亮輔

3 291 丸池土井 81.1 芳悠土井 三田市沢谷

CABBAA 原 去 03.06.26 おうまち 黒2598953 菊俊土井 妻鹿　亮輔

1 286 芳悠土井 80.8 富亀土井 三田市沢谷

BBCBBA 原 去 03.07.01 みつひめ 黒2698442 照長土井 妻鹿　亮輔

5 277 照忠土井 80.3 丸宮土井 ET産子 小野市広渡町

CAAAAB 去 03.07.10 おかだ２ 黒2485544 福芳土井 前田　勇雄

7 261 丸若土井 81.0 照一土井 小野市長尾町

BAAAAA 原 去 03.07.26 おかみつ２ 黒2432152 福芳土井 岡田　勇治

6 249 照和土井 80.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

AABBAA 原 去 03.08.07 きくよし 黒原1559155 菊俊土井 田中　憲蔵

1 277 照和土井 81.3 丸宮土井 丹波市春日町野上野

      去 03.07.10 みやてる 黒原1814853 芳山土井 杉本　政雄

1 275 丸春土井 79.6 芳山土井 丹波市氷上町大谷

BAACAA 原 去 03.07.12 やまふじ 黒2683913 菊俊土井 十倉　明雄

2 282 丸若土井 81.2 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

BAABAA 原 去 03.07.05 よしはな 黒原1772055 菊俊土井 上田　真吾

11 234 丸若土井 80.4 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

BBABBB 原 雌 03.08.22 きくはる 黒原1488929 鶴味土井 足立　尚之

4 281 忠味土井 81.3 丸宮土井 異性複数産子 丹波市市島町中竹田

      雌 03.07.06 みやきそひめ 黒原1718129 照一土井 その他 ひょうたん農場㈱

1 253 照和土井 80.7 丸宮土井 丹波市春日町棚原

AABBAA 原 雌 03.08.03 やすまる 黒2711608 芳山土井 山本　浩

6 296 照和土井 80.0 芳山土井 丹波篠山市味間奥

ABBBBA 原 雌 03.06.21 とよきくやま 黒2531417 菊西土井 兵庫田中畜産㈱

8 275 丸春土井 80.0 照一土井 丹波篠山市曽地口

CBBBAA 原 去 03.07.12 いくよ 黒2431367 菊俊土井 清水　健司

60
15609-1334-2

61
15611-1349-9

62
15097-5120-2

57
16426-0294-2

58
16426-0297-3

59
16426-0299-7

66
15097-5164-6

67
15097-5041-0

68
15097-5152-3

63
15097-5151-6

64
15097-5144-8

65
15097-5125-7

69
13613-6906-5

70
13973-6976-3



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 266 芳悠土井 81.6 照忠土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA 原 去 03.07.21 てるふく２ 黒原1804325 福芳土井 鎌田　活美

4 251 照和土井 84.4 芳悠土井 美方郡新温泉町春来

BACBBA 原 去 03.08.05 おふく１ 黒原1709612 丸福土井 田中　宏道

5 276 照和土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町井土

AABAAA 原 去 03.07.11 みやじん１ 黒2531329 照一土井 岸　洋志

6 256 芳悠土井 81.0 丸富土井 美方郡新温泉町海上

ABBBBA 原 去 03.07.31 ふく３２ 黒原1653838 福芳土井 尾崎　広貴

12 265 忠味土井 82.1 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

CAABAA 原 去 03.07.22 さゆり 黒原1444358 改 第２安鶴土井 山本　郁夫

8 264 芳悠土井 81.0 照一土井 美方郡香美町小代区神場

BBCCBA 原 去 03.07.23 いちふく 黒原1592089 谷福土井 上治　秀正

3 277 照和土井 80.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AACBAA 原 去 03.07.10 まつよの１２ 黒2594413 改 茂美波 小林　操

12 253 照和土井 80.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAABAA 原 去 03.08.03 おふく１０の１ 黒原1444307 高育 谷福土井 井上　哲也

13 256 富亀土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

CCCBCA 去 03.07.31 ゆきとら６ 黒原1404848 改 谷福土井 西崎　武志

12 264 照和土井 81.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

BCCCCC 雌 03.07.23 おふく３ 黒原1423394 高 谷福土井 田中　一馬

3 299 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

BAAAAA 原 雌 03.06.18 はるみ１ 黒原1740207 照長土井 小林　義富

11 270 照和土井 82.6 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BBBBBB 原 雌 03.07.17 たてふく 黒2363020 第２安鶴土井 藤原　吉子

7 307 忠味土井 78.5 照一土井 美方郡新温泉町塩山

CABBAA 原 雌 03.06.10 ともなみ 黒2433939 福芳土井 山本　智明

4 292 照和土井 84.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

      雌 03.06.25 ふくとみ２ 黒原1709630 丸富土井 村尾　賢一

72
16450-0194-0

73
15025-1832-1

74
16450-0713-3

71
15025-2219-9

78
15025-1839-0

79
13771-8716-5

80
15025-2113-0

75
16450-0242-8

76
16329-9891-8

77
16450-0801-7

84
15025-1751-5

81
13771-9021-9

82
16450-0536-8

83
16450-0207-7



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13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 忠味土井 80.8 茂和美波 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 03.07.07 みつなみ 黒2638168 改 芳山土井 中井　のり子

2 267 藤彦土井 80.6 丸春土井 宍粟市一宮町安積

AABCCA 原 雌 03.07.20 まきはる 黒2645421 福広土井 上畑　光

10 275 丸若土井 80.0 福芳土井 宍粟市一宮町上岸田

AAABAA 原 雌 03.07.12 あつよし 黒2362264 光照土井 大封アグリ　一宮牧場

5 262 芳悠土井 80.6 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BBBABA 原 雌 03.07.25 たにみや 黒2531370 照一土井 大封アグリ　一宮牧場

