
雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

9 284 宮菊城 80.7 福芳土井 丹波篠山市郡家

BBACBB 原 雌 03.12.04 まるこ 黒2410389 菊俊土井 松浦　俊明

2 310 山長土井 81.0 照和土井 美方郡新温泉町井土

      原 去 03.11.08 みつかずふく２ 黒原1785585 鶴山土井 岸　洋志

2 306 照和土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AACBBA 原 去 03.11.12 ふくひさ２ 黒原1785589 照長土井 村尾　賢一

11 284 富智土井 83.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBBB 去 03.12.04 としよしまる 黒原1524469 鶴丸土井 中井　のり子

12 263 芳悠土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CBCBAA 原 去 03.12.25 ふくよ２ 黒原1482275 鶴山土井 中井　のり子

1 268 茂和美波 80.0 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BACBAA 原 去 03.12.20 ひさこ 黒2735226 照忠土井 今井　正人

2 279 忠味土井 82.0 照和土井 美方郡香美町村岡区境

      去 03.12.09 かずふく 黒原1804279 芳悠土井 田中　一馬

9 284 芳悠土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

BBCAAA 原 去 03.12.04 きよふく 黒原1592060 福芳土井 西山　勝

10 250 照和土井 81.1 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBCABB 去 04.01.07 きくつるみ８の６ 黒原1559113 照長土井 対中　広芳

4 241 山伸土井 80.2 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CACBAB 去 04.01.16 たてふくまる 黒2570809 安谷土井 井上　哲也

8 276 芳悠土井 81.0 鶴神土井 美方郡香美町村岡区神坂

CCCABA 原 雌 03.12.12 かずつる 黒原1592034 改 照長土井 伊沢　栄一

3 286 忠味土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 03.12.02 はなよし 黒原1740188 改 菊西土井 森脇　薫明

5 277 悠森土井 81.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 03.12.11 つねふじ５の１ 黒原1679890 改 芳悠土井 森脇　薫明

5 270 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBBA 原 雌 03.12.18 やすあき 黒原1709618 菊俊土井 森脇　薫明

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3
15025-2193-2

4
16450-0645-7

5
15025-2249-6

育種価資格

1
16559-7050-2

2
15025-1955-7

9
16450-0569-6

10
15025-2229-8

11
15423-3224-6

6
15025-2314-1

7
15025-2121-5

8
16450-0659-4

12
15025-1945-8

13
15025-1950-2

14
15025-2443-8



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

3 296 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAB 雌 03.11.22 １１８てるしろ５ 黒2638128 照長土井 長瀬　五一

6 298 富亀土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町小代区神水

CBCBCA 原 雌 03.11.20 まつひさ 黒原1663720 第２照久土井 藤原　吉子

5 300 照和土井 79.6 照忠土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAA 原 雌 03.11.18 てるとし 黒2514953 改 菊俊土井 尾崎　栄太郎

8 275 照和土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BBBBBA 原 雌 03.12.13 てるもり１の３ 黒原1624595 第２照久土井 田中　祥子

3 241 宮菊城 79.7 照忠土井 宍粟市千種町河内

BAABAA 原 去 04.01.16 みちぐさ 黒2634547 丸宮土井 林　繁樹

3 305 宮菊城 80.5 照忠土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAB 去 03.11.13 てまり 黒2612200 丸宮土井 大封アグリ　一宮牧場

2 303 丸若土井 79.5 千代藤土井 宍粟市一宮町上岸田

      去 03.11.15 なおふじ 黒2657147 北宮波 大封アグリ　一宮牧場

3 268 照和土井 81.1 丸宮土井 豊岡市引野

      去 03.12.20 ますてるこ９ 黒原1756046 福芳土井 竹村　清志

3 256 照忠土井 80.0 芳悠土井 豊岡市引野

BAAAAA 原 去 04.01.01 ゆきひさ 黒2629906 菊晴土井 竹村　清志

2 302 藤彦土井 80.1 芳悠土井 豊岡市日高町知見

      去 03.11.16 ふくよし 黒2657153 丸福土井 山崎　豊志

2 287 丸若土井 80.0 丸福土井 豊岡市出石町暮坂

CABAAA 去 03.12.01 わかめ５ 黒2657160 照明土井 旗谷　好将

11 258 丸若土井 80.8 菊俊土井 豊岡市但東町唐川

BBACAB 去 03.12.30 さつき 黒原1347498 第２安鶴土井 中儀　吉郎

3 255 丸池土井 81.0 千代藤土井 養父市大屋町大屋市場

CACAAA 原 去 04.01.02 ぼたん１の１ 黒原1743132 丸宮土井 岩花　進

6 267 丸池土井 80.2 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

CABAAA 原 去 03.12.21 しげひさ 黒2519071 改 菊俊土井 岩花　進

15
15025-1703-4

16
15025-2162-8

17
15025-1869-7

21
16226-1192-6

22
16450-1130-7

23
16450-1133-8

18
15025-2283-0

19
16091-1291-0

20
16226-1191-9

27
15025-3023-1

28
15025-3021-7

24
15025-2755-2

25
16450-1553-4

26
15025-3096-5



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

2 271 照和土井 80.0 丸宮土井 養父市森

AAAAAA 原 去 03.12.17 ふくこ 黒2657175 芳山土井 田村　正宏

9 275 藤彦土井 81.6 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AABCCA 原 去 03.12.13 つばき 黒原1594200 福芳土井 上垣　勇吾

3 251 照和土井 80.4 丸典土井 朝来市和田山町土田

AABAAA 原 去 04.01.06 さかえのり 黒2575045 芳山土井 川見　和秀

5 246 忠味土井 81.3 丸典土井 朝来市和田山町野村

BABAAA 原 雌 04.01.11 まるふくよ１５ 黒原1682772 照明土井 宮田　貴身仁

2 307 丸池土井 81.2 芳悠土井 朝来市岩津

CACBAA 原 雌 03.11.11 よしこ 黒原1743151 菊俊土井 西垣　篤志

9 298 照立土井 83.2 宮奥城 豊岡市但東町河本

ABBCCC 雌 03.11.20 みやひさ 黒原1561869 改 照長土井 森井　正彦

11 284 照立土井 80.1 菊俊土井 豊岡市但東町河本

ACACCC 雌 03.12.04 たけとし 黒原1449824 谷福土井 森井　正彦

7 301 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市出石町上野

BBCBBA 原 雌 03.11.17 さとみ 黒原1655337 改 照長土井 山本　憲一

1 241 照忠土井 80.7 丸宮土井 兵庫県赤穂市鷏和

CABAAB 去 04.01.16 はじめ 黒2714992 菊優土井 後藤　那由太

1 245 芳山土井 82.8 宮菊城 赤穂郡上郡町大持

      去 04.01.12 らん 黒2727068 菊優土井 上郡高校

9 290 宮喜 82.6 谷美土井 佐用郡佐用町横坂

CCCBCC 去 03.11.28 むらよし 黒2338231 谷福土井 横坂共栄農場

1 349 丸若土井 80.3 照忠土井 三田市上内神

BAAAAA 原 去 03.09.30 ぱんじい 黒2698436 丸宮土井 蓬莱　光雄

1 289 宮菊城 80.5 照忠土井 三田市下内神

      去 03.11.29 ぼたん１ 黒2711569 丸宮土井 円丁　一良

5 287 丸若土井 80.8 照忠土井 三田市ゆりのき台

BAAAAA 原 去 03.12.01 のりふく５ 黒2547213 福芳土井 岡本　光史

29
16450-1039-3

33
15025-3062-0

34
16450-1472-8

35
16450-1470-4

30
15025-3126-9

31
13771-9580-1

32
15025-2827-6

39
14117-3209-2

40
14255-9886-8

41
16074-0188-7

36
13771-9656-3

37
14117-3185-9

38
15874-5426-2

42
16471-3995-5



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

2 312 藤彦土井 81.1 芳悠土井 三田市沢谷

AAACCA 原 去 03.11.06 あいり２ 黒2662675 福芳土井 妻鹿　亮輔

2 309 丸池土井 81.3 照忠土井 三田市沢谷

CACAAA 原 去 03.11.09 まさてる 黒2662674 丸宮土井 妻鹿　亮輔

1 306 丸若土井 79.8 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 去 03.11.12 たにひさ 黒2674490 菊俊土井 妻鹿　亮輔

