
雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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

13 280 忠味土井 80.3 丸博土井 美方郡香美町村岡区味取

CABCAA 原 去 04.01.05 やすひで１ 黒原1444293 改 照長土井 村岡アグリファーム㈱

11 263 山長土井 80.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

CCCCCC 去 04.01.22 さち 黒原1444276 照長土井 田中　一馬

11 272 照忠土井 81.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 04.01.13 きくつるみ３の９ 黒原1524395 高育 照長土井 対中　広芳

11 265 悠森土井 81.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.01.20 としえ 黒原1524401 福芳土井 森脇　薫明

2 240 悠森土井 81.4 丸明波 美方郡香美町村岡区丸味

      去 04.02.14 はちまる４の１ 黒原1804262 照忠土井 森脇　薫明

10 246 忠味土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CACAAA 去 04.02.08 えいこ５ 黒原1482253 谷福土井 竹下　与輔

2 282 忠味土井 81.5 丸明波 美方郡新温泉町飯野

CABBAA 原 去 04.01.03 ますあき 黒原1752814 福広土井 中井　のり子

8 249 忠味土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBBB 去 04.02.05 ふくにしき 黒原1605632 照長土井 村尾　賢一

1 235 照忠土井 84.0 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

BAAAAA 原 去 04.02.19 にしきやま２ 黒原1841693 芳山土井 中村　文吾

3 278 忠味土井 81.2 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

BABBBA 原 去 04.01.07 ふくみ 黒原1772052 丸富土井 田中　充

5 259 富智土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

CABBAA 原 去 04.01.26 ひめ 黒2514954 照長土井 尾崎　広貴

1 230 照忠土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BAAAAA 原 雌 04.02.24 ちはる８の２の５ 黒原1841690 照一土井 植田　秀作

3 253 山伸土井 80.0 照忠土井 美方郡新温泉町中辻

AABAAA 原 雌 04.02.01 ありさ１の２ 黒2638151 芳山土井 高美　治

6 277 芳悠土井 80.7 照忠土井 美方郡香美町小代区貫田

BACBBA 原 雌 04.01.08 ふくただ 黒2514956 福芳土井 小林　一樹
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 300 照和土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町小代区秋岡

ABBBBA 原 雌 03.12.16 ななみ 黒原1819495 福広土井 今井　正人

6 287 忠味土井 81.5 芳悠土井 左顔大輪 美方郡香美町小代区秋岡

      雌 03.12.29 ひさふく 黒原1624651 菊俊土井 その他 今井　正人

16 289 忠味土井 81.1 茂美波 美方郡香美町村岡区丸味

CACBAB 雌 03.12.27 まつよ６ 黒原1299663 改 安谷土井 小林　操

9 282 茂和美波 79.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区和池

CACBAB 雌 04.01.03 あきほ７ 黒2391451 照長土井 西崎　武志

4 247 丸若土井 83.1 石義丸 美方郡香美町香住区丹生地

BAAAAA 原 雌 04.02.07 きよこの１ 黒原1709597 改 丸宮土井 今西　修輔

1 312 照忠土井 80.4 丸宮土井 乳頭異常 宍粟市波賀町道谷

      雌 03.12.04 もみじ５ 黒2681217 福芳土井 その他 岸本　壮弘

7 303 千代藤土井 81.0 芳山土井 宍粟市波賀町道谷

BACBAA 原 雌 03.12.13 みゆき 黒2431382 照長土井 岸本　章弘

2 277 照忠土井 80.0 千代藤土井 宍粟市一宮町上岸田

      去 04.01.08 ちよの 黒2657149 丸富土井 大封アグリ　一宮牧場

5 255 丸若土井 80.6 芳山土井 豊岡市中郷

AAABAA 原 去 04.01.30 きくよし 黒2519018 菊西土井 新田　拡樹

15 240 丸池土井 79.3 福俊土井 豊岡市中郷

BACBAA 原 去 04.02.14 きくこ２ 黒2252628 鶴味土井 新田　拡樹

12 247 丸若土井 80.6 菊俊土井 豊岡市野上

BAABAB 去 04.02.07 きくやす２１ 黒原1489161 高 谷福土井 西垣　富夫

12 246 藤彦土井 81.6 菊宮土井 豊岡市但東町高竜寺

AABCBB 去 04.02.08 まつえ 黒原1449822 福芳土井 小牧　伸典

8 281 照和土井 80.7 丸福土井 朝来市和田山町土田

      去 04.01.04 ふくまる 黒原1608729 福芳土井 川見　和秀

1 272 丸若土井 81.7 奥虎 朝来市和田山町中

BAAAAA 原 去 04.01.13 きよとら 黒原1841744 菊俊土井 宮田　靖仁
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 267 忠味土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 04.01.18 まきあめ 黒原1627793 福広土井 高橋　大樹

1 265 丸若土井 81.4 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      去 04.01.20 ふく４６３ 黒原1841717 宮菊城 高橋　大樹

5 264 丸若土井 80.6 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 04.01.21 あめつき 黒2554617 福広土井 高橋　潤也

7 259 丸若土井 82.0 照一土井 養父市三宅

AAAAAA 原 雌 04.01.26 こすぎ２ 黒原1627775 芳悠土井 太田　克典

8 268 丸池土井 79.1 丸福土井 養父市大屋町大屋市場

CACBAA 原 雌 04.01.17 ふくたま 黒2416015 照長土井 岩花　進

7 264 丸若土井 80.6 芳悠土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 雌 04.01.21 さとみ２ 黒原1627784 菊俊土井 岩花　進

2 265 丸池土井 80.8 丸春土井 養父市大屋町大屋市場

      雌 04.01.20 ぼたん１の２ 黒2687548 千代藤土井 岩花　進

10 272 芳悠土井 81.6 照一土井 豊岡市但東町唐川

BBBCCB 原 雌 04.01.13 てるよし 黒原1528525 菊安土井 中儀　吉郎

10 255 芳悠土井 82.0 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA 原 雌 04.01.30 ふくみや 黒原1561863 高育 谷福土井 加悦　大三郎