3 248 宮菊城 81.0 丸富土井 朝来市岩津

BAABAB 去 03.08.08 ぷれじぃる１１７ 黒2584527 福芳土井 西垣　篤志

2 275 照和土井 81.6 丸宮土井 朝来市山東町大内

AABAAA 原 去 03.07.12 みつひめまる１８ 黒原1785679 菊俊土井 田中　甫

8 294 茂和美波 81.0 第１満金波 朝来市和田山町安井

BABBAC 去 03.06.23 かねみふじ 黒2410376 芳藤土井 県北部農業技術センタ

1 298 丸若土井 81.0 宮喜 朝来市和田山町安井

BAAAAA 原 去 03.06.19 みやとみか 黒原1812396 宮菊城 県北部農業技術センタ

1 301 富亀土井 81.1 宮菊城 朝来市和田山町安井

BBCBBA 原 去 03.06.16 きくはやまる 黒原1812395 丸宮土井 県北部農業技術センタ

7 258 丸若土井 83.1 芳悠土井 豊岡市駄坂

BAABAA 原 去 03.07.29 よしたけ４の１ 黒原1627766 高育 丸福土井 谷口　佳広

11 250 忠味土井 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

BBACBB 去 03.08.06 ゆきふく 黒原1369003 第２鶴雪土井 森井　正彦

10 244 照忠土井 80.7 福芳土井 豊岡市引野

BAACAB 去 03.08.12 よしひめ 黒原1489158 幸豊土井 竹村　清志

3 254 藤彦土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AABCBA 原 去 03.08.02 みなぎく２ 黒2554629 菊俊土井 上垣　勇吾

10 272 丸若土井 80.5 福芳土井 養父市大屋町宮本

BAABAA 原 去 03.07.15 みゆき２ 黒原1528541 改 照長土井 寺尾　智也

85
16450-0620-4

86
15655-5424-3

90
15025-2891-7

91
08726-6493-5

92
08726-6491-1

87
16226-1171-1

88
16226-1176-6

89
15655-6582-9

96
16450-1124-6

97
13771-9192-6

98
15025-2709-5

93
08726-6488-1

94
13771-9675-4

95
16450-1447-6



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13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 丸池土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 03.07.07 まちまる 黒原1587517 鶴丸土井 高橋　大樹

1 294 忠味土井 79.5 丸若土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 03.06.23 ゆずまる 黒2687565 菊俊土井 高橋　本明

4 267 丸池土井 81.2 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 03.07.20 まるこめ 黒原1709854 菊俊土井 高橋　副武

8 281 丸若土井 80.5 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

AAACAA 原 雌 03.07.06 みつとし 黒原1561885 福芳土井 岩花　希

7 277 藤彦土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

AAACBA 原 雌 03.07.10 てるふく１ 黒原1627785 高 福芳土井 岩花　希

2 266 丸若土井 81.5 照忠土井 豊岡市但東町高竜寺

      雌 03.07.21 ふうか 黒原1774577 丸宮土井 小牧　伸典

9 281 丸宮土井 80.3 福芳土井 豊岡市竹野町三原

BBAAAA 原 雌 03.07.06 ぼたん６の１ 黒原1542198 菊宮土井 加悦　大三郎

7 259 照立土井 81.0 千代藤土井 豊岡市宮井

AAAAAA 原 雌 03.07.28 まり 黒原1655334 改 丸宮土井 綿田　謙

3 286 丸春土井 81.3 芳山土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

      雌 03.07.01 ぷれじぃる１１８ 黒2584528 菊西土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

3 294 照和土井 81.0 千代藤土井 佐用郡佐用町口金近

AACAAA 原 雌 03.06.23 ふみ 黒2561133 丸宮土井 田辺　裕基

10 249 丸明波 80.4 照長土井 佐用郡佐用町横坂

CBCCBA 去 03.08.07 ひまわり 黒2369438 谷福土井 横坂共栄農場

1 263 丸池土井 81.1 照和土井 姫路市夢前町新庄

BACBAA 原 雌 03.07.24 みちかず 黒2704067 丸宮土井 西影　昌久

3 287 宮菊城 80.7 千代藤土井 宍粟市山崎町与位

BAABAA 原 雌 03.06.30 としちよ 黒2612191 芳山土井 中坪　みどり

11 280 丸池土井 79.8 光照土井 兵庫県赤穂市鷏和

CACABB 雌 03.07.07 よこふね 黒2338243 福芳土井 後藤　那由太

102
16450-1396-7

103
16450-1399-8

104
16450-1332-5

99
16450-1573-2

100
16450-1569-5

101
16450-1579-4

108
16507-3118-4

109
16507-3140-5

110
16457-6940-6

105
15025-2806-1

106
15025-2764-4

107
08715-4737-6

111
16395-3054-8

112
16395-3050-0



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 267 照忠土井 81.8 芳山土井 三田市下内神

BAAAAB 去 03.07.20 きくみ 黒2576179 菊俊土井 円丁　一良

5 259 宮菊城 79.1 芳山土井 三田市上内神

BAABAB 去 03.07.28 よしやす 黒2491622 第１菊武土井 蓬莱　光雄

3 282 丸若土井 80.1 照忠土井 三田市沢谷

AAAAAA 原 去 03.07.05 さわよ２ 黒2576159 福芳土井 妻鹿　亮輔

5 281 忠味土井 80.5 丸宮土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 03.07.06 まるこ 黒2517163 菊俊土井 妻鹿　亮輔