4 305 丸若土井 80.6 芳悠土井 三田市沢谷

AAABAA 原 去 03.11.13 あい５ 黒2524106 照長土井 妻鹿　亮輔

11 306 丸若土井 79.0 福芳土井 小野市長尾町

BAABAA 原 雌 03.11.12 おかみつ 黒2362270 菊俊土井 岡田　勇治

3 297 宮菊城 82.5 芳悠土井 加西市常吉町

BBABBA 原 雌 03.11.21 おはぎ 黒2598983 北前宮 県立農業大学校

7 285 照和土井 80.3 芳悠土井 ET産子 小野市万勝寺町

AABAAA 原 去 03.12.03 あつひめ 黒2547188 福俊土井 佐伯　亨

7 266 丸若土井 81.3 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABACBA 原 去 03.12.22 はまの 黒原1642382 照菊波 上田　真吾

5 278 丸若土井 82.3 芳悠土井 丹波市氷上町小谷

BAABAA 原 去 03.12.10 ゆうみや１１ 黒原1688808 高 北宮波 細見　忠和

10 238 山伸土井 82.3 菊西土井 丹波市青垣町檜倉

AABAAA 原 去 04.01.19 みつるの１ 黒原1542197 高 谷美土井 足立　尚之

2 235 丸若土井 81.0 丸宮土井 丹波市氷上町横田

AAABAA 原 雌 04.01.22 ときまる 黒原1789985 北宮波 足立　和人

9 303 丸若土井 82.3 芳山土井 丹波市春日町棚原

AAABAA 原 雌 03.11.15 よしやす 黒原1559181 高改 菊俊土井 山本　浩

1 278 丸宮土井 81.6 照立土井 丹波篠山市曽地口

CCAABA 去 03.12.10 まや 黒2727041 照豊土井 清水　健司

4 289 丸若土井 79.0 千代藤土井 美方郡香美町香住区九斗

AAAAAA 原 去 03.11.29 てるてる 黒2554416 芳山土井 合同会社　谷口畜産

45
16470-0350-8

46
16470-0351-5

47
15611-1364-2

43
16470-0348-5

44
16470-0349-2

51
14228-5295-6

52
14228-5344-1

53
14228-5350-2

48
16507-3875-6

49
16546-6957-5

50
14228-5391-5

54
14228-5289-5

55
16559-7038-0

56
15025-1977-9



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

7 249 丸若土井 83.0 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 去 04.01.08 かりゆし３の２ 黒原1624665 高 菊西土井 淀　貴至

8 273 山伸土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区味取

BACBBB 去 03.12.15 ふくとみ 黒原1624645 福芳土井 阿瀬　稔

4 260 富智土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AAABAA 原 去 03.12.28 みやとき 黒原1721814 芳山土井 今井　正人

9 306 忠味土井 79.1 福芳土井 美方郡香美町小代区貫田

CBBCBB 去 03.11.12 きくひろ３ 黒2413815 第２安鶴土井 小林　一樹

8 276 芳悠土井 80.8 照忠土井 美方郡新温泉町多子

BABAAA 原 去 03.12.12 ひめ 黒原1592102 改 谷福土井 竹下　千江子

7 266 忠味土井 81.3 丸富土井 美方郡新温泉町切畑

CACAAA 原 去 03.12.22 いつき 黒2461427 鶴山土井 倉田　拓磨

4 271 忠味土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 去 03.12.17 ゆきな 黒原1709622 福芳土井 西　逸子

5 237 忠味土井 81.0 茂広波 美方郡新温泉町岸田

ACACCA 去 04.01.20 さちひろ 黒原1679918 改 福芳土井 田中　孝広

2 340 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡新温泉町井土

BABAAA 原 雌 03.10.09 よしつねひさ 黒原1785586 照忠土井 岸　洋志

5 280 富智土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

CABAAA 原 雌 03.12.08 あきよしひさ 黒原1709645 改 照忠土井 中井　のり子

4 292 照和土井 79.4 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABBBB 原 雌 03.11.26 きくつる 黒2514946 鶴山土井 村尾　賢一

4 270 照和土井 79.6 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 03.12.18 よしき 黒2594407 芳山土井 森脇　薫明

1 261 忠味土井 80.6 丸明波 美方郡香美町村岡区丸味

CACBAA 原 雌 03.12.27 ふくこ９ 黒2703949 芳悠土井 森脇　薫明

6 254 芳悠土井 81.5 菊西土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBCBCA 原 雌 04.01.03 さかえきく 黒原1679891 福芳土井 森脇　薫明

57
15025-2626-5

58
15025-2323-3

59
15025-2316-5

63
15025-2104-8

64
15025-2077-5

65
15025-1958-8

60
15025-2127-7

61
15025-2215-1

62
15025-2424-7

69
15025-1949-6

70
15025-2445-2

66
15025-2248-9

67
15025-2196-3

68
15025-1948-9



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

11 322 忠味土井 82.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBBBBA 原 雌 03.10.27 よしつね３ 黒原1482218 高育 鶴丸土井 井上　哲也

11 259 忠味土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBCCBA 原 雌 03.12.29 ゆきひめ５の４ 黒原1482223 照長土井 井上　哲也

1 273 忠味土井 81.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区萩山

CACAAA 原 雌 03.12.15 てるひさ２ 黒原1804255 照忠土井 西村　忠一

2 253 藤彦土井 80.6 丸池土井 宍粟市波賀町道谷

AACCCA 原 去 04.01.04 こいまる 黒2634544 鶴神土井 岸本　章弘

6 288 丸池土井 80.8 芳悠土井 宍粟市一宮町上岸田

CACBAA 原 去 03.11.30 ゆきこ 黒2493618 菊俊土井 大封アグリ　一宮牧場

1 283 丸若土井 80.7 照和土井 宍粟市一宮町上岸田

AAABAA 原 去 03.12.05 あきかず 黒2691093 福芳土井 大封アグリ　一宮牧場

1 304 忠味土井 80.8 丸池土井 豊岡市中郷

BABBAA 原 去 03.11.14 ふくみ３ 黒2687520 福芳土井 新田　拡樹

1 274 忠味土井 81.1 丸春土井 豊岡市中郷

BABBAA 原 去 03.12.14 ぼたん７ 黒原1806608 菊俊土井 新田　拡樹

6 271 丸若土井 80.5 照忠土井 豊岡市宮井

BAAAAA 原 去 03.12.17 ひめふく 黒2615434 丸富土井 綿田　謙

10 298 照忠土井 81.0 千代藤土井 ET産子 豊岡市宮井

BACAAA 原 去 03.11.20 まり 黒原1655334 丸宮土井 綿田　謙

4 281 忠味土井 81.4 芳悠土井 豊岡市但東町高竜寺

BABAAA 原 去 03.12.07 れいな２ 黒原1743106 丸宮土井 小牧　伸典

8 256 忠味土井 80.5 丸宮土井 養父市養父市場

CBBAAA 去 04.01.01 まるふく 黒原1627810 福芳土井 吉村　英美

5 287 芳悠土井 80.7 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBCABA 原 去 03.12.01 おすぎ 黒2554616 福広土井 高橋　潤也

5 286 忠味土井 81.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 03.12.02 わかよし 黒原1709824 丸宮土井 高橋　潤也