8 292 照忠土井 80.4 福芳土井 豊岡市引野

AAABAB 原 雌 03.12.24 としこ３ 黒原1576331 菊俊土井 竹村　清志

3 277 北菊栄 80.6 茂和美波 朝来市和田山町安井

      雌 04.01.08 しげふみ 黒2594463 北丸土井 県北部農業技術センタ

4 270 北菊栄 81.5 菊優土井 朝来市和田山町安井

      雌 04.01.15 さえこ 黒原1709805 菊俊土井 県北部農業技術センタ

2 249 忠味土井 80.4 丸宮土井 赤穂市木津

      雌 04.02.05 てるこ１ 黒2634568 宮弘波 溝田　泰司

5 262 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
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 269 忠味土井 80.7 芳山土井 兵庫県赤穂市鷏和

BABBBB 原 雌 04.01.16 さくら２ 黒2531365 宮弘波 後藤　那由太

8 269 丸若土井 80.0 菊西土井 西脇市住吉町

CACAAA 去 04.01.16 みつふく３５の６ 黒2402147 照長土井 岡本　利弘

1 289 丸春土井 80.8 芳悠土井 三田市下内神

      去 03.12.27 ひなこ 黒2723500 芳山土井 円丁　一良

2 286 丸春土井 81.1 照忠土井 三田市上内神

BABBAA 原 去 03.12.30 みやまちてる１８ 黒2662670 丸宮土井 蓬莱　宣俊

2 285 忠味土井 81.1 丸宮土井 三田市沢谷

BAAAAA 原 去 03.12.31 さとみ 黒2642434 芳悠土井 妻鹿　亮輔

3 279 丸池土井 80.7 照忠土井 三田市沢谷

CABBAA 原 去 04.01.06 ななひめ 黒2629970 芳山土井 妻鹿　亮輔

9 279 丸宮土井 77.8 菊俊土井 小野市広渡町

CCBBBB 去 04.01.06 ふくみ４ 黒2384193 谷福土井 前田　勇雄

9 265 照忠土井 81.3 丸宮土井 加古川市志方町横大路

CAAAAB 去 04.01.20 ちあき 黒2398427 福芳土井 松岡　功

1 240 丸若土井 81.6 芳悠土井 丹波市市島町下竹田

AAAAAA 原 去 04.02.14 てるいちの３ 黒原1838739 照一土井 ㈱丹波農商

5 279 西杉土井 82.3 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

CBCBBB 去 04.01.06 さくらひめ 黒2485557 菊俊土井 上田　晴世

8 250 山伸土井 80.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

BACAAB 原 雌 04.02.04 まるひさ 黒原1592294 福広土井 足立　尚之

6 259 悠温土井 82.6 照忠土井 丹波市春日町鹿場

      原 雌 04.01.26 よしやす２７ 黒原1679941 改 芳山土井 田川　良一

1 256 丸池土井 80.5 芳山土井 丹波篠山市郡家

CABBAA 原 去 04.01.29 いくよし 黒2727042 照一土井 松浦　俊明

9 275 忠味土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

AAACBA 原 去 04.01.10 ひさよし 黒原1524478 鶴丸土井 田中　孝広
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

7 259 照和土井 82.7 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

AABAAA 原 去 04.01.26 よしふく２ 黒原1653839 高育 照一土井 尾崎　喜代美

3 261 茂広波 81.4 芳山土井 美方郡新温泉町浜坂

ACBCCC 去 04.01.24 ぼたん７ 黒原1752812 福広土井 渡邊　大直

1 249 富智土井 80.3 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAA 去 04.02.05 まき 黒2735245 丸福土井 県立但馬牧場公園

1 281 照忠土井 80.6 茂貴波 美方郡新温泉町塩山

      去 04.01.04 たかやす 黒2735247 菊俊土井 西村　岳人

4 280 照和土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA 原 去 04.01.05 よしかぜ 黒原1709642 菊俊土井 中井　のり子

5 277 丸明波 80.4 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

CACCAA 去 04.01.08 たかこ２ 黒2554441 芳山土井 中井　勝

11 283 忠味土井 82.5 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAABBB 去 04.01.02 よしなみ 黒原1482265 菊安土井 山本　斉

11 279 忠味土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町小代区貫田

BBACBB 去 04.01.06 きくひめ２ 黒原1524504 福芳土井 小林　一樹

1 259 照和土井 81.7 芳悠土井 美方郡香美町小代区神場

AABBBA 原 去 04.01.26 もとみ８ 黒原1841659 福広土井 上治　秀正

2 274 照和土井 79.8 丸福土井 美方郡香美町村岡区味取

CABBAA 去 04.01.11 やすよ 黒2612146 照長土井 阿瀬　稔

6 237 忠味土井 80.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 04.02.17 つるよし 黒2514923 改 照長土井 森脇　雄一

8 274 忠味土井 80.1 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAACAA 原 雌 04.01.11 ななたに２ 黒原1624634 照長土井 森脇　雄一

10 284 芳悠土井 80.2 照一土井 美方郡香美町村岡区宿

AACAAA 原 雌 04.01.01 かつみや 黒原1482152 福芳土井 上田　伸也

3 284 照和土井 79.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 04.01.01 １２７きくとみ４ 黒2683788 丸富土井 長瀬　五一
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

13 276 丸明波 80.7 照長土井 美方郡香美町小代区秋岡

BACCCA 原 雌 04.01.09 みやふくてる 黒2289511 福芳土井 今井　正人

5 260 照忠土井 81.8 芳山土井 美方郡香美町小代区東垣

BAABAB 原 雌 04.01.25 ももひめ５ 黒原1679884 菊俊土井 中村　まゆみ

6 265 山伸土井 80.7 照忠土井 美方郡新温泉町多子

BABAAC 雌 04.01.20 すみれ３ 黒2514940 幸豊土井 竹下　千江子

2 274 芳悠土井 80.0 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

BABBAA 原 雌 04.01.11 ごいふく 黒2657104 菊俊土井 村尾　賢一

3 272 照和土井 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町海上

AAABAA 原 雌 04.01.13 てるくに 黒原1752819 芳山土井 尾崎　栄太郎

3 284 忠味土井 80.8 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

BABAAA 原 雌 04.01.01 ぷれじぃる１３９ 黒2615473 菊西土井 岸本　壮弘

3 275 丸池土井 81.1 鶴神土井 宍粟市波賀町道谷

CACBAA 原 雌 04.01.10 つる 黒2592287 丸富土井 岸本　章弘

3 243 丸若土井 80.4 芳悠土井 養父市大屋町宮本

BAABAA 原 去 04.02.11 あきほ６の５ 黒2642292 菊波土井 寺尾　智也

11 258 丸池土井 80.1 菊俊土井 養父市大屋町宮本

CACCBA 去 04.01.27 たまとし 黒原1489232 照長土井 寺尾　和敏

7 268 藤彦土井 80.3 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AABCCA 原 去 04.01.17 やすひさ２４ 黒原1608725 福広土井 上垣　勇吾