3 280 丸池土井 81.2 照忠土井 三田市沢谷

CABAAA 原 去 03.07.07 みやこ 黒2598959 丸宮土井 妻鹿　亮輔

3 278 丸池土井 80.7 芳悠土井 三田市沢谷

BACBAA 原 去 03.07.09 きくひさ 黒2536099 福芳土井 妻鹿　亮輔

15 256 藤彦土井 80.2 菊俊土井 小野市長尾町

BBBCCA 原 去 03.07.31 みやみつ 黒2171645 高 幸豊土井 岡田　勇治

1 269 藤彦土井 81.1 照忠土井 加古川市西神吉町西村

AAACBA 原 去 03.07.18 みつのり 黒2687644 丸宮土井 坂口　則隆

2 260 芳悠土井 81.6 千代藤土井 加古川市西神吉町西村

BACBAA 原 去 03.07.27 ふくこ４ 黒2653192 菊俊土井 坂口　則隆

6 252 照和土井 80.1 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

ABABBA 原 去 03.08.04 みぞふく 黒2497068 菊俊土井 ひょうたん農場㈱

3 262 丸池土井 81.7 千代藤土井 丹波市青垣町大名草

BACBAA 原 去 03.07.25 よしかね２ 黒原1740401 芳山土井 田中　ふみよ

4 265 丸池土井 81.0 千代藤土井 丹波市氷上町小谷

CACAAA 原 去 03.07.22 くにしげふく４１ 黒原1709787 丸宮土井 細見　忠和

3 289 丸若土井 81.3 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA 原 雌 03.06.28 みゆき５の１の２ 黒原1740391 照忠土井 上田　真吾

1 288 照和土井 80.0 丸宮土井 丹波市山南町北和田

ABBABA 原 雌 03.06.29 まさまる 黒2683912 福俊土井 田中　憲蔵

114
16028-9879-8

115
16470-0302-7

116
16470-0303-4

113
14607-0182-7

120
16604-0561-7

121
16604-0562-4

122
15097-5074-8

117
16470-0305-8

118
16470-0306-5

119
15611-1351-2

126
15097-5081-6

123
15097-5131-8

124
15097-5140-0

125
15097-5148-6



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 239 丸若土井 84.0 福芳土井 丹波市青垣町檜倉

AAABAA 原 雌 03.08.17 みやこひめ 黒原1524536 高 北本土井 足立　尚之

5 305 忠味土井 80.0 芳山土井 丹波篠山市今田町市原

AAACAA 原 雌 03.06.12 よしはな 黒2519135 菊俊土井 古家後　康夫

12 274 照立土井 82.3 照豊土井 異性複数産子 丹波篠山市郡家

BCACBA 去 03.07.13 おじろ１ 黒2309177 福芳土井 松浦　俊明

5 255 丸若土井 81.4 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

AAACAA 原 去 03.08.01 みやひさ 黒2480530 菊俊土井 今西　修輔

10 267 忠味土井 80.8 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

CCBBCA 去 03.07.20 みつえ３ 黒原1524398 高 越照波 森脇　薫明

9 262 忠味土井 79.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABBA 原 去 03.07.25 みつふく７ 黒2391458 照長土井 森脇　薫明

10 261 悠森土井 81.5 菊西土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 03.07.26 ななひめ５の３２ 黒原1482259 福芳土井 森脇　薫明

14 260 山長土井 81.3 福芳土井 美方郡香美町小代区秋岡

      去 03.07.27 ふくみや 黒原1331220 高 鶴丸土井 今井　正人

8 247 悠哲土井 80.4 照一土井 美方郡新温泉町海上

      去 03.08.09 みつふくてる 黒原1592122 福芳土井 植田　秀作

10 287 忠味土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

BBBBBA 原 去 03.06.30 えいこ１の１ 黒2391472 福芳土井 竹下　与輔

9 272 芳悠土井 80.1 丸福土井 美方郡新温泉町古市

CCCABA 去 03.07.15 ゆきまる 黒原1524479 改 第２鶴雪土井 石原　寿

12 263 忠味土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

BBACBB 原 雌 03.07.24 なかかね２ 黒原1444325 高 谷福土井 福井　清溢

1 251 芳悠土井 81.6 照忠土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 雌 03.08.05 しげよし３１ 黒原1804306 芳悠土井 山本　隆章

5 276 芳悠土井 80.3 富亀土井 美方郡新温泉町海上

CCCBCA 原 雌 03.07.11 かめてる 黒2514955 改 照長土井 尾崎　広貴

127
15097-5163-9

128
13973-6989-3

132
15025-1807-9

133
15025-1798-0

134
15025-1784-3

129
13973-6995-4

130
15025-1983-0

131
15025-1803-1

138
15025-1882-6

139
15025-1966-3

140
16450-0712-6

135
16450-0551-1

136
15025-1739-3

137
15025-1861-1



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13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 忠味土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

BAABAA 原 雌 03.06.23 ふくみつ２０１９ 黒2683809 菊俊土井 毛戸　誠

15 289 富亀土井 81.1 茂美波 美方郡香美町村岡区味取

CBCBBC 雌 03.06.28 てるしげやす 黒原1299659 改 照長土井 西山　勝

11 280 丸明波 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

CBCCCB 雌 03.07.07 さちかね６ 黒原1501760 茂金波 西崎　武志

4 289 丸若土井 80.7 宮菊城 宍粟市波賀町道谷

CAAAAA 去 03.06.28 ひとみ２ 黒2570838 第２安鶴土井 岸本　章弘

3 258 丸若土井 80.6 宮喜 宍粟市千種町河内

BABBAA 原 去 03.07.29 みちふね 黒2570840 北宮波 林　繁樹

13 275 芳悠土井 79.6 菊西土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

ABBBBA 原 去 03.07.12 ふじみや１ 黒2402108 北宮波 小野市産 大封アグリ　一宮牧場

8 274 丸池土井 79.4 光照土井 宍粟市一宮町上岸田

BACCAA 原 去 03.07.13 ふくみてる 黒2388900 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