71
15025-2088-1

75
16226-1196-4

76
16226-1197-1

77
16450-0987-8

72
15025-2091-1

73
16450-0271-8

74
16236-1132-1

81
16450-1337-0

82
16450-1203-8

83
16450-1610-4

78
16450-0989-2

79
15025-2775-0

80
15025-2772-9

84
16450-1612-8



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

3 312 忠味土井 81.5 芳悠土井 養父市八鹿町高柳

BABBAA 原 去 03.11.06 よしこふく 黒原1766384 照長土井 但馬農高

2 263 丸若土井 81.0 丸池土井 朝来市和田山町中

BAABAA 原 去 03.12.25 きよまる 黒原1785676 福俊土井 宮田　靖仁

4 266 藤彦土井 80.8 照忠土井 朝来市和田山町野村

AABCBA 原 雌 03.12.22 ただふくよ１７ 黒2598904 丸典土井 宮田　貴身仁

4 276 丸池土井 81.5 照忠土井 養父市大屋町宮本

CABAAA 原 雌 03.12.12 るみただ 黒2598891 芳悠土井 寺尾　智也

3 260 丸若土井 81.8 芳悠土井 養父市大屋町宮本

AAABAA 原 雌 03.12.28 はちふく１ 黒原1766389 福広土井 寺尾　智也

5 262 丸池土井 79.4 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

CACBAA 原 雌 03.12.26 ぼたん５の１ 黒2519006 照長土井 加悦　大三郎

11 300 丸池土井 82.7 菊俊土井 豊岡市城崎町飯谷

CACCAA 原 雌 03.11.18 ふくひめ６ 黒原1489165 高育 照長土井 北村　幸弘

6 287 藤彦土井 81.4 福芳土井 神戸市産 豊岡市但東町小谷

AAACCA 原 雌 03.12.01 あゆみ１０６ 黒2496972 丸福土井 全農兵庫　但東畜産Ｃ

1 269 宮菊城 80.7 丸明波 佐用郡佐用町口金近

AAABAA 原 去 03.12.19 みちこ 黒2703972 福芳土井 田辺　裕基

5 269 丸若土井 80.1 芳悠土井 たつの市御津町中島

BAABAA 原 去 03.12.19 のりこ３ 黒2549582 照菊波 吉田　沙耶

8 250 芳悠土井 81.8 丸富土井 赤穂市木津

BBCBCA 原 去 04.01.07 ふくこ２の１ 黒2418434 谷福土井 溝田　泰司

2 275 照立土井 81.5 芳山土井 川辺郡猪名川町紫合

ABABAB 去 03.12.13 らっきい 黒2662657 丸宮土井 森田　和子

6 270 忠味土井 80.8 丸富土井 三田市ゆりのき台

BABBAA 原 去 03.12.18 とみひろ 黒2497059 福広土井 岡本　光史

1 303 照忠土井 81.3 丸春土井 三田市上内神

      去 03.11.15 つねふじはる 黒2711583 芳悠土井 蓬莱　宣俊

87
15025-2823-8

88
15025-2718-7

89
15025-2719-4

85
16450-1090-4

86
16450-1528-2

93
14117-3216-0

94
16450-6242-2

95
14117-3194-1

90
15025-3097-2

91
15025-3095-8

92
08720-4778-3

96
15655-5444-1

97
16471-3998-6

98
14431-0017-3



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

2 286 忠味土井 80.8 丸明波 三田市沢谷

BABCBA 原 去 03.12.02 たかなみ６ 黒2674487 茂美波 妻鹿　亮輔

3 281 芳悠土井 81.1 丸明波 三田市沢谷

BACBBA 原 去 03.12.07 ななひめふく５ 黒2642443 照一土井 妻鹿　亮輔

3 279 丸若土井 80.0 照忠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 去 03.12.09 てるもり１２１ 黒2629972 福芳土井 妻鹿　亮輔

6 278 忠味土井 80.0 丸富土井 三田市沢谷

CACBAB 去 03.12.10 とみふく 黒2491627 照也土井 妻鹿　亮輔

8 281 藤彦土井 80.0 丸宮土井 小野市長尾町

AAACBA 原 去 03.12.07 おかさかえ５ 黒2423278 福俊土井 岡田　勇治

8 307 照忠土井 80.3 丸宮土井 ET産子 小野市広渡町

CBAAAB 去 03.11.11 おかだ２ 黒2485544 福芳土井 加東市産 前田　勇雄

7 251 丸池土井 80.1 福芳土井 丹波市山南町北和田

BACBAA 原 去 04.01.06 きみよし 黒原1624670 照長土井 田中　憲蔵

5 298 藤彦土井 81.1 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

AABCCA 原 去 03.11.20 まるたけ 黒2519130 菊西土井 上田　晴世

2 249 丸池土井 81.2 芳悠土井 丹波市氷上町横田

      去 04.01.08 きくひさ 黒原1789984 丸宮土井 足立　和人

4 283 丸池土井 79.7 千代藤土井 丹波市市島町乙河内

CACCAA 原 雌 03.12.05 るいざ２８ 黒2576146 菊俊土井 荻野　浩

2 294 照和土井 80.6 丸宮土井 丹波篠山市黒田

AABBBB 原 雌 03.11.24 さゆり 黒2638194 福広土井 北山　清志

5 264 忠味土井 80.3 茂広波 美方郡新温泉町海上

BBBCCC 去 03.12.24 しげちよ 黒2461430 改 安千代土井 尾崎　広貴

4 303 富智土井 80.5 照忠土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 去 03.11.15 てるつる２ 黒2554435 鶴山土井 西村　岳人

1 249 忠味土井 80.5 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BABBBA 原 去 04.01.08 みつひめ 黒2735249 丸富土井 坂本　隆子

99
16470-0358-4

100
16470-0359-1

101
16470-0360-7

105
14228-5321-2

106
14228-5287-1

107
14228-5349-6

102
16470-0362-1

103
15611-1366-6

104
16348-7502-6

111
15025-2303-5

112
15423-3351-9

108
14228-5264-2

109
16559-7046-5

110
15025-1999-1



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

7 281 照和土井 82.3 菊西土井 美方郡香美町小代区神水

AABBBB 去 03.12.07 ともよし２ 黒原1524432 改 菊俊土井 藤原　敏和

11 277 悠哲土井 81.3 菊俊土井 美方郡香美町小代区佐坊

CCCCBA 去 03.12.11 ふく３ 黒原1524446 谷福土井 本上　純也

3 297 芳悠土井 81.5 照村土井 背大輪 美方郡香美町村岡区長瀬

      去 03.11.21 みやふくじん 黒原1709588 菊俊土井 その他 谷渕　侑生

1 304 忠味土井 81.1 山勝土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 03.11.14 とき 黒原1819491 芳悠土井 森脇　雄一

10 300 富智土井 82.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 03.11.18 まるみ２ 黒原1482238 高育 菊俊土井 森脇　雄一

10 283 悠森土井 82.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 03.12.05 ふくさと２ 黒原1482237 高 福芳土井 森脇　雄一

10 303 照和土井 79.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

ABBCBA 原 雌 03.11.15 しめか 黒2402079 福芳土井 伊沢　正一

11 264 照忠土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBCAAB 雌 03.12.24 ふくてるひめ１ 黒2391456 照広土井 対中　広芳

2 255 忠味土井 82.7 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

BBBBBA 原 雌 04.01.02 みやよしふく 黒原1804280 福広土井 田中　一馬

1 273 山伸土井 83.1 照忠土井 美方郡香美町小代区東垣

AABBAB 原 雌 03.12.15 たかてる８ 黒原1841662 福芳土井 中村　健治

2 251 忠味土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

CABBAA 原 雌 04.01.06 よしひさ 黒2638139 丸福土井 小林　一樹

2 307 照忠土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 雌 03.11.11 ふくこ 黒原1785591 福芳土井 中井　のり子

10 291 富智土井 78.5 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 雌 03.11.27 きくにしき２ 黒2413820 菊俊土井 中井　のり子