4 274 藤彦土井 78.8 丸福土井 豊岡市日高町知見

BACCCA 原 去 04.01.11 ふくふく 黒2554542 福芳土井 山崎　豊志

1 257 忠味土井 80.4 丸若土井 豊岡市宮井

BAAAAA 原 去 04.01.28 たにたかな 黒2735281 照也土井 こうのとり風土（合）

5 265 丸池土井 81.4 宮菊城 豊岡市宮井

BABBAA 原 去 04.01.20 めい８ 黒原1725503 福広土井 こうのとり風土（合）

13 273 丸若土井 84.0 谷石土井 豊岡市駄坂

BAAAAB 去 04.01.12 かりゆし 黒原1449812 改 菊安土井 谷口　佳広
84

15025-3104-7

81
15025-2757-6

82
15025-2779-8

83
15025-2778-1

78
15025-2724-8

79
15025-2723-1
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15025-3129-0
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15025-1872-7
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15025-2335-6
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15025-2217-5

74
15025-2198-7
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15025-2320-2



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 243 丸若土井 81.8 福芳土井 豊岡市但東町河本

AAACAB 去 04.02.11 とみふく 黒原1489176 菊安土井 森井　正彦

3 232 忠味土井 81.0 丸池土井 朝来市山東町大内

BABCAA 原 去 04.02.22 みつふくいけ 黒2642354 福芳土井 田中　甫

3 252 丸若土井 81.4 芳悠土井 朝来市和田山町中

BAABAA 原 去 04.02.02 みずき 黒2642348 丸福土井 宮田　靖仁

10 266 丸池土井 81.3 福芳土井 養父市大屋町若杉

BABCAA 原 雌 04.01.19 かおり 黒原1489248 照長土井 高橋　大樹

1 270 藤彦土井 81.1 照忠土井 養父市大屋町若杉

      雌 04.01.15 あしなな 黒2735301 丸池土井 高橋　大樹

9 280 丸春土井 81.6 福広土井 養父市森

BBCCCA 原 雌 04.01.05 ふさゆき 黒原1594195 照長土井 田村　牧子

3 277 丸池土井 80.4 照忠土井 養父市森

      雌 04.01.08 ふくてる 黒2642269 芳山土井 田村　正宏

6 252 丸若土井 83.6 芳悠土井 養父市養父市場

AAABAA 原 雌 04.02.02 てるひかり 黒2454114 菊俊土井 吉村　英之

4 252 藤彦土井 81.2 芳悠土井 朝来市和田山町野村

AACCCA 原 雌 04.02.02 かねまる１７ 黒原1743153 丸富土井 宮田　貴身仁

11 262 丸池土井 82.5 菊俊土井 豊岡市出石町上野

CACCAA 原 雌 04.01.23 あい 黒原1489173 高育改 照長土井 山本　憲一

10 309 忠味土井 80.2 福芳土井 豊岡市出石町伊豆

ABACBB 原 雌 03.12.07 はなふく 黒原1528561 菊安土井 狩野　茂樹

10 270 宮菊城 79.5 芳山土井 佐用郡佐用町佐用

AAACAB 去 04.01.15 のじぎく３ 黒2437584 鶴光土井 兵庫県立佐用高等学校

1 266 忠味土井 81.5 丸明波 佐用郡佐用町口金近

      去 04.01.19 いちこ 黒2703971 芳悠土井 田辺　裕基

1 275 照忠土井 80.8 丸春土井 西脇市住吉町

CAAAAA 去 04.01.10 ごいちよ２ 黒2723524 菊俊土井 岡本　利弘
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 277 丸若土井 80.2 照一土井 神戸市西区神出町

CAABAA 去 04.01.08 いちふく 黒2439204 福芳土井 池本　俊彦

5 272 忠味土井 79.6 丸宮土井 三田市上内神

CBBBAA 去 04.01.13 びおら 黒2475058 照長土井 蓬莱　光雄

3 266 丸池土井 80.1 芳悠土井 三田市ゆりのき台

CACBAA 原 去 04.01.19 ふくこ２ 黒2629998 菊伸土井 岡本　光史

3 277 忠味土井 81.4 丸宮土井 右頬大痣 三田市沢谷

      去 04.01.08 よしみ４ 黒2598979 福広土井 その他 妻鹿　亮輔

4 271 忠味土井 81.0 芳悠土井 三田市沢谷

BABBAA 原 去 04.01.14 ふくみ２ 黒2587239 丸富土井 妻鹿　亮輔

1 271 宮菊城 81.0 丸宮土井 小野市昭和町

      雌 04.01.14 なつみ 黒2727047 芳悠土井 藤本　幹泰

1 281 宮菊城 81.5 照忠土井 加古川市西神吉町西村

      雌 04.01.04 ぎんみや２ 黒2723522 丸宮土井 坂口　則隆

10 294 丸若土井 82.5 菊俊土井 丹波市氷上町小谷

BAABAA 原 去 03.12.22 ななひめきく 黒原1524532 高 照長土井 細見　忠和

13 240 丸若土井 81.7 菊俊土井 丹波市市島町中竹田

AAABAB 去 04.02.14 きよみ３ 黒原1449563 高 福芳土井 ひょうたん農場㈱

1 257 丸若土井 81.5 芳悠土井 丹波市市島町下竹田

AAABAA 原 去 04.01.28 おじろ３の８の１ 黒原1838740 芳山土井 ㈱丹波農商

11 287 丸若土井 81.6 福芳土井 丹波市氷上町横田

BBAAAB 原 雌 03.12.29 みやこ 黒原1449562 照菊波 足立　和人

1 278 丸若土井 82.0 芳悠土井 丹波市春日町鹿場

AAAAAA 原 雌 04.01.07 よしやす２ 黒原1838749 照忠土井 田川　良一

2 274 忠味土井 82.0 丸宮土井 美方郡香美町村岡区長瀬

BABBAA 原 去 04.01.11 みなづる 黒2683804 芳悠土井 谷渕　侑生

1 264 富智土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区神坂

      去 04.01.21 さわみ 黒原1841641 照忠土井 伊沢　正一
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16553-4001-5