3 259 藤彦土井 80.1 丸宮土井 豊岡市辻

AAACCA 原 去 03.07.28 ともひろ 黒2598847 照長土井 猪師　英三良

2 243 藤彦土井 81.2 丸池土井 豊岡市中郷

AABCBA 原 去 03.08.13 ひろこ６ 黒原1785668 福広土井 新田　拡樹

16 253 丸若土井 81.1 福俊土井 豊岡市清冷寺

BAABAC 去 03.08.03 よしふく 黒原1299835 改 第２安鶴土井 浅井　光澄

1 272 照和土井 79.6 照忠土井 豊岡市野上

      去 03.07.15 あいてる１ 黒2704004 千代藤土井 西垣　富夫

6 260 忠味土井 81.3 芳悠土井 豊岡市日高町知見

BBBAAA 原 去 03.07.27 さつきよし 黒原1627758 丸宮土井 山崎　豊志

1 279 丸春土井 79.8 宮菊城 朝来市和田山町安井

BABBBA 原 去 03.07.08 きくこ 黒2694982 宮喜 県北部農業技術センタ

2 282 喜貴 79.6 丸春土井 朝来市和田山町安井

      去 03.07.05 まるとし 黒2634523 奥秀 県北部農業技術センタ

144
16226-1218-3

145
15655-5422-9

146
13613-6455-8

141
15025-1878-9

142
16450-0080-6

143
13771-8713-4

150
15025-2883-2

151
14092-8499-2

152
15025-2760-6

147
16226-1172-8

148
15025-2812-2

149
16450-0980-9

153
08726-6501-7

154
08726-6499-7



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 290 照忠土井 80.3 西杉土井 朝来市和田山町安井

CABAAA 去 03.06.27 はなふく２の２ 黒2634521 芳山土井 県北部農業技術センタ

6 277 丸若土井 81.7 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

AAABAA 原 去 03.07.10 たつひめ３ 黒原1667074 高 菊俊土井 岩花　進

6 274 丸池土井 80.8 芳山土井 養父市大屋町宮垣

CABBAA 原 去 03.07.13 みゆき５ 黒2462991 高 照長土井 岩花　希

8 269 丸池土井 81.2 菊西土井 養父市大屋町蔵垣

CACAAA 原 去 03.07.18 おみな５ 黒原1594199 照長土井 上垣　勇吾

2 259 丸若土井 80.7 照忠土井 養父市森

      去 03.07.28 ふくもり 黒2642268 芳山土井 田村　正宏

12 259 丸池土井 80.2 菊波土井 養父市養父市場

BABBAA 原 雌 03.07.28 ひできく 黒原1419311 谷福土井 吉村　英美

4 295 照和土井 81.1 丸宮土井 朝来市岩津

BACAAA 原 雌 03.06.22 ぷれじぃる１０１ 黒2574984 菊西土井 西垣　篤志

3 273 藤彦土井 81.5 芳悠土井 朝来市和田山町中

AABCCA 原 雌 03.07.14 きたみや７ 黒原1756059 宮弘波 宮田　靖仁

2 264 藤彦土井 79.8 芳悠土井 朝来市和田山町中

AAACBA 原 雌 03.07.23 まさひさ 黒2657197 丸宮土井 宮田　靖仁

11 251 丸池土井 80.8 宮奥城 豊岡市但東町河本

CACCAA 原 雌 03.08.05 てるみや 黒原1449825 改 照長土井 森井　正彦

2 243 丸若土井 82.3 芳悠土井 豊岡市但東町河本

      雌 03.08.13 みやふく 黒原1785670 宮喜 森井　正伸

4 265 宮菊城 81.0 菊西土井 宍粟市山崎町葛根

AAABAB 原 雌 03.07.22 ぷれじぃる８４ 黒2543031 福芳土井 杉田　真人

3 297 宮菊城 81.5 芳山土井 乳頭異常 赤穂郡上郡町大持

      雌 03.06.20 もか 黒2582690 照忠土井 その他 上郡高校

5 269 丸池土井 81.5 芳悠土井 姫路市夢前町新庄

CACBAA 原 雌 03.07.18 にしき５ 黒2540911 照一土井 西影　昌久

156
16450-1397-4

157
16450-1401-8

158
13771-9189-6

155
08726-6495-9

162
16450-1503-9

163
16450-1505-3

164
16450-1446-9

159
16450-1033-1

160
16450-1192-5

161
15655-6576-8

168
16061-6939-9

165
16450-1449-0

166
14117-3182-8

167
15874-5424-8



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 301 照忠土井 80.7 丸宮土井 宍粟市山崎町与位

CAAAAA 原 雌 03.06.16 てるやす 黒2691119 福芳土井 中坪　みどり

2 247 丸春土井 81.1 芳悠土井 佐用郡佐用町横坂

BABBAA 原 去 03.08.09 きよひさ 黒2657206 丸宮土井 横坂共栄農場

2 288 照忠土井 80.2 芳山土井 三田市上内神

BAAAAA 原 雌 03.06.29 よしはる 黒2619902 丸宮土井 蓬莱　光雄

1 288 照忠土井 80.0 丸春土井 三田市上内神

BAABAA 原 雌 03.06.29 ちかはる 黒2698430 芳山土井 蓬莱　宣俊

2 296 丸若土井 81.0 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.06.21 きくひさ 黒2653165 菊俊土井 妻鹿　亮輔

2 278 丸若土井 80.0 照忠土井 三田市沢谷

      去 03.07.09 みなてる 黒2662673 芳悠土井 妻鹿　亮輔

5 278 藤彦土井 79.8 芳山土井 三田市沢谷

AAACCA 原 去 03.07.09 ますてるこ７ 黒2507908 照俊土井 妻鹿　亮輔

2 275 忠味土井 80.4 丸池土井 三田市沢谷

      去 03.07.12 ふくいけ 黒2629966 照忠土井 妻鹿　亮輔

7 268 芳悠土井 78.3 丸富土井 加西市大内町

BBCABA 原 雌 03.07.19 てるとみ 黒2418413 照長土井 藤原　護

23 288 藤彦土井 81.0 福広土井 ET産子 小野市万勝寺町

AABCCA 原 去 03.06.29 ちかこ 黒原1439279 照長土井 佐伯　亨

11 257 丸若土井 81.3 福芳土井 丹波市氷上町沼

BBAAAB 去 03.07.30 もりふく 黒原1467558 鶴山土井 塩見　宗春

10 282 丸若土井 81.5 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAB 去 03.07.05 ぎんな 黒原1524529 菊俊土井 上田　真吾