8 281 照和土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

ABBAAA 原 雌 03.12.07 たまひめ２の６ 黒原1624582 高育 照長土井 植田　秀作

113
15025-2153-6

117
15025-1934-2

118
15025-1942-7

119
15025-2186-4

114
16329-9919-9

115
15025-1915-1

116
15025-1937-3

123
15025-2132-1

124
16450-0640-2

125
16450-0642-6

120
16450-0568-9

121
15423-3398-4

122
15025-2333-2

126
15025-2098-0



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1 295 丸若土井 79.3 照忠土井 宍粟市千種町黒土

      雌 03.11.23 まれか 黒2730576 芳悠土井 金本　清実

1 318 忠味土井 79.8 芳山土井 宍粟市一宮町上岸田

BAABAA 原 雌 03.10.31 うづきやま 黒2691090 丸宮土井 大封アグリ　一宮牧場

15 315 忠味土井 80.0 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

CBBAAA 原 雌 03.11.03 まりも３ 黒2413877 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

7 282 照立土井 84.2 宮奥城 豊岡市但東町河本

BCBCCC 去 03.12.06 みやまつ 黒2424417 改 谷美土井 森井　正彦

11 274 照和土井 80.3 丸福土井 豊岡市但東町河本

BBBCBB 去 03.12.14 みやふく 黒原1507996 改 北宮波 森井　正彦

6 274 藤彦土井 81.0 宮菊城 豊岡市但東町河本

AABCCA 原 去 03.12.14 みやてる 黒原1655341 改 宮奥城 森井　正彦

10 259 忠味土井 81.2 丸福土井 豊岡市九日市中町

CBCBAB 去 03.12.29 つるみの５ 黒原1524488 改 照長土井 谷山　道洋

1 248 藤彦土井 81.2 丸宮土井 豊岡市九日市中町

ABBCCA 原 去 04.01.09 ゆめみや 黒原1819509 菊俊土井 谷山　道洋

1 281 丸池土井 79.6 丸福土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 03.12.07 きくまる 黒2704022 福芳土井 高橋　副武

7 280 丸池土井 79.5 芳山土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 去 03.12.08 みやよし 黒2482902 丸福土井 高橋　副武

3 275 丸若土井 80.8 照忠土井 養父市大屋町宮本

      去 03.12.13 たかこ２の１ 黒2642290 芳悠土井 寺尾　智也

13 256 丸若土井 80.6 照一土井 朝来市岩津

BABAAB 去 04.01.01 みやてる８ 黒原1449862 菊俊土井 西垣　篤志

14 253 丸若土井 82.8 照長土井 朝来市岩津

BABAAC 去 04.01.04 もも 黒原1342737 第２安鶴土井 西垣　篤志

9 255 丸若土井 81.3 照忠土井 養父市森

AAABAA 原 雌 04.01.02 なつただ 黒原1594193 福芳土井 田村　牧子

129
16226-1188-9

130
16450-1471-1

131
16450-1473-5

127
15655-5427-4

128
16226-1187-2

135
16450-1618-0

136
16450-1615-9

137
15025-2720-0

132
16450-1474-2

133
16450-1183-3

134
15098-5841-3

138
15025-3066-8

139
15025-3067-5

140
16450-1041-6



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1 261 丸池土井 81.6 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

CACAAA 原 雌 03.12.27 てるふく１の３ 黒原1819517 丸宮土井 岩花　希

7 268 忠味土井 80.4 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BAAAAA 原 雌 03.12.20 ふくまる 黒2482891 福俊土井 上垣　勇吾

1 290 丸池土井 79.0 照忠土井 豊岡市引野

      雌 03.11.28 てるよし 黒2674446 芳山土井 竹村　清志

8 279 照和土井 80.0 菊西土井 豊岡市出石町上野

BBCABB 原 雌 03.12.09 きみこ 黒原1594180 鶴山土井 山本　憲一

7 298 丸春土井 78.4 芳山土井 宍粟市山崎町葛根

BBBBAA 原 去 03.11.20 おじろ７７２ 黒2413879 光菊波 吉岡　慎治

4 240 丸若土井 80.7 芳悠土井 姫路市夢前町新庄

AAABAA 原 去 04.01.17 ごいちよ５８３ 黒2592291 福芳土井 西影　昌久

6 258 丸春土井 80.8 照忠土井 佐用郡佐用町佐用

CAABAA 原 去 03.12.30 たかてるまる 黒2519131 芳山土井 兵庫県立佐用高等学校

7 275 茂貴波 81.1 芳悠土井 三田市長坂

      原 去 03.12.13 やすひさ 黒原1687322 茂康波 吉本　大佑

4 266 丸池土井 81.3 照忠土井 三田市東山

CABBAA 原 去 03.12.22 ふくただ 黒2565052 芳山土井 福田　楓

5 295 丸若土井 80.6 芳悠土井 三田市ゆりのき台

AAABAA 原 雌 03.11.23 なみひめ１５ 黒2517170 照長土井 岡本　光史

6 265 藤彦土井 80.5 丸富土井 三田市沢谷

AACCCA 原 去 03.12.23 のりふく３ 黒2517156 福芳土井 妻鹿　亮輔

5 265 藤彦土井 81.1 丸富土井 三田市沢谷

AABCBA 原 去 03.12.23 とみよし 黒2565048 福芳土井 妻鹿　亮輔

3 259 忠味土井 81.3 丸宮土井 三田市沢谷

CBABAA 原 去 03.12.29 おみち 黒2629963 福芳土井 妻鹿　亮輔

4 258 丸若土井 80.2 照忠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 去 03.12.30 こはる２ 黒2598954 福芳土井 妻鹿　亮輔

141
15025-3022-4

142
15025-3125-2

143
16450-1128-4

147
14117-3266-5

148
14427-0011-4

149
14795-0305-4

144
15025-3092-7

145
14117-3171-2

146
16457-6944-4

153
16470-0369-0

154
16470-0371-3

150
16471-3994-8

151
16470-0375-1

152
16470-0367-6



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

5 298 丸春土井 80.1 菊俊土井 三田市沢谷

BBBCBA 原 雌 03.11.20 みやあさ３ 黒2491626 福芳土井 妻鹿　亮輔

13 266 丸若土井 80.1 第２安鶴土井 小野市長尾町

BAAAAB 去 03.12.22 みやよしたけ４１ 黒2256505 福俊土井 岡田　秀子

1 276 照忠土井 80.8 芳悠土井 小野市広渡町

CABAAA 原 去 03.12.12 やよい１ 黒2703996 丸福土井 前田　勇雄

12 273 丸若土井 81.7 福広土井 丹波市柏原町柏原

BAAAAB 去 03.12.15 よしみ 黒原1444399 福芳土井 下山　一彦

13 270 丸池土井 80.1 菊宮土井 丹波市山南町北和田

CACBAB 去 03.12.18 ゆきてる７ 黒原1409601 谷福土井 田中　憲蔵

2 261 丸池土井 80.4 千代藤土井 丹波市氷上町大谷

CACBAA 原 去 03.12.27 ぷれじぃる１７４ 黒2657167 丸富土井 十倉　明雄

11 290 丸若土井 81.6 福広土井 丹波市柏原町下小倉

BBABAB 原 雌 03.11.28 みつふく５ 黒原1444368 菊照土井 上田　真吾

2 308 忠味土井 80.0 丸春土井 右頸拳大輪 丹波市市島町乙河内

      雌 03.11.10 はるたかやす 黒2662652 芳悠土井 その他 荻野　浩

5 245 丸若土井 82.5 丸富土井 丹波篠山市曽地口

BAAAAA 原 去 04.01.12 とみこ 黒2549571 照一土井 清水　健司

2 264 茂和美波 81.0 鶴丸土井 美方郡香美町村岡区和池

CACBAB 去 03.12.24 しげ５ 黒2657094 菊俊土井 西崎　武志

4 260 照和土井 80.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BABAAB 去 03.12.28 てるにしき 黒2570808 照長土井 井上　哲也