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 239 山伸土井 79.3 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CACAAA 去 04.02.15 あきほ７ 黒2416035 改 照長土井 井上　哲也

6 234 山伸土井 81.4 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AABAAA 原 去 04.02.20 みつゆきひさ 黒原1653805 高改 幸豊土井 井上　哲也

5 269 照忠土井 81.1 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAA 去 04.01.16 ななたに３ 黒原1679871 照長土井 対中　広芳

3 277 照和土井 80.8 照忠土井 美方郡香美町小代区佐坊

AAABAB 去 04.01.08 ふくよ３ 黒2638143 菊俊土井 本上　純也

1 277 忠味土井 81.5 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

BABBAA 原 去 04.01.08 しょうこ８１ 黒原1841665 照忠土井 小林　一樹

9 283 丸福土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

CBCCBC 去 04.01.02 ふくちよ 黒2363035 改 安千代土井 尾崎　広貴

2 255 山伸土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町春来

      去 04.01.30 みやひさ 黒原1804299 照忠土井 小谷　和信

10 249 山伸土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町中辻

ACCBCC 去 04.02.05 ゆきみなな 黒原1482260 第２安鶴土井 西　逸子

9 257 山伸土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

ABCABA 原 去 04.01.28 みつふくひめ 黒原1573925 高育改 菊照土井 坂本　隆子

13 278 照和土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

ABABBB 去 04.01.07 つるひろ 黒原1444386 菊安土井 田中　充

3 259 照和土井 80.8 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

      雌 04.01.26 ふくよひさ３ 黒2638160 芳悠土井 村尾　賢一

2 279 照和土井 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 雌 04.01.06 としただ 黒原1740249 福芳土井 中井　のり子

1 280 忠味土井 81.4 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA 原 雌 04.01.05 ありさ 黒原1804317 菊俊土井 中井　崇泰

3 229 照忠土井 81.3 芳山土井 美方郡新温泉町海上

BAABAB 原 雌 04.02.25 まりな６ 黒原1772039 菊俊土井 植田　秀作
126
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12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 照忠土井 81.8 芳悠土井 美方郡香美町小代区東垣

BAABAA 原 雌 04.01.11 おふくひめ２の５ 黒原1804291 菊俊土井 今井　正己

10 283 照忠土井 79.5 福広土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAB 雌 04.01.02 ５８ながてる６ 黒2402084 照長土井 長瀬　五一

1 280 忠味土井 81.5 照和土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 04.01.05 ふくえの１２ 黒原1819485 芳山土井 小林　操

2 270 忠味土井 81.1 宮菊城 宍粟市波賀町道谷

      雌 04.01.15 みちきく 黒2681218 丸宮土井 岸本　壮弘

2 263 丸宮土井 79.0 芳山土井 宍粟市千種町河内

CBBAAA 原 雌 04.01.22 みちてる２ 黒2657152 照長土井 林　繁樹

9 266 丸若土井 78.1 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BAABAA 原 去 04.01.19 ふくみや 黒2402127 菊俊土井 岩花　希

1 252 丸若土井 80.4 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

AAAAAA 原 去 04.02.02 みつひさ 黒2735319 丸宮土井 岩花　希

5 236 丸若土井 80.0 芳山土井 養父市大屋町宮垣

AAACAA 原 去 04.02.18 かなみやよし 黒2531402 丸富土井 岩花　希

16 248 丸池土井 83.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CBCCBB 去 04.02.06 もりさき 黒原1331098 幸豊土井 高橋　副武

4 263 丸若土井 81.8 照忠土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 去 04.01.22 ふくただ 黒原1732541 福芳土井 高橋　潤也

5 264 藤彦土井 81.0 芳悠土井 養父市大屋町若杉

AAACBA 原 去 04.01.21 あしなが 黒原1709828 照長土井 高橋　潤也

12 280 芳山土井 80.1 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

BAACAB 去 04.01.05 ぼたん８ 黒原1467503 改 谷福土井 加悦　大三郎

3 241 藤彦土井 80.7 丸富土井 朝来市岩津

AACCCA 原 去 04.02.13 にしまるとみ 黒2642339 照也土井 西垣　篤志

1 240 丸春土井 80.7 富亀土井 朝来市岩津

      去 04.02.14 にしがき３０ 黒2735338 芳山土井 西垣　篤志
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雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 214 丸池土井 80.2 千代藤土井 朝来市和田山町中

      去 04.03.12 きく１の１ 黒2687584 宮菊城 宮田　靖仁

3 245 忠味土井 81.6 千代藤土井 朝来市和田山町中

BACAAA 原 雌 04.02.09 ちひろ 黒原1725527 宮菊城 宮田　靖仁

2 257 藤彦土井 80.4 丸宮土井 朝来市山東町大内

      雌 04.01.28 めぐみ１９ 黒2674457 芳悠土井 田中　甫

1 277 丸春土井 80.2 照忠土井 豊岡市九日市中町

CACBAA 原 雌 04.01.08 ふくてる 黒2735284 丸福土井 谷山　道洋

10 270 丸若土井 82.0 福芳土井 豊岡市九日市中町

BBABAB 原 雌 04.01.15 まつよ 黒原1528503 照長土井 谷山　悦子

12 297 丸若土井 80.6 福芳土井 豊岡市引野

AAACBB 原 雌 03.12.19 きくふく 黒原1449803 菊井土井 竹村　清志

5 284 丸池土井 83.1 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

CABBAA 原 雌 04.01.01 やすひさ２４の２ 黒2554631 丸宮土井 上垣　勇吾

3 270 丸池土井 81.0 照忠土井 養父市大屋町蔵垣

      雌 04.01.15 なおただ 黒原1774598 丸宮土井 上垣　勇吾

5 240 丸若土井 80.0 照忠土井 養父市大屋町宮本

BAAAAA 原 雌 04.02.14 みゆき３の３ 黒2554633 丸宮土井 寺尾　和敏

6 267 北菊栄 79.2 石義丸 朝来市和田山町安井

      雌 04.01.18 ひろみまる 黒2452221 宮弘波 県北部農業技術センタ

2 274 忠味土井 80.5 丸宮土井 佐用郡佐用町口金近

BAAAAA 原 去 04.01.11 まる 黒2657204 丸富土井 田辺　裕基

8 283 藤彦土井 81.2 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

AABCCA 原 去 04.01.02 みき３ 黒2441467 高 照長土井 横坂共栄農場

2 275 照忠土井 80.1 丸宮土井 西脇市住吉町

CABAAA 原 雌 04.01.10 ごいちよ 黒2674504 福芳土井 岡本　利弘

8 272 丸池土井 80.2 光照土井 神戸市西区神出町

CACCAB 去 04.01.13 みつはる 黒2431375 谷福土井 池本　俊彦
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16555-3531-2