4 265 芳悠土井 83.0 丸宮土井 丹波市春日町棚原

BBBBBA 原 去 03.07.22 ぽんかん８ 黒原1709804 照長土井 山本　智

7 252 丸若土井 80.4 福芳土井 丹波市市島町東勅使

BAABAA 原 去 03.08.04 とよ 黒原1579058 幸豊土井 前畑　和幸

169
16395-3052-4

170
16507-3141-2

174
16470-0307-2

175
16470-0309-6

176
16470-0311-9

171
16028-9877-4

172
14812-0010-1

173
16426-0295-9

180
15097-5126-4

181
15097-5182-0

182
15097-5133-2

177
15611-1409-0

178
16321-6934-9

179
15097-5142-4



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 275 照和土井 81.0 福広土井 丹波市市島町中竹田

ABBCCA 原 雌 03.07.12 やすこ 黒原1459834 菊照土井 ひょうたん農場㈱

5 248 照和土井 81.6 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

AABBBA 原 雌 03.08.08 くにしげふく４ 黒原1653954 福芳土井 細見　忠和

11 283 照和土井 80.8 福俊土井 佐用郡産 丹波市市島町白毫寺

BBCABB 原 雌 03.07.04 たから 黒2309188 第２鶴雪土井 荻野　諭

4 296 茂和美波 80.1 照忠土井 丹波篠山市曽地奥

CACAAA 原 雌 03.06.21 はるみ 黒2549568 照一土井 岡本　栄一

7 272 芳悠土井 80.5 照忠土井 丹波篠山市曽地口

BBBBBB 去 03.07.15 いけだ３の１ 黒2442898 福広土井 清水　健司

12 250 照和土井 80.2 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

ABBCBA 原 去 03.08.06 やすひら 黒原1404951 福芳土井 田中　充

6 229 照和土井 81.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

ABBBBA 原 去 03.08.27 ひざまくら 黒原1624565 照長土井 村尾　賢一

2 279 茂錦波 82.1 丸明波 美方郡新温泉町飯野

BBACBB 去 03.07.08 やすあけなみ 黒2657106 茂美波 中井　のり子

2 279 照和土井 80.8 茂和美波 美方郡新温泉町飯野

      去 03.07.08 ひばり 黒2638169 芳山土井 中井　のり子

6 258 芳悠土井 80.3 照忠土井 美方郡新温泉町中辻

AABAAA 原 去 03.07.29 みゆき５の１ 黒2493648 改 丸富土井 高美　萬喜子

4 272 茂和美波 81.0 照忠土井 美方郡香美町小代区貫田

BACAAA 原 去 03.07.15 きよてる 黒原1709605 芳悠土井 小林　一樹

1 250 照和土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABCBBA 原 去 03.08.06 よしつねひさ２ 黒原1819483 菊俊土井 井上　哲也

5 279 忠味土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 03.07.08 まさふく３ 黒原1663715 菊俊土井 森脇　雄一

11 277 悠森土井 82.2 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 03.07.10 ななひめ５の６ 黒原1482258 高 照長土井 森脇　薫明

186
13973-6961-9

187
13973-6977-0

188
16450-0588-7

183
15097-5043-4

184
15097-5139-4

185
16507-3122-1

192
16450-0255-8

193
16450-0525-2

194
15025-1841-3

189
15025-1887-1

190
16450-0618-1

191
16450-0619-8

195
15025-1797-3

196
15025-1796-6



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 261 山長土井 81.4 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

      原 雌 03.07.26 よしふくてるひさ 黒原1804281 照忠土井 田中　一馬

5 260 山長土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

      原 雌 03.07.27 みやよしひさ 黒原1679881 高育 鶴丸土井 今井　正人

3 280 照和土井 83.5 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

      雌 03.07.07 よしえ 黒原1740237 菊俊土井 山本　智明

8 289 忠味土井 81.5 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

CACBAA 原 雌 03.06.28 ふくとし 黒原1542181 改 照長土井 竹下　与輔

1 277 山伸土井 83.7 照和土井 美方郡新温泉町海上

AABAAA 原 雌 03.07.10 はなみや 黒原1804322 福芳土井 植田　秀作

10 244 照忠土井 82.4 照一土井 宍粟市一宮町能倉

CAAAAA 去 03.08.12 てるこ 黒2388897 高 菊俊土井 森岡　信雄

3 273 丸若土井 80.5 照忠土井 宍粟市一宮町上岸田

AAAAAA 原 去 03.07.14 なおみ 黒2602869 福芳土井 大封アグリ　一宮牧場

1 272 宮菊城 79.4 照忠土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAB 去 03.07.15 まりの 黒2681204 丸宮土井 大封アグリ　一宮牧場

12 279 丸池土井 83.3 福広土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 去 03.07.08 すぎよ 黒原1449847 照長土井 高橋　副武

9 274 丸池土井 80.7 菊西土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 03.07.13 つばめ 黒原1561897 福芳土井 高橋　副武

8 266 忠味土井 79.8 丸宮土井 養父市大屋町若杉

CABAAA 去 03.07.21 ひまわり 黒2416018 谷福土井 高橋　大樹

5 265 丸池土井 81.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 03.07.22 まるよし 黒原1655362 鶴丸土井 高橋　大樹