11 256 芳悠土井 82.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABACCA 原 去 04.01.01 おじろ１の１４ 黒原1482206 高 照長土井 井上　哲也

1 268 忠味土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 03.12.20 ひでくに２ 黒原1819493 丸富土井 森脇　雄一

13 282 悠森土井 81.6 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 03.12.06 はるか２ 黒原1404862 高 鶴山土井 森脇　雄一

155
16470-0352-2

159
14228-5320-5

160
14228-5396-0

161
14228-5302-1

156
15611-1367-3

157
15611-1405-2

158
14228-5314-4

165
15025-2090-4

166
15025-2092-8

167
15025-2452-0

162
15097-5095-3

163
16559-7072-4

164
15025-1899-4

168
15025-1947-2



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1 306 忠味土井 81.2 芳悠土井 美方郡香美町小代区大谷

BAABAA 原 去 03.11.12 さかえ５ 黒原1819494 菊俊土井 佃　みのり

1 285 悠森土井 81.4 照和土井 美方郡新温泉町飯野

      去 03.12.03 きくつる２ 黒原1785590 鶴山土井 村尾　高司

3 270 照和土井 80.3 丸明波 美方郡新温泉町多子

BABAAA 原 去 03.12.18 ももこ３ 黒2612154 照忠土井 竹下　与輔

8 251 照和土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

AAACBA 原 去 04.01.06 こすぎ３の４ 黒原1624591 高育 丸福土井 田中　孝広

9 300 照忠土井 80.3 菊俊土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAB 原 雌 03.11.18 はつよ 黒原1524473 改 福芳土井 尾崎　栄太郎

11 285 忠味土井 80.6 鶴丸土井 美方郡新温泉町切畑

CACBAA 原 雌 03.12.03 なみひで１ 黒原1524420 改 照波土井 倉田　拓磨

9 282 丸彩土井 82.8 丸富土井 美方郡香美町小代区貫田

CCBCBC 雌 03.12.06 ふじみ３ 黒原1524447 照長土井 小林　義富

2 275 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABBAA 原 雌 03.12.13 きくてるひさ 黒原1804290 照美土井 今井　正人

10 257 照和土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BCCCCB 原 雌 03.12.31 ６２ながふく２ 黒原1542176 照長土井 長瀬　五一

2 268 芳悠土井 81.7 丸明波 美方郡香美町村岡区味取

BABBAA 原 雌 03.12.20 ゆきなが１８ 黒原1785575 照長土井 西山　秀二

7 264 芳悠土井 80.1 照美土井 美方郡香美町村岡区味取

BACAAA 原 雌 03.12.24 てるてる 黒原1605624 丸富土井 西山　勝

4 249 丸若土井 83.6 芳悠土井 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 雌 04.01.08 きよみ 黒原1732538 菊俊土井 淀　貴至

2 242 丸若土井 80.3 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

BAABAA 原 去 04.01.15 ゆみな 黒2634545 丸富土井 岸本　章弘

1 281 丸春土井 81.2 芳山土井 宍粟市一宮町上岸田

BABCBA 原 去 03.12.07 めぐよし 黒2691092 第１満金波 大封アグリ　一宮牧場

171
15025-2216-8

172
15025-2075-1

173
15025-1870-3

169
15025-2218-2

170
15025-2197-0

177
15025-1710-2

178
16450-0661-7

179
16450-0663-1

174
16450-0475-0

175
13771-9024-0

176
15025-2302-8

180
15025-2625-8

181
16236-1135-2

182
16226-1198-8



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

14 305 丸池土井 82.0 菊俊土井 養父市養父市場

CACCAA 去 03.11.13 あおたけ 黒原1391352 第２鶴雪土井 吉村　英美

8 272 芳悠土井 83.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBABA 原 去 03.12.16 かめまる 黒原1627794 菊俊土井 高橋　副武

4 272 丸若土井 80.7 千代藤土井 養父市大屋町若杉

AAABAA 原 去 03.12.16 たみえ 黒2584521 福芳土井 高橋　潤也

2 277 藤彦土井 80.7 丸春土井 朝来市和田山町中

AACCCA 原 去 03.12.11 まゆはる 黒2629942 照長土井 宮田　靖仁

8 261 丸池土井 80.0 菊西土井 朝来市和田山町野村

BACBAA 原 去 03.12.27 ふくにし１１ 黒原1561903 福芳土井 宮田　貴身仁

11 270 忠味土井 80.3 宮弘波 豊岡市中郷

BAACAA 原 去 03.12.18 るな 黒原1489155 改 谷石土井 新田　義孝

4 266 忠味土井 80.8 芳山土井 豊岡市中郷

AAACAA 原 去 03.12.22 きいちご２ 黒2554548 福広土井 新田　拡樹

6 299 照和土井 78.0 丸福土井 豊岡市日高町知見

CACBAB 去 03.11.19 てるまるこ 黒2496968 照長土井 山崎　豊志

3 295 丸春土井 79.6 宮菊城 豊岡市但東町河本

      去 03.11.23 きくよし 黒2629909 芳悠土井 森井　正彦

8 292 芳山土井 80.2 宮弘波 豊岡市但東町河本

BAACAB 原 雌 03.11.26 まさみや 黒原1528522 改 照長土井 森井　正彦

1 346 山伸土井 78.7 照立土井 朝来市和田山町安井

AABAAA 原 雌 03.10.03 なおたて 黒2694973 丸尚土井 県北部農業技術センタ

3 257 丸池土井 81.1 照忠土井 朝来市岩津

BABBAA 原 雌 03.12.31 まゆみ６の２ 黒2598902 福芳土井 西垣　篤志

3 307 丸若土井 83.8 芳悠土井 養父市八鹿町高柳

BAABAA 原 雌 03.11.11 みつやふく 黒原1709845 丸福土井 但馬農高

1 312 照立土井 81.3 丸宮土井 乳頭異常 豊岡市目坂

      雌 03.11.06 よしもと３ 黒原1819508 芳悠土井 その他 谷口　正徳

183
16450-1201-4

184
16450-1620-3

185
16450-1621-0

189
16450-0991-5

190
15025-2754-5

191
16450-1467-4

186
16450-1523-7

187
15025-2824-5

188
16450-0990-8

195
16450-1092-8

196
13771-9685-3

192
16450-1468-1

193
08727-6570-0

194
15025-3065-1



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

8 278 照和土井 81.0 丸宮土井 豊岡市宮井

AAABBB 原 雌 03.12.10 なつ８ 黒原1608713 改 照長土井 綿田　謙

3 276 照和土井 80.3 芳悠土井 豊岡市宮井

ABABBA 原 雌 03.12.12 あおやま 黒2574978 菊俊土井 綿田　謙

2 300 丸若土井 80.8 照忠土井 佐用郡佐用町横坂

      雌 03.11.18 まるよし１ 黒2657205 芳山土井 横坂共栄農場

12 255 丸池土井 82.2 光照土井 神崎郡市川町小畑

CACBAA 原 雌 04.01.02 いけだ１ 黒原1386667 照長土井 森本　慶子

3 303 藤彦土井 78.6 丸宮土井 姫路市白鳥台

AABCBA 原 雌 03.11.15 はちふく１ 黒2582686 芳悠土井 石原　寛大

1 275 藤彦土井 81.3 芳悠土井 三田市長坂

      去 03.12.13 よしみ 黒2711619 丸宮土井 吉本　章

2 251 丸若土井 81.4 芳悠土井 三田市東山

AAABAA 原 去 04.01.06 ひなこ 黒2674468 北俊土井 福田　楓

1 276 丸若土井 81.0 芳悠土井 三田市ゆりのき台

BAABAA 原 雌 03.12.12 ゆう 黒2711577 菊俊土井 岡本　光史

2 307 照忠土井 80.1 芳山土井 三田市上内神

BAAAAA 原 雌 03.11.11 さちふく５の３ 黒2662668 菊俊土井 蓬莱　宣俊

4 298 丸若土井 80.5 照忠土井 三田市沢谷

      雌 03.11.20 ふゆみ３の２ 黒2598961 福芳土井 妻鹿　亮輔

4 294 丸若土井 80.0 照忠土井 三田市沢谷

      雌 03.11.24 ひろこ 黒2598951 芳山土井 妻鹿　亮輔

2 288 丸若土井 80.8 照忠土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 雌 03.11.30 ななお２ 黒2619908 芳山土井 妻鹿　亮輔