154
13960-4845-4

150
08727-6585-4

151
14117-3220-7

152
14117-3231-3

147
15025-3127-6

148
15025-3128-3

149
15025-2725-5

144
15098-5840-6

145
15423-3895-8

146
16450-1131-4

141
16450-1543-5

142
16450-1538-1

143
15423-3910-8



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 254 丸池土井 80.2 丸明波 三田市西野上

CACBAA 原 去 04.01.31 ふくふく 黒2576181 福芳土井 (有)日向牧場

1 298 照忠土井 81.2 丸池土井 三田市上内神

      雌 03.12.18 みやゆき 黒2723491 芳山土井 蓬莱　宣俊

4 293 藤彦土井 80.6 芳山土井 三田市沢谷

AABCCA 原 雌 03.12.23 ふくとみ２ 黒2587241 丸富土井 妻鹿　亮輔

4 287 丸若土井 80.1 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.12.29 よしみ 黒2587234 菊俊土井 妻鹿　亮輔

11 265 丸池土井 80.7 広正土井 ET産子 小野市万勝寺町

CBCAAA 去 04.01.20 れい 黒原1524513 宮弘波 佐伯　亨

10 255 丸池土井 81.2 福芳土井 加古川市志方町横大路

BACCAA 原 去 04.01.30 ふくみつ２２ 黒2398426 菊照土井 松岡　功

7 253 山伸土井 81.0 丸宮土井 丹波市市島町中竹田

CACAAA 去 04.02.01 やまみや４ 黒原1634879 福広土井 ひょうたん農場㈱

2 299 照和土井 81.8 丸宮土井 丹波市氷上町小谷

AAAAAA 原 去 03.12.17 ななひめきく６ 黒原1758918 菊俊土井 細見　忠和

7 300 丸若土井 81.0 丸宮土井 丹波市柏原町柏原

BAAAAA 原 雌 03.12.16 わかめ３ 黒原1561860 照明土井 下山　一彦

2 301 丸若土井 80.0 芳山土井 丹波市氷上町犬岡

AAABAA 原 雌 03.12.15 すぎこ 黒2662642 丸富土井 勢志　政和

2 234 照忠土井 81.1 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

CABAAA 去 04.02.20 きくよし 黒2683834 丸福土井 中村　文吾

11 282 照和土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

AACCBB 去 04.01.03 はなぎく 黒原1444363 照波土井 山本　智明

3 242 丸彩土井 81.6 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

      去 04.02.12 てるふく５ 黒2638156 菊西土井 西村　岳人

5 252 照和土井 81.7 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

AABAAB 去 04.02.02 ゆず 黒原1679892 鶴山土井 県立但馬牧場公園
168

15025-2658-6

165
15025-2021-8

166
15025-2543-5

167
15025-2305-9

162
14228-5399-1

163
14228-5322-9

164
14228-5402-8
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16546-6963-6

160
15929-2000-4

161
15097-5167-7

156
14431-0021-0

157
16470-0366-9
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16470-0370-6
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14795-0307-8



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

11 252 山長土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

ACACCB 去 04.02.02 しげひろ 黒原1524477 高改 照菊波 田中　孝広

5 267 富亀土井 80.0 芳山土井 美方郡新温泉町海上

AACCBA 原 去 04.01.18 てるくに２ 黒2531330 福芳土井 尾崎　栄太郎

10 252 山長土井 81.7 菊西土井 美方郡香美町小代区神場

CCCBBB 去 04.02.02 ゆうな 黒原1559094 幸豊土井 上治　秀正

5 249 山伸土井 81.6 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

BACAAB 去 04.02.05 ふうか 黒原1709608 丸福土井 小林　一樹

5 257 山伸土井 81.0 茂広波 美方郡香美町小代区秋岡

ABCBBB 去 04.01.28 たまひろ 黒2514932 改 照也土井 今井　正人

4 250 山伸土井 81.1 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

AABAAB 去 04.02.04 みつてる 黒原1740193 菊俊土井 阿瀬　稔

3 279 忠味土井 81.4 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BBBBBA 原 去 04.01.06 おふく１の５ 黒原1740182 菊俊土井 井上　哲也

8 276 照和土井 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABACBA 原 雌 04.01.09 まるふくよし 黒原1559083 高 丸福土井 井上　哲也

3 249 忠味土井 81.3 芳山土井 美方郡香美町村岡区神坂

BABBAA 原 雌 04.02.05 つるよ 黒原1752805 照一土井 小林　寿明

9 282 照和土井 81.0 照一土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACAAA 原 雌 04.01.03 ７４てるとよ 黒原1573917 照長土井 長瀬　五一

10 283 忠味土井 81.1 菊西土井 美方郡香美町村岡区境

CBCBBA 原 雌 04.01.02 てるとよきく 黒原1555097 幸豊土井 田中　一馬

16 251 山伸土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

ABBCCB 原 雌 04.02.03 たかてる 黒原1331222 高 照長土井 中村　健治

4 242 照和土井 80.5 丸富土井 美方郡新温泉町多子

CCCABB 雌 04.02.12 かつふく 黒2554432 幸豊土井 竹下　与輔

5 247 忠味土井 82.8 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

BABBAA 原 雌 04.02.07 てるしお２の１ 黒原1709614 高 丸富土井 倉田　拓磨
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15025-2337-0
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15423-3176-8

182
15025-2428-5

177
15025-2502-2

178
15025-1714-0

179
15423-3397-7
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15025-2326-4