11 257 丸若土井 80.0 菊宮土井 豊岡市引野

BAAAAA 原 去 03.07.30 いなぎく 黒原1467505 照長土井 竹村　清志

8 269 照忠土井 81.0 千代藤土井 ET産子 豊岡市宮井

BACAAA 原 去 03.07.18 まり 黒原1655334 改 丸宮土井 綿田　謙

198
15025-1783-6

199
16450-0209-1

200
15025-1738-6

197
15025-2114-7

204
16226-1174-2

205
16450-1574-9

206
16450-1576-3

201
16450-0549-8

202
15655-5423-6

203
16226-1173-5

210
14092-8480-0

207
16450-1578-7

208
16450-1582-4

209
16450-1122-2



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 257 照和土井 80.8 福広土井 豊岡市駄坂

ACBCCB 去 03.07.30 ひめこ１ 黒原1449796 照俊土井 谷口　佳広

9 277 藤彦土井 81.4 丸福土井 豊岡市城崎町飯谷

BABCCA 原 去 03.07.10 ゆりみや４ 黒原1561856 福芳土井 北村　幸弘

1 275 丸春土井 80.7 宮菊城 朝来市和田山町安井

BABAAA 原 去 03.07.12 ひろみしろ 黒2694967 石義丸 県北部農業技術センタ

1 274 藤彦土井 80.6 西杉土井 朝来市和田山町安井

AABCCA 原 去 03.07.13 ちえすぎ 黒2694977 丸富土井 県北部農業技術センタ

4 273 茂和美波 80.4 芳山土井 朝来市和田山町安井

CACBAA 原 去 03.07.14 あけみ 黒2565025 茂康波 県北部農業技術センタ

2 250 照和土井 79.7 千代藤土井 朝来市岩津

BACBAA 原 去 03.08.06 にしがき６ 黒2657193 丸宮土井 西垣　篤志

2 260 丸若土井 82.1 山伸土井 朝来市和田山町土田

      雌 03.07.27 ゆきのぶ 黒原1774619 丸宮土井 川見　和秀

5 279 丸若土井 81.3 芳悠土井 豊岡市但東町高竜寺

AAABAA 原 雌 03.07.08 たかこ２ 黒原1682746 福広土井 小牧　成基

13 297 芳悠土井 80.5 第２安鶴土井 豊岡市但東町唐川

CCCABA 原 雌 03.06.20 まさふく 黒原1347509 照長土井 中儀　吉郎

1 271 照忠土井 81.0 芳悠土井 豊岡市辻

      雌 03.07.16 きよみ 黒原1806610 丸宮土井 猪師　英三良

7 277 丸池土井 81.2 菊郷土井 養父市大屋町宮本

CABBAA 原 雌 03.07.10 みゆき３の１ 黒原1640967 丸宮土井 寺尾　稔

2 272 丸若土井 80.7 照忠土井 養父市大屋町宮垣

      雌 03.07.15 みやもり１ 黒2615454 芳山土井 岩花　希

10 270 丸池土井 80.0 菊俊土井 乳頭異常 養父市大屋町大屋市場

      雌 03.07.17 てるよ２ 黒原1542210 照長土井 その他 岩花　進

1 270 富亀土井 80.8 福広土井 佐用郡佐用町口金近

BBCCCB 原 雌 03.07.17 ひろこ 黒2681197 菊西土井 田辺　裕基

211
13771-9676-1

212
15025-2692-0

216
15655-6581-2

217
13771-9566-5

218
16450-1331-8

213
08726-6504-8

214
08726-6505-5

215
08726-6507-9

222
16450-1400-1

223
16450-1402-5

224
16507-3123-8

219
15025-2803-0

220
15025-2811-5

221
15025-2706-4



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 242 藤彦土井 81.2 菊俊土井 佐用郡佐用町横坂

AAACBA 原 去 03.08.14 やすみ２ 黒2347324 谷美土井 横坂共栄農場

12 255 丸池土井 81.0 福芳土井 赤穂市木津

BACAAB 去 03.08.01 よしえ 黒2289535 菊照土井 溝田　泰司

8 267 宮菊城 80.8 福芳土井 姫路市白鳥台

BAABAA 原 去 03.07.20 よしこ 黒2397823 菊俊土井 石原　寛大

7 279 照忠土井 80.6 茂広波 宍粟市山崎町葛根

AABCBB 去 03.07.08 たかつる 黒原1592312 照一土井 谷口　信幸

8 290 宮菊城 80.5 照也土井 宍粟市山崎町葛根

BABBAB 去 03.06.27 いさお 黒2329932 菊俊土井 吉岡　慎治

1 273 宮菊城 80.1 照和土井 三田市上内神

      雌 03.07.14 ときとしまる２１ 黒2698429 照忠土井 蓬莱　宣俊

1 267 丸若土井 80.5 千代藤土井 神戸市西区岩岡町古郷

AAAAAA 原 雌 03.07.20 おふく 黒2687605 福芳土井 碓永　嘉彦

4 289 丸若土井 81.0 照忠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 雌 03.06.28 あんみつ３ 黒2524094 福芳土井 妻鹿　亮輔

5 283 丸若土井 79.0 菊西土井 三田市沢谷

AAABAA 原 雌 03.07.04 てるみ 黒2491623 芳山土井 妻鹿　亮輔

5 283 藤彦土井 80.6 丸宮土井 三田市沢谷

AAACBA 原 雌 03.07.04 ますふじ 黒2507907 福芳土井 妻鹿　亮輔

4 281 藤彦土井 80.2 芳悠土井 三田市沢谷

AABCCA 原 雌 03.07.06 よしえ８ 黒2524097 丸富土井 妻鹿　亮輔

1 277 照忠土井 80.7 照忠土井 小野市広渡町

CAAAAB 去 03.07.10 こうふく２の５ 黒2691107 菊俊土井 前田　勇雄

4 269 藤彦土井 81.5 丸宮土井 小野市河合西町

AAACBA 原 去 03.07.18 ちよみ１１ 黒2519138 福芳土井 堀井　光仁

12 252 丸池土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BACAAA 原 去 03.08.04 きたてる 黒原1449551 高 谷美土井 上田　真吾

228
14117-3181-1

229
16395-3031-9

230
14812-0007-1

225
16507-3142-9

226
14117-3191-0

227
16507-3098-9

234
16470-0301-0

235
16470-0304-1

236
15609-1333-5

231
16052-6772-0

232
16426-0298-0

233
16426-0300-0

237
15851-1236-2

238
14228-5205-5



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 263 丸池土井 81.6 照忠土井 丹波市氷上町油利