2 284 丸春土井 80.6 照和土井 三田市沢谷

BABBAA 原 雌 03.12.04 みつふく７ 黒2674489 芳山土井 妻鹿　亮輔

1 260 芳悠土井 80.1 丸宮土井 小野市長尾町

CBBAAA 原 去 03.12.28 おかほたる５ 黒2727046 福俊土井 岡田　輝泰

197
15025-2773-6

201
16286-8442-9

202
15655-3704-8

203
14795-0306-1

198
15025-2774-3

199
14117-3208-5

200
16502-0010-9

207
16470-0354-6

208
16470-0357-7

209
16470-0355-3

204
16471-3996-2

205
14431-0018-0

206
16470-0353-9

210
15611-1368-0



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

4 268 丸池土井 80.6 菊俊土井 小野市広渡町

CACCAA 去 03.12.20 ふくひめ３ 黒2561129 福芳土井 前田　勇雄

1 304 丸若土井 80.6 宮菊城 加西市常吉町

AAAAAA 原 雌 03.11.14 みちこ 黒2727052 芳悠土井 県立農業大学校

3 277 丸若土井 80.2 千代藤土井 丹波市山南町北和田

BABAAA 原 去 03.12.11 まなふじ 黒2619950 福俊土井 田中　憲蔵

3 280 照和土井 80.2 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

ABBABA 原 去 03.12.08 きよふく 黒2565029 福俊土井 前田　貴雄

2 292 丸池土井 81.1 芳悠土井 丹波市市島町乙河内

CACBAA 原 去 03.11.26 さちひさ 黒原1772070 菊俊土井 荻野　浩

2 293 丸若土井 82.5 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

AAAAAA 原 雌 03.11.25 ぼたん 黒原1772056 丸宮土井 上田　真吾

6 275 丸若土井 79.5 芳山土井 丹波篠山市今田町市原

AAABAA 原 雌 03.12.13 てるよし 黒2475087 千代藤土井 古家後　康夫

2 239 照忠土井 82.1 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

      去 04.01.18 こゆき３ 黒原1785596 芳悠土井 中村　文吾

3 249 照忠土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BAAAAA 原 去 04.01.08 はつひめ８ 黒原1721817 福芳土井 坂本　隆子

7 263 忠味土井 80.1 照一土井 美方郡新温泉町海上

CCCBBB 去 03.12.25 てるすず 黒原1592126 茅菊波 尾崎　広貴

9 255 芳悠土井 80.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA 原 去 04.01.02 みよ３ 黒原1592119 福芳土井 植田　秀作

6 272 忠味土井 81.3 芳悠土井 美方郡香美町村岡区境

CBCBBA 去 03.12.16 まつてる５ 黒原1679875 照長土井 田中　一馬

4 251 芳悠土井 79.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

BBBBBA 原 去 04.01.06 おじろ１ 黒2594406 照長土井 井上　哲也

3 247 照和土井 80.4 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

BABAAA 原 去 04.01.10 みつふく６ 黒2612145 照長土井 井上　哲也

213
14228-5319-9

214
14228-5297-0

215
14228-5263-5

211
15611-1406-9

212
16507-3874-9

219
15423-3350-2

220
15025-2000-3

221
15025-2099-7

216
14228-5293-2

217
16559-7024-3

218
15025-2018-8

222
15423-3395-3

223
15025-2225-0

224
15025-2228-1



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1 329 忠味土井 79.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区萩山

BAABAA 原 去 03.10.20 たけひさ 黒2703936 菊俊土井 西村　忠一

2 253 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.01.04 てるつる 黒原1804261 丸富土井 森脇　薫明

1 249 忠味土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 04.01.08 みつしげ 黒原1819488 丸富土井 森脇　薫明

7 293 忠味土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 03.11.25 みゆ 黒2480535 照長土井 森脇　薫明

12 316 照和土井 82.0 福広土井 乳頭異常 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 03.11.02 ふくえ２ 黒原1404869 照長土井 その他 小林　操

1 315 忠味土井 81.1 山勝土井 美方郡香美町村岡区味取

CABBAA 原 雌 03.11.03 ゆきやまかつ 黒2703947 茂美波 西山　秀二

4 270 芳悠土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

BBBABA 原 雌 03.12.18 ふくよし１７ 黒2594415 福芳土井 西山　秀二

9 286 忠味土井 81.6 福広土井 美方郡香美町村岡区長瀬

CCCABB 雌 03.12.02 まふみ 黒原1482192 菊照土井 谷渕　侑生

8 287 照和土井 81.0 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAB 原 雌 03.12.01 ますみ３の１５ 黒原1592111 第２安鶴土井 中井　崇泰

2 286 富智土井 80.8 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BACAAA 原 雌 03.12.02 えみり１ 黒2638166 照忠土井 中井　勝

2 286 照和土井 81.1 丸富土井 美方郡新温泉町海上

AABBBA 原 雌 03.12.02 まるみや 黒原1785593 福芳土井 尾崎　栄太郎

2 275 芳悠土井 80.5 丸池土井 宍粟市一宮町安積

CACBAA 原 雌 03.12.13 あゆひめ 黒2657150 宮弘波 上畑　光

2 313 忠味土井 80.1 丸若土井 宍粟市一宮町上岸田

BAABAA 原 雌 03.11.05 はなまる 黒2657146 福芳土井 大封アグリ　一宮牧場

2 303 芳悠土井 80.3 丸池土井 乳頭異常 宍粟市一宮町上岸田

      雌 03.11.15 てるま 黒2657145 照一土井 その他 大封アグリ　一宮牧場

225
16450-0269-5

226
15025-2446-9

227
15025-2447-6

231
16450-0660-0

232
16450-0103-2

233
16450-0643-3

228
15025-1935-9

229
15025-2205-2

230
16450-0655-6

237
16226-1189-6

238
16226-1193-3

234
15025-2246-5

235
15025-1871-0

236
16091-1294-1



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

11 309 藤彦土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AABCCA 原 去 03.11.09 かこ 黒原1409471 鶴丸土井 上垣　勇吾

3 303 丸池土井 81.1 千代藤土井 養父市大屋町蔵垣

BACBAA 原 去 03.11.15 ともぎく１の１ 黒原1774599 福芳土井 上垣　勇吾

13 269 丸池土井 81.3 菊俊土井 養父市大屋町宮垣

CACCAA 原 去 03.12.19 つねきく 黒原1369036 高 鶴丸土井 岩花　希

11 242 丸若土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 04.01.15 しげてる３の２ 黒原1517628 福芳土井 岩花　進

5 268 丸若土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 03.12.20 ひかる 黒2482899 菊俊土井 高橋　大樹

6 267 忠味土井 80.1 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BABBAA 原 去 03.12.21 まるやま 黒2482900 照一土井 高橋　副武