175
15025-2224-3

176
15025-2227-4
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15025-2674-6
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15423-3315-1
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15025-2322-6

169
15025-2078-2

170
15025-2613-5



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 266 照和土井 80.6 芳悠土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 雌 04.01.19 はるみや１の１ 黒2638179 照忠土井 田中　充

3 269 丸若土井 80.6 芳悠土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

BAAAAA 原 去 04.01.16 いちか 黒2612201 鶴丸土井 小野市産 大封アグリ　一宮牧場

2 252 忠味土井 80.4 丸池土井 宍粟市波賀町道谷

CABBAA 原 去 04.02.02 としまる 黒2681211 芳山土井 岸本　壮弘

4 270 忠味土井 81.4 丸若土井 養父市森

AAABAA 原 去 04.01.15 ふくわか 黒原1743141 芳山土井 田村　正宏

2 270 山長土井 81.6 丸宮土井 養父市森

CBBBBB 去 04.01.15 めぐみや 黒原1797997 菊俊土井 田村　正宏

7 275 忠味土井 82.0 丸宮土井 養父市養父市場

BAAAAA 原 去 04.01.10 ゆきひめみや 黒原1655349 福芳土井 吉村　英美

4 272 西杉土井 80.0 芳悠土井 ET産子 朝来市和田山町安井

CBCBBA 去 04.01.13 よしひめ３ 黒2594468 照一土井 県北部農業技術センタ

9 239 茂郷波 81.3 福芳土井 豊岡市中郷

ABBCBA 原 去 04.02.15 ぼたん５の１ 黒原1528498 照長土井 新田　義孝

4 239 丸若土井 82.1 芳悠土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 去 04.02.15 ぴんこ２の２ 黒原1682737 照一土井 新田　拡樹

1 261 藤彦土井 80.6 丸宮土井 豊岡市目坂

AAACBA 原 去 04.01.24 ゆいまある２ 黒2735283 菊俊土井 谷口　正徳

6 251 茂貴波 81.1 丸富土井 朝来市岩津

      原 去 04.02.03 たかまる３５７ 黒原1624622 福芳土井 西垣　篤志

3 242 丸池土井 81.0 富亀土井 朝来市岩津

CACBAA 原 去 04.02.12 にしとみ 黒2642338 照長土井 西垣　篤志

4 270 悠竜土井 81.0 芳山土井 朝来市和田山町中

      去 04.01.15 やましず 黒原1732548 丸富土井 宮田　靖仁

2 267 悠竜土井 80.6 照和土井 朝来市和田山町中

      原 雌 04.01.18 てるみや４ 黒2687583 丸宮土井 宮田　靖仁
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16450-1534-3

196
16450-1535-0

192
15025-3107-8

193
15025-3069-9

194
15025-3070-5

189
08727-6580-9

190
16450-0995-3

191
16450-0994-6
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16450-1046-1

187
16450-1047-8

188
15423-4044-9
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15025-2289-2

184
16458-6554-2
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16091-1263-7



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 256 照和土井 81.0 芳悠土井 豊岡市出石町上野

AABBAA 原 雌 04.01.29 ちひろ 黒原1806612 丸宮土井 山本　憲一

2 280 丸池土井 80.4 千代藤土井 豊岡市日高町知見

CACAAA 原 雌 04.01.05 てるちよ 黒2657155 照長土井 山崎　豊志

9 277 丸若土井 80.8 菊西土井 養父市大屋町若杉

BAAAAA 原 雌 04.01.08 さかね 黒原1561895 谷美土井 高橋　潤也

15 275 丸若土井 81.7 照長土井 養父市大屋町若杉

CABAAA 原 雌 04.01.10 きみやす 黒原1331086 第２安鶴土井 高橋　大樹

2 256 忠味土井 81.1 丸池土井 養父市大屋町宮垣

      雌 04.01.29 はなたじま２ 黒2687549 芳悠土井 岩花　希

5 246 丸池土井 80.5 丸典土井 養父市大屋町宮垣

CACAAA 原 雌 04.02.08 みゆき５の１ 黒2531404 芳山土井 岩花　希

3 241 宮菊城 81.3 丸池土井 養父市大屋町大屋市場

AAABAA 原 雌 04.02.13 はなよし２ 黒原1774591 福芳土井 岩花　玉男

1 284 宮菊城 82.4 丸春土井 佐用郡佐用町佐用

AAABAA 原 雌 04.01.01 しのぶ 黒2727070 菊俊土井 兵庫県立佐用高等学校

2 232 丸春土井 81.6 宮菊城 姫路市夢前町新庄

BAABAA 原 雌 04.02.22 ゆいまある 黒2667947 菊俊土井 西影　昌久

2 258 芳悠土井 80.7 丸宮土井 宍粟市山崎町葛根

BBBBBA 原 雌 04.01.27 おじろ７８７ 黒2681225 菊俊土井 吉岡　慎治

8 264 芳悠土井 81.5 丸富土井 神戸市北区淡河町神田

BBCBBA 原 雌 04.01.21 てるとみ 黒2435151 照長土井 奥下　均

17 260 藤彦土井 81.3 丸典土井 ET産子 神戸市西区神出町紫合

ABBCCA 原 雌 04.01.25 てるみ２ 黒2534291 芳悠土井 神戸市産 渕上　健一郎

3 286 忠味土井 81.0 芳悠土井 三田市沢谷

BAABAA 原 雌 03.12.30 てるひさ 黒2629969 石義丸 妻鹿　亮輔

4 285 丸春土井 80.8 芳悠土井 三田市沢谷

BABAAA 原 雌 03.12.31 ひめ２ 黒2587237 照忠土井 妻鹿　亮輔
210

16470-0373-7

207
15361-2144-3

208
16594-8142-4

209
16470-0372-0
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14117-3267-2
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16457-6946-8
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14117-3173-6
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202
15025-3033-0

203
15025-3034-7

198
15025-2758-3

199
16450-1634-0

200
16450-1640-1
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15025-3089-7