CACAAA 原 去 03.07.24 みやふくてる 黒原1782418 福広土井 山本　定夫

9 259 丸池土井 82.3 菊俊土井 丹波市春日町棚原

CACCAA 原 去 03.07.28 みどりんご 黒原1488946 改 照長土井 山本　智

3 277 丸若土井 83.2 芳悠土井 丹波市市島町中竹田

      雌 03.07.10 ひさとみふく 黒原1740402 丸富土井 ひょうたん農場㈱

8 267 丸池土井 81.4 照長土井 丹波市青垣町東芦田

CACBAA 原 雌 03.07.20 みなこ 黒原1579055 改 谷福土井 前田　貴雄

11 264 藤彦土井 81.0 菊俊土井 丹波市氷上町沼

ABACCB 原 雌 03.07.23 やすなが５ 黒原1489259 第２鶴雪土井 塩見　宗春

6 271 丸若土井 79.7 千代藤土井 丹波篠山市今田町市原

BAABAA 原 去 03.07.16 てるみや１２ 黒2431373 菊俊土井 古家後　康夫

2 259 丸春土井 81.2 宮菊城 丹波篠山市郡家

BAABBA 原 去 03.07.28 きくえ 黒2606386 福芳土井 松浦　俊明

4 263 丸池土井 80.2 宮菊城 美方郡香美町香住区九斗

CACBAA 原 去 03.07.24 うれしき５ 黒2554414 丸富土井 合同会社　谷口畜産

10 285 忠味土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区萩山

CABCAA 原 去 03.07.02 としながひめ 黒原1501762 照長土井 田中　稔

1 241 茂和美波 81.8 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BACBAA 原 去 03.08.15 よしふくひさ 黒原1785573 改 菊俊土井 井上　哲也

2 260 茂和美波 80.5 照和土井 美方郡香美町小代区神場

BBCBBB 去 03.07.27 ありさ 黒2657099 越照波 上治　秀正

11 270 照忠土井 82.0 福広土井 美方郡香美町小代区神水

CBCBAC 去 03.07.17 ゆうき 黒原1482201 照長土井 藤原　敏和

4 272 茂和美波 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町春来

BABCAA 原 去 03.07.15 ふくよ 黒原1709610 改 菊俊土井 福井　強

11 275 照和土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BACCBB 去 03.07.12 しげふく２ 黒2363033 改 茂美波 村尾　賢一

240
15097-5181-3

241
15097-5045-8

242
15097-5137-0

239
15097-5117-2

246
16450-0182-7

247
16450-0155-1

248
15025-1843-7

243
15097-5141-7

244
13973-6990-9

245
13973-7001-1

252
15025-1752-2

249
16329-9892-5

250
16450-0545-0

251
15025-1881-9



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 269 照和土井 81.5 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BBCBBA 原 去 03.07.18 はなよしひさ 黒2683822 照長土井 村尾　高司

11 279 芳悠土井 82.7 福広土井 美方郡新温泉町飯野

BBCABA 原 去 03.07.08 あきひろ 黒原1444398 菊照土井 中井　勝

8 262 照和土井 78.0 福芳土井 美方郡新温泉町井土

ABCCCA 原 雌 03.07.25 おおふく 黒2413826 照長土井 岸　洋志

13 286 照和土井 80.6 照波土井 美方郡新温泉町多子

BABBAA 原 雌 03.07.01 きよみ３ 黒原1368826 改 菊道土井 竹下　千江子

9 270 照和土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AABBAA 原 雌 03.07.17 ともよし 黒原1573924 菊俊土井 山本　智明

6 269 芳悠土井 80.3 照武土井 美方郡香美町村岡区味取

AABBAA 原 雌 03.07.18 たけよし３の１ 黒原1624646 福芳土井 西山　勝

16 237 芳悠土井 80.7 照長土井 美方郡香美町村岡区境

BCCBCA 原 雌 03.08.19 ふるさと２ 黒原1331194 高育 菊俊土井 田中　一馬

6 279 忠味土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町村岡区和池

CCCCCA 原 雌 03.07.08 たもり３ 黒原1663707 菊俊土井 西崎　武志

2 285 丸若土井 80.8 千代藤土井 宍粟市波賀町道谷

      去 03.07.02 みこ 黒2634538 照忠土井 岸本　章弘

10 268 丸若土井 80.7 福芳土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

AAAAAA 原 去 03.07.19 なおふく 黒2437596 照明土井 大封アグリ　一宮牧場

12 262 芳悠土井 79.6 菊西土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

ABBBBA 原 去 03.07.25 ふじみや１ 黒2402108 北宮波 大封アグリ　一宮牧場

3 272 丸若土井 83.4 宮喜 豊岡市出石町暮坂

BAABAA 原 去 03.07.15 わかみや 黒原1709810 福芳土井 旗谷　仁志

6 260 丸池土井 81.1 福芳土井 豊岡市但東町河本

BACBAA 原 去 03.07.27 あゆてる 黒2482876 照長土井 森井　正彦

10 260 忠味土井 82.5 丸富土井 豊岡市但東町河本

CACBAA 去 03.07.27 まるしず 黒原1489175 谷福土井 森井　正彦

253
15025-1885-7

254
16450-0621-1

258
16450-0083-7

259
15025-2115-4

260
13771-8714-1

255
15025-1788-1

256
15025-1740-9

257
16450-0210-7

264
16450-1548-0

265
16450-1444-5

266
16450-1445-2

261
16226-1219-0

262
16226-1175-9

263
16226-1177-3



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 229 丸若土井 80.8 芳山土井 養父市八鹿町高柳

BAABAA 原 去 03.08.27 こうふく 黒2519078 照長土井 但馬農高

3 255 照忠土井 79.5 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

CABAAA 去 03.08.01 とね 黒2634570 菊西土井 上垣　康成

1 259 丸若土井 80.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      去 03.07.28 せんふく 黒2704021 千代藤土井 高橋　潤也