3 260 忠味土井 81.7 芳悠土井 豊岡市出石町暮坂

BAACAA 原 去 03.12.28 のぶひさ 黒原1701133 改 鶴丸土井 旗谷　仁志

11 263 丸池土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

CACBAA 去 03.12.25 ひかり 黒原1528514 改 照長土井 山本　憲一

1 278 照和土井 80.6 茂貴波 朝来市和田山町土田

      去 03.12.10 ふくしげ 黒2723485 照忠土井 川見　和秀

1 317 丸春土井 80.2 照立土井 朝来市和田山町安井

      雌 03.11.01 ちよたて 黒2711594 千代藤土井 県北部農業技術センタ

10 314 宮菊城 79.4 宮喜 朝来市和田山町安井

BBABBB 原 雌 03.11.04 とみこ 黒2391493 福芳土井 県北部農業技術センタ

6 278 照忠土井 81.1 福芳土井 豊岡市引野

AAABAB 原 雌 03.12.10 ますてるこ６ 黒原1647534 照俊土井 竹村　清志

4 306 丸池土井 81.2 千代藤土井 養父市大屋町宮本

CACBAA 原 雌 03.11.12 ふくぼたん 黒原1709837 芳悠土井 寺尾　和敏

9 275 丸春土井 81.5 福広土井 養父市森

CCCBCB 雌 03.12.13 まきざくら 黒原1594196 菊宮土井 田村　正宏

239
13771-9196-4

243
16450-1626-5

244
16450-1619-7

245
16450-1554-1

240
15025-3123-8

241
15025-3019-4

242
15025-3024-8

249
08727-6574-8

250
16450-1129-1

251
15025-2717-0

246
15025-3091-0

247
13771-9577-1

248
08727-6573-1

252
16450-1037-9



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

1 273 丸春土井 81.5 芳悠土井 養父市森

BBBBBA 原 雌 03.12.15 なつよし 黒原1833223 丸宮土井 田村　正宏

5 234 丸若土井 80.8 芳悠土井 赤穂市木津

AAAAAA 原 雌 04.01.23 ごいちよ２４２ 黒2519150 福芳土井 溝田　泰司

6 253 芳悠土井 80.4 千代藤土井 赤穂市木津

BACBBA 原 雌 04.01.04 ふくこ２１２ 黒2493654 丸富土井 溝田　泰司

5 281 照和土井 82.8 芳悠土井 宍粟市山崎町葛根

ABCBCA 原 雌 03.12.07 よしひさ２ 黒2510300 照菊波 杉田　真人

8 268 忠味土井 80.1 福芳土井 佐用郡佐用町口金近

BBACBA 原 雌 03.12.20 たかてる７ 黒2450337 高 照長土井 田辺　裕基

8 303 忠味土井 81.1 芳悠土井 ET産子 神戸市西区岩岡町古郷

BAABAA 原 雌 03.11.15 やすひさ 黒原1687322 茂康波 神戸市産 碓永　芳輝

10 272 丸若土井 80.7 福広土井 三田市ゆりのき台

AAABAA 原 雌 03.12.16 ひろこ 黒2405256 菊俊土井 岡本　光史

1 289 丸春土井 80.5 照忠土井 三田市上内神

      雌 03.11.29 もりひさ２ 黒2711584 芳悠土井 蓬莱　宣俊

4 283 丸池土井 80.7 照忠土井 三田市沢谷

CACBAA 原 雌 03.12.05 はつはな 黒2536097 芳山土井 妻鹿　亮輔

1 280 藤彦土井 80.5 芳山土井 三田市沢谷

AABCCA 原 雌 03.12.08 しめこ３ 黒2653170 菊俊土井 妻鹿　亮輔

4 269 丸若土井 80.4 照忠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.12.19 ななひめてる 黒2598955 芳山土井 妻鹿　亮輔

2 268 忠味土井 81.1 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.12.20 ひので 黒2629964 丸宮土井 妻鹿　亮輔

2 270 丸池土井 80.0 喜綿 加西市別府町

CACCAA 原 雌 03.12.18 ももこ 黒2634508 福広土井 兵庫畜産技術センター

1 270 照和土井 80.5 千代藤土井 小野市昭和町

AACAAA 原 去 03.12.18 ちよこ 黒2703999 照忠土井 藤本　佳大

255
14117-3193-4

256
13939-3549-8

257
14117-3218-4

253
16450-1038-6

254
14117-3195-8

261
16470-0356-0

262
16470-0361-4

263
16470-0364-5

258
16028-4977-6

259
16471-3997-9

260
14431-0022-7

264
16470-0365-2

265
15609-1312-0

266
15618-1427-3



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

2 270 丸若土井 81.8 芳山土井 丹波市市島町与戸

AAABAA 原 去 03.12.18 よしつねやま２ 黒原1789994 芳悠土井 森本　康典

2 316 忠味土井 81.6 芳悠土井 丹波市市島町喜多

      去 03.11.02 ひさまる 黒原1782422 丸宮土井 西山　進

5 273 丸若土井 81.1 芳悠土井 丹波市青垣町東芦田

AAABAA 原 去 03.12.15 きよつるひさ 黒原1667119 北宮波 前田　貴雄

1 310 丸若土井 81.5 芳悠土井 丹波市市島町中竹田

AAAAAA 原 雌 03.11.08 てるまさてる 黒原1824818 丸宮土井 ひょうたん農場㈱

3 234 丸若土井 80.4 照忠土井 丹波篠山市曽地口

BAABAA 原 去 04.01.23 さかえてる 黒2619941 福芳土井 清水　健司

12 277 丸宮土井 82.0 福広土井 美方郡香美町香住区三谷

BCBBBA 去 03.12.11 ゆめ 黒2329939 高 照俊土井 清水　容和

8 281 丸池土井 83.1 福芳土井 美方郡香美町香住区丹生地

CACBAA 原 去 03.12.07 はるか 黒原1627760 照長土井 淀　貴至

10 283 照忠土井 81.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区神坂

BAAAAB 去 03.12.05 さわよし 黒原1573911 鶴山土井 伊沢　正一

11 268 芳悠土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

BBBCBA 原 去 03.12.20 やすぎく 黒原1444289 照俊土井 阿瀬　稔

5 261 芳悠土井 82.3 照忠土井 美方郡香美町小代区東垣

BBBBBA 原 去 03.12.27 みつてる 黒原1709603 福芳土井 中村　まゆみ

3 259 照和土井 80.3 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

AABAAA 原 去 03.12.29 みつよし 黒2638135 改 福広土井 今井　正人

7 249 忠味土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

BABAAA 原 去 04.01.08 かねひさ 黒原1624555 照一土井 倉田　拓磨

11 298 芳悠土井 80.2 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CBCBBA 去 03.11.20 てるみ 黒原1524451 谷福土井 竹下　千江子

5 302 富智土井 80.8 照也土井 美方郡新温泉町海上

CACAAA 去 03.11.16 てるよし 黒2480542 改 芳悠土井 尾崎　広貴

267
14228-5386-1

268
14228-5292-5

269
14228-5398-4

273
15025-2624-1

274
15025-2184-0

275
15025-2324-0

270
15097-5114-1

271
16559-7073-1

272
15025-2245-8

279
15025-2214-4

280
15025-1996-0

276
15025-2334-9

277
15025-2315-8

278
15025-2425-4



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

3 293 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町井土

BAABAA 原 雌 03.11.25 おおふく 黒2594440 福芳土井 岸　洋志

9 278 忠味土井 79.7 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

BCACCB 原 雌 03.12.10 さち 黒2413819 改 照菊波 山本　智明

7 282 忠味土井 80.3 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

BAABAA 原 雌 03.12.06 ふくひろ２ 黒原1624656 改 谷福土井 小林　義富

6 286 忠味土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BABBAA 原 雌 03.12.02 たかひめ６ 黒原1679873 高 菊俊土井 谷渕　侑生

1 250 照和土井 80.4 山長土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBCBBB 原 雌 04.01.07 １３９みつやま 黒2735211 照長土井 長瀬　久美子

3 288 忠味土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 03.11.30 こにしき２ 黒2554405 照一土井 森脇　雄一