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 281 芳悠土井 80.5 宮菊城 三田市沢谷

BBABBA 原 雌 04.01.04 しげてるしろ 黒2674491 菊俊土井 妻鹿　亮輔

12 264 丸池土井 80.7 広正土井 ET産子 小野市万勝寺町

CBCAAA 去 04.01.21 れい 黒原1524513 宮弘波 佐伯　亨

5 252 山伸土井 80.3 丸宮土井 小野市長尾町

CACAAA 去 04.02.02 おかみつ１０ 黒2519152 菊俊土井 岡田　輝泰

1 275 丸春土井 81.1 芳山土井 加古川市志方町東飯坂

      去 04.01.10 つねふじ 黒2711611 芳悠土井 金澤　光浩

3 245 宮菊城 80.5 芳山土井 丹波市市島町乙河内

AAACAB 去 04.02.09 ゆめちよのさと２ 黒2619959 菊俊土井 荻野　浩

12 299 照和土井 81.5 福広土井 丹波市氷上町油利

ABCBBA 原 去 03.12.17 みやふく 黒原1459831 高 照長土井 山本　定夫

1 317 照和土井 80.3 丸池土井 丹波市市島町東勅使

      雌 03.11.29 ゆきみ 黒2711599 芳悠土井 前畑　和幸

7 275 悠温土井 80.1 丸宮土井 丹波市春日町野上野

      原 雌 04.01.10 ゆきてる 黒原1601489 照長土井 水原　彩子

1 277 忠味土井 81.1 芳山土井 美方郡香美町香住区九斗

      去 04.01.08 ふじしげ１ 黒原1819497 千代藤土井 合同会社　谷口畜産

4 271 茂貴波 82.5 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 04.01.14 ひさもり 黒原1709582 照一土井 森脇　雄一

3 255 悠森土井 80.1 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

      原 去 04.01.30 はちふく４ 黒2594409 鶴丸土井 森脇　雄一

9 291 照和土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAAAAA 原 去 03.12.25 みつふく６ 黒原1592067 高育 照長土井 小林　操

7 284 忠味土井 80.6 福芳土井 美方郡香美町村岡区長瀬

CBBAAB 去 04.01.01 よしづる 黒原1482194 安幸土井 谷渕　侑生

1 283 茂和美波 79.7 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABBAA 原 去 04.01.02 おみや 黒2703952 芳悠土井 今井　正人

222
15025-2206-9

223
15025-1917-5

224
15025-2318-9

219
15025-1978-6

220
15025-2450-6

221
15025-2454-4

216
14228-5316-8

217
14228-5395-3

218
14228-5325-0

213
15618-1440-2

214
16604-0608-9

215
14228-5271-0

211
16470-0377-5

212
16519-6964-7



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 276 丸明波 81.0 照忠土井 美方郡香美町小代区秋岡

CACBBB 去 04.01.09 てるはな 黒原1653799 芳山土井 今井　正人

1 253 悠森土井 79.4 丸福土井 美方郡新温泉町海上

      去 04.02.01 ふくにしき５ 黒2735259 照長土井 植田　秀作

2 275 忠味土井 80.2 丸明波 美方郡新温泉町飯野

CABBAA 原 去 04.01.10 ふくよしまる 黒2638164 改 照長土井 中井　のり子

3 263 悠竜土井 81.2 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

      去 04.01.22 ひよっこ 黒原1740252 芳悠土井 中井　のり子

3 240 山伸土井 81.0 茂和美波 美方郡新温泉町飯野

AACAAB 去 04.02.14 みつかねしげ 黒原1752817 改 福広土井 村尾　賢一

2 278 照忠土井 82.6 芳悠土井 美方郡新温泉町久斗山

BAAAAA 原 雌 04.01.07 ふじひさ 黒原1804326 芳山土井 中村　文吾

1 252 富智土井 80.6 芳悠土井 美方郡新温泉町中辻

      雌 04.02.02 まりな３の１ 黒2735246 茂和美波 高美　治

3 243 忠味土井 82.7 芳悠土井 美方郡香美町小代区東垣

BAACAA 原 雌 04.02.11 おふくひめ２の３ 黒原1772008 菊俊土井 今井　正己

2 242 芳悠土井 81.7 照和土井 美方郡香美町小代区神水

AABBBA 原 雌 04.02.12 つねふじ６ 黒原1804295 鶴丸土井 藤原　敏和

7 276 照和土井 80.8 芳悠土井 美方郡香美町村岡区熊波

ABBABB 原 雌 04.01.09 みやてる１０ 黒原1624642 照長土井 井上　哲也

4 245 山伸土井 80.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AACAAA 原 雌 04.02.09 おおみぞ８の４ 黒2594403 谷福土井 井上　哲也

5 273 芳悠土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区境

BABBAA 原 雌 04.01.12 よしふくてる 黒原1692290 高改 菊俊土井 田中　一馬

2 281 照和土井 80.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 04.01.04 １２８ながつる８ 黒2683789 照長土井 長瀬　五一

1 251 丸若土井 81.1 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

BAABAA 原 去 04.02.03 ゆきとら６の１ 黒2703990 菊俊土井 岸本　壮弘

237
15025-1715-7

238
16091-1264-4

234
15025-2226-7

235
15025-2232-8

236
15025-2122-2

231
15025-2634-0

232
15025-2494-0

233
15025-2155-0

228
15025-2258-8

229
15423-3217-8

230
15025-2017-1

225
15025-2321-9

226
15025-2100-0

227
15025-2256-4



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 231 悠前土井 80.4 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