10 258 芳山土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 03.07.29 まる 黒原1528534 高改 照長土井 高橋　大樹

3 274 忠味土井 81.4 芳悠土井 朝来市神子畑

BAAAAA 原 去 03.07.13 きくみまる２ 黒原1756056 丸宮土井 仙賀　隆文

3 269 藤彦土井 81.4 丸宮土井 朝来市和田山町中

AAACBA 原 去 03.07.18 はるな７ 黒原1756058 菊俊土井 宮田　靖仁

5 257 千代藤土井 81.1 芳悠土井 朝来市和田山町中

BACAAA 原 去 03.07.30 ひさむすめ 黒原1667081 菊俊土井 宮田　靖仁

1 256 丸池土井 80.6 丸宮土井 朝来市和田山町土田

CACAAA 原 去 03.07.31 ふゆちよ１ 黒2704048 千代藤土井 川見　和秀

2 303 丸若土井 80.2 喜治 朝来市和田山町安井

BAAAAA 原 去 03.06.14 いしはる 黒2634517 石義丸 県北部農業技術センタ

2 316 照和土井 81.1 丸明波 朝来市和田山町安井

BACCBA 原 雌 03.06.01 まるあき 黒2645370 茂広波 県北部農業技術センタ

2 305 照立土井 78.2 丸宮土井 朝来市和田山町安井

BCABBB 原 雌 03.06.12 みやみふく 黒2621803 谷石土井 県北部農業技術センタ

5 287 丸池土井 80.0 照忠土井 豊岡市九日市中町

BABAAA 原 雌 03.06.30 みさふく 黒2554458 福芳土井 谷山　道洋

9 280 照和土井 81.1 福広土井 豊岡市野上

ABBBBB 原 雌 03.07.07 きくやす２３ 黒原1561849 菊俊土井 西垣　富夫

11 240 照忠土井 81.6 福芳土井 豊岡市日高町知見

BBBAAB 原 雌 03.08.16 やまふく 黒原1528496 照長土井 山崎　豊志

270
15025-2809-2

271
13771-9223-7

272
16450-1504-6

267
16450-1083-6

268
15025-2874-0

269
16450-1580-0

276
08726-6474-4

277
08726-6480-5

278
16450-1179-6

273
16450-1506-0

274
13771-9567-2

275
08726-6483-6

279
14092-8498-5

280
15025-2762-0



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 244 丸池土井 82.0 丸福土井 養父市養父市場

CACCAA 原 雌 03.08.12 ゆきふく 黒原1561879 福芳土井 吉村　英美

1 262 丸若土井 81.4 照立土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA 原 雌 03.07.25 とみたて 黒2704027 芳悠土井 上垣　勇吾

6 249 宮菊城 80.2 芳悠土井 姫路市夢前町宮置

BAAAAB 去 03.08.07 あやな 黒2476454 谷石土井 村田　修子

2 248 芳悠土井 79.8 照一土井 姫路市白鳥台

BBBBBA 原 去 03.08.08 よしみ２の１の２ 黒2645425 福芳土井 石原　寛大

9 286 照忠土井 80.3 宮弘波 宍粟市山崎町葛根

CABAAA 去 03.07.01 あゆ 黒2376704 菊道土井 横野　里美

8 283 照和土井 80.1 鶴山土井 宍粟市山崎町葛根

ABCBBB 去 03.07.04 うめまる 黒2376706 北宮波 吉岡　慎治

5 263 千代藤土井 81.0 丸宮土井 赤穂市木津

AACAAA 原 去 03.07.24 さくらこ１ 黒2519147 菊俊土井 溝田　泰司

7 233 丸明波 81.3 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BABCAA 原 去 03.08.23 やすみ４ 黒2423289 菊俊土井 横坂共栄農場

7 255 宮菊城 79.7 福芳土井 神戸市西区神出町

BBABBB 原 雌 03.08.01 よしゆき 黒2439202 幸豊土井 池本　俊彦

1 254 丸若土井 80.2 宮菊城 三田市上内神

AAABAA 原 雌 03.08.02 きくきく 黒2687637 芳山土井 蓬莱　光雄

2 280 忠味土井 80.8 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.07.07 ぼたん８ 黒2653166 福広土井 妻鹿　亮輔

5 278 丸若土井 80.4 照忠土井 三田市沢谷

AAAAAA 原 雌 03.07.09 なつはな 黒2536100 福芳土井 妻鹿　亮輔

2 278 藤彦土井 80.0 照立土井 三田市沢谷

AAACCA 原 雌 03.07.09 ふくか 黒2662672 菊西土井 妻鹿　亮輔

2 274 丸若土井 81.3 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.07.13 あきかつ１１ 黒2653163 菊俊土井 妻鹿　亮輔

282
13771-9191-9

283
14601-0006-4

284
16286-8438-2

281
16450-1193-2

288
16507-3144-3

289
13960-4841-6

290
16028-9880-4

285
16395-3051-7

286
16395-3032-6

287
16507-3165-8

294
16470-0312-6

291
16470-0313-3

292
16470-0308-9

293
16470-0310-2



雌： 121 雄： 去： 176 合計 297
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4月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 304 照忠土井 79.5 菊俊土井 小野市広渡町

CBABBC 雌 03.06.13 こうふく２ 黒2347333 谷福土井 前田　勇雄

7 266 藤彦土井 81.7 丸宮土井 ET産子 豊岡市宮井

AAACBA 原 雌 03.07.21 はるか３ 黒原1709807 宮奥城 綿田　謙

1 306 丸池土井 81.5 富亀土井 三田市沢谷

CACBAA 原 雌 03.06.11 きそひめ８ 黒2698439 福芳土井 妻鹿　亮輔
297

16426-0293-5

295
15609-1331-1

296
14092-8482-4