9 283 悠森土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 雌 03.12.05 みつくに 黒原1592074 福芳土井 森脇　雄一

2 264 照和土井 80.3 丸明波 美方郡香美町村岡区丸味

AABBAA 原 雌 03.12.24 ふくよ６ 黒2683796 福芳土井 森脇　雄一

2 254 千代藤土井 81.1 丸春土井 宍粟市波賀町道谷

BACBAA 原 雌 04.01.03 はるゆき 黒2681214 芳悠土井 岸本　壮弘

3 291 照忠土井 80.0 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAA 原 雌 03.11.27 ゆず 黒2634527 芳悠土井 大封アグリ　一宮牧場

1 290 忠味土井 80.2 丸池土井 宍粟市一宮町上岸田

      雌 03.11.28 みちこ 黒2703982 福芳土井 大封アグリ　一宮牧場

2 303 丸若土井 79.6 芳悠土井 朝来市岩津

BAABAA 原 去 03.11.15 にしがき５ 黒2657192 菊俊土井 西垣　篤志

3 272 丸若土井 81.0 照忠土井 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 03.12.16 たださかえ 黒原1766394 福芳土井 宮田　靖仁

9 252 丸春土井 81.3 照忠土井 朝来市和田山町野村

AABAAA 原 去 04.01.05 きくみてる１１ 黒原1576345 福芳土井 宮田　貴身仁

281
14092-7682-9

285
15025-1717-1

286
15025-1952-6

287
15025-1939-7

282
15025-2109-3

283
13771-9026-4

284
16450-0562-7

291
16226-1195-7

292
15025-3063-7

293
16450-1526-8

288
15025-1946-5

289
16236-1131-4

290
16226-1194-0

294
15025-2825-2



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

6 222 照和土井 81.0 芳山土井 豊岡市九日市中町

ABBCBB 去 04.02.04 しげや 黒原1682735 照長土井 谷山　悦子

1 254 照和土井 80.4 丸池土井 豊岡市九日市中町

AABBAA 原 去 04.01.03 しげまる 黒2735279 芳山土井 谷山　悦子

1 245 芳悠土井 81.2 丸春土井 豊岡市但東町河本

AABBAA 原 去 04.01.12 まるさくら 黒原1841705 照忠土井 森井　正伸

7 256 忠味土井 81.1 福芳土井 豊岡市但東町河本

CBCBBB 去 04.01.01 ふくしず 黒原1627772 丸富土井 森井　正彦

1 271 丸宮土井 83.3 芳悠土井 顎鶏卵大白痣 豊岡市但東町河本

      去 03.12.17 よしつる 黒原1841706 菊俊土井 その他 森井　正伸

8 256 丸若土井 81.0 照一土井 養父市養父市場

CAAAAB 去 04.01.01 つるあき１の１ 黒原1594213 菊俊土井 吉村　英美

1 267 丸若土井 81.3 照忠土井 養父市森

BAAAAA 原 去 03.12.21 ふさただ 黒原1819510 福広土井 田村　牧子

2 286 丸若土井 80.2 奥虎 豊岡市宮井

AABBAB 原 雌 03.12.02 ずいけん 黒2687526 菊俊土井 綿田　謙

1 317 照立土井 80.8 丸春土井 豊岡市宮井

ABABAA 原 雌 03.11.01 くくひめ７ 黒2704006 丸福土井 綿田　謙

1 262 忠味土井 81.5 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

      雌 03.12.26 まるきよ 黒原1833222 芳悠土井 小牧　伸典

11 273 芳悠土井 82.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BBBAAA 原 雌 03.12.15 あかつね 黒原1528550 谷美土井 高橋　大樹

4 268 丸若土井 80.3 千代藤土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 03.12.20 まつなが 黒2584518 照長土井 高橋　潤也

5 256 藤彦土井 81.1 丸典土井 養父市大屋町若杉

AABCCA 原 雌 04.01.01 りかこ 黒原1709829 照長土井 高橋　潤也

1 263 丸春土井 80.7 千代藤土井 宍粟市山崎町葛根

      雌 03.12.25 みちふじ 黒2727027 照忠土井 吉岡　慎治

297
16450-1477-3

298
16450-1476-6

299
16450-1475-9

295
15423-3898-9

296
15423-3894-1

303
15025-2771-2

304
16450-1340-0

305
16450-1623-4

300
16450-1202-1

301
16450-1040-9

302
15025-2768-2

306
16450-1625-8

307
16450-1629-6

308
14117-3172-9



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

6 232 藤彦土井 80.8 丸富土井 姫路市夢前町新庄

AACCCA 原 雌 04.01.25 たるきち 黒2502832 福芳土井 西影　昌久

6 263 丸池土井 81.0 照忠土井 姫路市夢前町新庄

CACAAA 原 雌 03.12.25 おおただ 黒2519146 丸宮土井 西影　昌久

2 269 忠味土井 79.8 丸春土井 三田市ゆりのき台

CBABAA 原 雌 03.12.19 ゆき 黒2674502 菊俊土井 岡本　光史

1 269 丸若土井 81.7 芳悠土井 神戸市北区淡河町神田

BAABAA 原 雌 03.12.19 にしみ 黒2711565 菊西土井 奥下　均

1 291 照忠土井 81.3 芳山土井 三田市上内神

BAABAB 原 雌 03.11.27 とくしげ 黒2723492 菊俊土井 蓬莱　宣俊

3 269 藤彦土井 80.6 芳悠土井 三田市沢谷

AABCCA 原 雌 03.12.19 きくひさ 黒2576167 福広土井 妻鹿　亮輔

3 264 丸春土井 80.3 芳山土井 三田市沢谷

BBBBBA 原 雌 03.12.24 あや２８ 黒2576161 福芳土井 妻鹿　亮輔

1 261 丸春土井 0.0 照忠土井 母牛無登録 三田市沢谷

      雌 03.12.27 かえで2 　0000000 丸宮土井 その他 妻鹿　亮輔

4 252 丸若土井 81.1 照忠土井 三田市沢谷

AAAAAA 原 雌 04.01.05 ゆきまさ 黒2642435 福芳土井 妻鹿　亮輔

3 260 丸池土井 81.0 藤彦土井 加西市別府町

BABCBA 原 雌 03.12.28 あわふじひめ 黒原1759869 菊俊土井 兵庫畜産技術センター

2 250 千代藤土井 80.4 芳悠土井 小野市河合西町

AACAAA 原 雌 04.01.07 みつふく２１２ 黒2634501 丸宮土井 堀井　光仁

14 273 照和土井 80.3 照長土井 丹波市氷上町油利

CBCBBA 去 03.12.15 あけぼの２ 黒原1351938 第２安鶴土井 山本　定夫

1 293 丸若土井 81.1 芳悠土井 丹波市春日町野上野

      去 03.11.25 ゆきひさ 黒原1824829 丸宮土井 水原　彩子

5 243 丸若土井 82.1 芳悠土井 丹波市市島町中竹田

BAAAAA 原 去 04.01.14 みやの 黒原1709791 丸宮土井 ひょうたん農場㈱

309
16457-6945-1

310
16457-6943-7

311
16471-3999-3

315
16470-0368-3

316
16470-0376-8

317
16470-0384-3

312
15361-2143-6

313
14431-0020-3

314
16470-0363-8

321
14228-5385-4

322
15097-5116-5

318
15609-1338-0

319
15611-1371-0

320
14228-5315-1



雌： 142 雄： 去： 182 合計 324
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

令和4年9月14日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

育種価資格

12 282 丸若土井 82.0 福芳土井 丹波市氷上町氷上

AAABAA 原 去 03.12.06 まどか２ 黒原1369071 高 菊俊土井 元田　育次

6 298 宮菊城 81.0 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

BAAAAA 原 雌 03.11.20 たかとみ５ 黒原1662070 福芳土井 前田　貴雄
324

14228-5298-7

323
14228-5348-9