      原 去 04.02.23 ぼたもち 黒2602880 茂広波 岸本　章弘

5 267 北菊栄 80.4 茂池波 朝来市和田山町安井

      去 04.01.18 しげかず 黒2488347 茂広波 県北部農業技術センタ

8 266 北菊栄 81.0 丸宮土井 朝来市和田山町安井

      去 04.01.19 まるふじ 黒原1592314 福広土井 県北部農業技術センタ

3 262 北菊栄 81.3 宮喜 朝来市和田山町安井

      去 04.01.23 まや 黒原1731206 丸宮土井 県北部農業技術センタ

1 270 悠温土井 81.0 丸春土井 養父市森

      原 去 04.01.15 めぐはる 黒原1819511 照忠土井 田村　牧子

5 277 藤彦土井 80.8 丸富土井 養父市大屋町若杉

AABCCA 原 去 04.01.08 しのぶ 黒2519068 福芳土井 高橋　副武

1 269 藤彦土井 81.0 丸若土井 養父市大屋町若杉

AAACAA 原 去 04.01.16 つつじ３ 黒原1841714 照一土井 高橋　副武

1 263 丸若土井 81.3 芳悠土井 養父市大屋町宮本

      去 04.01.22 つつじ５の１ 黒原1841737 丸宮土井 寺尾　智也

6 267 悠温土井 81.0 丸富土井 豊岡市野上

      原 去 04.01.18 きくよし２７ 黒原1682734 福芳土井 西垣　富夫

6 277 照和土井 79.7 丸宮土井 豊岡市引野

AAAAAA 原 去 04.01.08 ますてるこ５ 黒2472125 芳山土井 竹村　清志

8 295 丸若土井 79.5 菊西土井 豊岡市宮井

AAACAA 原 去 03.12.21 あかふじ 黒2416011 照一土井 綿田　謙

1 275 忠味土井 80.8 奥虎 豊岡市宮井

CACCBA 原 雌 04.01.10 うれしき８０ 黒2735282 丸富土井 こうのとり風土（合）

3 271 芳山土井 80.6 丸宮土井 豊岡市但東町河本

AAABAA 原 雌 04.01.14 みやさくら 黒2629910 照忠土井 森井　正彦

6 271 丸若土井 81.8 芳悠土井 豊岡市城崎町飯谷

BAAAAA 原 雌 04.01.14 もりひめ８ 黒原1655335 北宮波 北村　幸弘
252

15025-3100-9

249
15025-2776-7

250
14092-8472-5

251
16450-1478-0

246
15025-2721-7

247
14092-8501-2

248
16450-1134-5

243
16450-1048-5

244
16450-1639-5

245
16450-1645-6

240
08727-6584-7

241
08727-6586-1

242
08727-6590-8

239
16091-1268-2



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 253 芳悠土井 81.6 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

BBBBBA 原 雌 04.02.01 ぼたん５の２ 黒原1774570 照長土井 加悦　大三郎

4 263 山伸土井 82.5 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BACAAA 原 雌 04.01.22 おみな５の１ 黒原1743145 菊西土井 上垣　勇吾

3 260 藤彦土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AABCBA 原 雌 04.01.25 おみな５の２ 黒原1774600 菊西土井 上垣　勇吾

5 280 藤彦土井 80.8 丸宮土井 朝来市神子畑

ABCCCA 原 雌 04.01.05 なにまる 黒2554634 照長土井 仙賀　隆文

2 252 照和土井 82.5 芳悠土井 豊岡市九日市中町

AABAAA 原 雌 04.02.02 よしよ 黒原1806609 丸宮土井 谷山　悦子

4 248 丸若土井 81.8 芳悠土井 豊岡市九日市中町

BAABAA 原 雌 04.02.06 きくしげ 黒原1743101 菊俊土井 谷山　悦子

7 249 丸若土井 80.2 福芳土井 姫路市白鳥台

BAACAA 原 去 04.02.05 ひめこ 黒2458454 北宮波 石原　寛大

6 273 丸若土井 81.0 芳悠土井 佐用郡佐用町横坂

CAABAA 去 04.01.12 ゆきなが７ 黒2493658 菊俊土井 矢内　忠司

9 239 丸若土井 80.0 福芳土井 宍粟市山崎町葛根

ABABBB 去 04.02.15 さと 黒2329935 照長土井 吉岡　慎治

3 260 丸春土井 80.4 照忠土井 三田市上内神

BABBAA 原 雌 04.01.25 てるまさ２ 黒2576168 福芳土井 蓬莱　光雄

2 259 丸若土井 81.3 芳悠土井 ET産子 神戸市西区岩岡町古郷

AAABAA 原 雌 04.01.26 うすなが１ 黒2674494 丸富土井 神戸市産 碓永　芳輝

4 280 藤彦土井 80.5 芳悠土井 三田市沢谷

AABCCA 原 雌 04.01.05 さかえ２の７ 黒2587240 照一土井 妻鹿　亮輔

3 270 丸池土井 80.8 芳悠土井 三田市沢谷

BACCAA 原 雌 04.01.15 第２とみひさ 黒2619907 菊俊土井 妻鹿　亮輔

4 269 芳悠土井 80.4 宮菊城 三田市沢谷

AAAAAA 原 雌 04.01.16 ずいけん 黒2598960 丸宮土井 妻鹿　亮輔

264
16470-0378-2

265
16470-0381-2

266
16470-0382-9

261
14117-3175-0

262
14255-9890-5

263
15758-6396-0

258
15423-3899-6

259
16286-8443-6

260
14117-3232-0

255
15025-3132-0

256
13771-9231-2

257
15423-3897-2

253
15423-3905-4

254
15025-3131-3



雌： 123 雄： 去： 154 合計 277
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10月12日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 240 山伸土井 79.8 照忠土井 小野市河合西町

      去 04.02.14 ふくみただ 黒2691112 丸宮土井 堀井　昭子

3 270 藤彦土井 79.4 芳山土井 丹波市市島町乙河内

      去 04.01.15 やまよしつる 黒2638210 丸宮土井 荻野　浩

1 271 悠温土井 80.0 丸若土井 丹波市春日町野上野

      原 去 04.01.14 わかなつ 黒2730603 照一土井 水原　彩子

11 235 丸若土井 81.3 丸福土井 丹波市山南町北和田

CAACAA 去 04.02.19 みずか 黒原1524528 菊俊土井 田中　憲蔵

2 287 丸春土井 81.0 芳山土井 丹波市氷上町油利

BABBAA 原 雌 03.12.29 たにやま 黒原1789981 照一土井 山本　竜矢

5 293 丸若土井 80.8 芳山土井 丹波市青垣町東芦田

AAABAA 原 雌 03.12.23 みやよし 黒2526532 菊俊土井 前田　貴雄

14 253 芳悠土井 84.7 福広土井 美方郡香美町小代区東垣

ACCBCB 原 雌 04.02.01 みやよしひろ 黒原1404903 照長土井 中村　まゆみ

2 282 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

1 290 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

5 273 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

3 262 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

276
16559-7072-4

277
16559-7073-1

273
15025-2336-3

274
16236-1131-4

275
16450-1340-0

270
14228-5453-0

271
14228-5318-2

272
14228-5397-7

267
15611-1374-1

268
14228-5268-0

269
14228-5326-7


